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本バージョンから追加された新機能 

 Governance Automation Online アプリのインストール セクションを追加しました。 

 サービスの構成 セクションに SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的

に設定する オプションについての情報を追加しました。 

 サイト コレクションの作成サービスの構成 および サイトの作成サービスの構成 に Governance Automa

tion Online アプリとアプリ パーツの自動的な有効化についての情報を追加しました。 

 GA_Published メタデータの名前を Publish to Directory に変更しました。 

 タイマー サービスの構成 セクションに 洗い替えスキャン ジョブ についての情報を追加しました。 

 対応フォームのアクティブ化 / 非アクティブ化 / コピー / 削除 セクションに対応フォームのコピーについての

情報を追加しました。 

 ジョブ状態の表示 および エラー タスク に SharePoint Online カスタム スクリプト設定についての情報を

追加しました。 

 付録 B: Governance Automation および Governance Automation Online の対応機能 を更

新しました。 

DocAve Governance Automation Online について 

DocAve Governance Automation Online は、DocAve Governance Automation のオンライン版製

品です。Governance Automation Online は、コンテンツ管理、ライフサイクル管理、権限管理、展開などを含

め、構成可能なサービスを要求する方法を自動化することで、組織が Microsoft SharePoint をサービスとして使

用するニーズに対応しています。 

また、Governance Automation Online は、事前に定義およびカスタム可能なサービス要求を送信することで、

プロセスの実現に必要な承認プロセスやポリシーを実行し、お使いの SharePoint Online オブジェクトにおけるガ

バナンスを自動化する機能を備えています。これにより、今まで以上に迅速で効果的なコミュニケーションと、エラーの

削減を同時にはかることができます。 
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AvePoint へのドキュメント フィードバックについて 

AvePoint では、弊社の製品ドキュメントに対するお客様からのフィードバックをお待ちしています。弊社 Web サイト

上から フィードバックを送信 してください。 

AvePoint Online Services について 

Governance Automation Online は AvePoint Online Services へ統合されています。Governance A

utomation Online 用のアカウントを登録するには、まず AvePoint Online Services のアカウントを登録する

必要があります。Governance Automation Online にアクセスするには、AvePoint Online Services のサイ

ンイン ページに移動してください。詳細については、AvePoint Online Services ユーザー ガイド を参照してくださ

い。 

Governance Automation Online 環境から AvePoint Online Services のメイン ページへ戻り、そこから 

DocAve Online、Compliance Guardian Online および どきゅなび Online に移動することができます。Gov

ernance Automation Online インターフェイスの中央上部にあるドロップダウン矢印 ( ) をクリック

し、ナビゲーション バーの AvePoint Online Services、DocAve Online または どきゅなび Online をクリ

ックします。 

使用可能なブラウザー 

使用可能なブラウザーのバージョンは以下のとおりです。 

ブラウザー バージョン 

Internet Explorer IE 10 

IE 11 

Google Chrome 最新のバージョン 

Mozilla Firefox 最新のバージョン 

 

https://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1
https://www.avepointonlineservices.com/
https://www.avepointonlineservices.com/
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/AvePoint_Online_Services_User_Guide.pdf
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始める前に 

Governance Automation Online に関する情報については、以下のセクションを参照してください。 

Governance Automation Online について 

Governance Automation Online を初めて使用する場合は、用語集 ドキュメントで 「サービス」、「ポリシー」、

「承認プロセス」 など、本ユーザー ガイドで使用されている用語について確認することを推奨します。 

Governance Automation Online で使用される用語の習得後、自分が所属する組織に適したソフトウェアの

構成を行うため、各機能をどのように連携させて使用できるかについて理解を深めることを推奨します。 

Governance Automation Online では、管理者は SharePoint Online または DocAve Online でオペレ

ーションを実行するサービスをセットアップすることができます。これらのサービスは、特定の部署 / 目的に応じて使用、

カスタマイズすることができます。また、サービスにポリシーを関連付けることができるため、組織内に特定のルールがあ

る場合、特定の SharePoint Online のオペレーションに対して同じポリシーが関連付けられたすべてのサービスに

おいて、組織規定の遵守を徹底することができます。サービスには、少なくとも 1 件の承認プロセスが関連するため、

ユーザーが特定のサービスに関する要求を送信すると、関係者に通知が送信され、必要な承認プロセスを提供しま

す。サービス要求が完全に承認されると、Governance Automation Online は、そのサービスについてカスタマイ

ズされた設定に従って、SharePoint Online / DocAve Online のプロセスを実行します。 

インターフェイスについて 

管理者のランディング ページでは、以下のタイルを管理することができます。 

 設定 

 要求の開始 

 個人用要求の表示 

 個人用のタスク一覧の表示 

 パブリック サイト コレクション ディレクトリ 

 個人用サイト 

タイルをクリックして、ソフトウェア内部を移動します。どの画面でも画面左上隅に メニュー が常に表示されており、ナ

ビゲーション バー上のセクション名をクリックすると、希望のセクションに移動することができます。また、ナビゲーション バ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Governance_Automation_Key_Terms.pdf
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ーの右下隅にあるピン ボタン ( ) をクリックすると、ナビゲーション バーを固定することができます。ピン解除ボタン 

( ) をクリックするまで、ナビゲーション バーはトップに表示されたままとなります。 

 

図 1: 管理者用ランディング ページ 

Governance Automation Online のユーザー ロール 

Governance Automation Online は AvePoint Online Services と統合されています。このため、Govern

ance Automation Online ユーザー ロールは AvePoint Online Services テナント ユーザー ロールと統合さ

れます。AvePoint Online Services テナント ユーザー ロールは、アプリケーション管理者および標準ユーザーから

構成されます。 

 アプリケーション管理者 – アプリケーション管理者は Governance Automation Online IT 管理者

の役割を果たします。IT 管理者は Governance Automation Online の IT 管理者およびビジネス 

ユーザーのインターフェイスにアクセスでき、システム設定の構成、要求 / タスク / システム プロセス / サイト 

コレクション / サイトの監視、サービスの保持のほか、サービスの要求の送信・承認を実行することが可能で

す。 

 標準ユーザー – 標準ユーザーは Governance Automation Online ビジネス ユーザーの役割を果た

します。ビジネス ユーザーは Governance Automation Online のビジネス ユーザー インターフェイスの

みにアクセスでき、許可されているサービスの要求を送信・承認することができます。 

AvePoint Online Services のユーザー ロール管理の詳細については、AvePoint Online Services ユーザー 

ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/AvePoint_Online_Services_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/AvePoint_Online_Services_User_Guide.pdf


 

12  

 
Governance Automation Online 管理者用ガイド 

 

 

Governance Automation Online では、IT 管理者はカスタム ビジネス ユーザー グループを作成し、指定した

ユーザーが要求、タスク、システム プロセス、サイト コレクション、サイトを監視する Governance Automation O

nline レポートを表示できるように設定することができます。 

Governance Automation Online グループおよびユーザーの管理の詳細については、アカウント マネージャーの

構成 を参照してください。 

SharePoint Online 管理センターおよびサイト コレクションの登録 

SharePoint Online 内のコンテンツの管理に Governance Automation Online を使用するためには、Shar

ePoint Online 管理センターまたはサイト コレクションを DocAve Online に登録しておく必要があります。Share

Point Online サイト コレクションの登録については、DocAve Online ユーザー ガイド 内の SharePoint サイ

トの管理 セクションを参照してください。 

*注意: SharePoint Online 管理センターを登録するためには、単一サイト コレクション 方式を使用する必要

があり、かつ管理センターの URL を サイト コレクション URL テキスト ボックスに入力する必要があります。 

クイック スタート ウィザードの構成 

初めて DocAve Governance Automation Online にログインする場合、Governance Automation O

nline クイック スタート ウィザード ウィンドウが表示されます。ウィザードの指示に従って情報を入力すると、Gove

rnance Automation Online で使用できるサンプル データが作成されます。このサンプル データを参考にして、

操作により効率よく慣れることができます。  

*注意: 最初に 設定 > 既存のサイト コレクションとサイトのインポート を使用して SharePoint Online サイト 

コレクションをインポートすると、クイック スタート ウィザードで作成されたサンプル ポリシーおよびサービスを使用すること

ができます。詳細については、既存のサイト コレクションとサイトのインポート を参照してください。 

ウィザードでは、以下の設定を構成します。 

1. 管理者および部署を構成します。 

 管理者 – 管理者は Governance Automation Online に対するフル コントロールを持って

います。管理者として設定するユーザー名を入力します。確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有

効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザーを検索することもできます。 

http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Online_User_Guide.pdf
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 部署 – 部署は、ユーザーによって実行されるアクション数に関する統計を提供するレポートの条件

として使用されます。テキスト ボックスに任意の部署名を入力します。 

2. 画面右側の矢印アイコンをクリックして、次の手順に進みます。 

3. SharePoint Online からデータを取得する方法については、以下の説明を参照してください。 

 ユーザー名 - some@example.com の形式で Office 365 全体管理者アカウントを入力

します。 

 パスワード – 上記のアカウントのパスワードを入力します。 

 SharePoint 管理センター URL – SharePoint Online standard インスタンス管理センタ

ーの URL を入力します。管理センターは DocAve Online 内の 既定 SharePoint サイト 

グループ に追加されます。 

  [テスト] をクリックして検証を実行します。 

4. [保存] をクリックして構成を保存します。サンプル データを作成するリアルタイム プロセスを表示するウィンド

ウが表示されます。ウィンドウを閉じると、サンプル データがバックグラウンドで作成されます。 
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Governance Automation Online の使用開始 

このセクションでは、Governance Automation を使用するために必要な構成 (アカウント マネージャー、部署、

承認プロセス、サービス) について説明します。アカウント マネージャーの構成 から サービスの構成 まで、説明の

掲載順序に従って実行してください。追加の構成 (必須でないもの) については、追加の Governance Automa

tion Online 構成 を参照してください。 

アカウント マネージャーの構成 

アカウント マネージャー 画面では、Governance Automation Online のユーザー アカウントとグループを管理

することができます。Governance Automation Online のユーザー アカウントを管理するために使用される既定

のグループは、以下の 2 種類存在します。 

 管理者グループ - このグループのユーザーは Governance Automation Online の管理者およびビジ

ネス ユーザー インターフェイスにアクセス可能です。このグループのメンバーは、システム設定の構成、要求お

よびタスクの監視、サービスの保持などの操作のほか、サービス要求の送信、承認を実行することができま

す。 

 ビジネス ユーザー グループ - このグループ内のユーザーは Governance Automation Online のビジ

ネス ユーザー インターフェイスのみにアクセスできます。このグループのメンバーは、許可されているサービスの

要求を送信・承認することができます。カスタム ビジネス ユーザー グループを作成すると、指定したユーザー

がプロセスを監視する Governance Automation Online レポートおよびサイト コレクションの所有権を

表示することが可能になります。 

追加のカスタム ユーザー グループを作成すると、特定のユーザーがレポートを表示し、すべての要求およびタスクを監

視することが可能になります。  

Governance Automation Online のアカウント マネージャーを構成するには、設定 インターフェイス内の システ

ム グループで [アカウント マネージャー] をクリックします。  

Governance Automation Online グループの管理 

アカウント マネージャー 画面では、画面右上の 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件数を選択すると、ペ

ージ毎に表示されるグループの件数を変更することができます。グループ名 や 説明 などの列見出しに表示されたソ

ート ( ) ボタンをクリックすると、グループをソートします。 

アカウント マネージャー 画面で実行できる操作は以下のとおりです。 
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 グループの作成 - Governance Automation Online のユーザー アカウントから構成されたグループを

作成します。詳細については、新しいユーザー グループの作成 を参照してください。  

 グループの編集 - ユーザー グループの情報を編集するか、グループ権限の割り当て直しを実行します。詳

細については、新しいユーザー グループの作成 を参照してください。  

 ユーザーの表示 - 選択したグループ内のユーザー アカウントを表示します。ユーザー アカウントを追加およ

び削除することができます。詳細については、グループへのユーザーの追加 または   
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 グループからのユーザーの削除 を参照してください。 

 グループの削除 - Governance Automation Online からグループを削除します。[グループの削除] 

をクリックすると、確認ポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したグループを削

除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したグループを削除せずに アカウント マネージャー 画面に戻

ります。 

*注意: 管理者グループおよびビジネス ユーザー グループを削除することはできません。 

管理者アカウントの管理 

Governance Automation Online の管理者を表示・管理する方法については、以下の説明を参照してくださ

い。管理者グループ を選択して、リボン上で [ユーザーの表示] をクリックします。リボン上で [戻る] をクリックする

と、アカウント マネージャー 画面に戻ります。構成済みの管理者がすべて 管理者グループ 画面に一覧表示され

ます。 

画面右上の 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件数を選択すると、ページ毎に表示されるグループの件数

を変更することができます。ユーザー名 の列見出しに表示されたソート ( ) ボタンをクリックしてから、昇順 または 

降順 を選択すると、ユーザー アカウントのソートを実行します。 

管理者グループ 画面で実行することのできる操作は以下のとおりです。  

 ユーザーの追加 - リボン上で [ユーザーの追加] をクリックすると、管理者グループにユーザーを追加しま

す。これにより ユーザーの追加 画面に移動します。 

a. ユーザーの追加 - 追加したいユーザー / グループの名前を入力します。確認 ( ) ボタンをクリッ

クして、名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザーを検索する

こともできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミコロンで区切ります。 

*注意: 説明文の AvePoint Online Services リンクをクリックすると、AvePoint Online 

Services を介して Governance Automation Online に外部ユーザーを追加することができ

ます。 

b. リボン上で [保存] をクリックすると、構成が保存されます。[キャンセル] をクリックすると、構成を

保存せずに 管理者グループ 画面スに戻ります。  

 ユーザーをグループから除去 - ユーザー名をクリックしてユーザーを選択してから、リボン上で [ユーザーをグ

ループから除去] をクリックすると、Governance Automation Online から管理者を除去します。削除

の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したユーザーを削除します。[キャンセル] を

クリックすると、選択したユーザーを削除せずに 管理者グループ 画面に戻ります。  
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*注意: AvePoint Online Services のテナント所有者、サービス管理者、アプリケーション管理者であ

るユーザーを除去することはできません。これは、これらのユーザーが AvePoint Online Services で管理

されることに起因します。 

ビジネス ユーザーの管理 

Governance Automation Online のビジネス ユーザーを表示・管理する方法については、以下の説明を参照

してください。ビジネス ユーザー グループ を選択して、リボン上で [ユーザーの表示] をクリックします。リボン上で 

[戻る] をクリックすると、アカウント マネージャー 画面に戻ります。すべての構成済みビジネス ユーザーが ビジネス 

ユーザー グループ 画面に一覧表示されます。この画面では、以下の操作を実行することができます。  

 ユーザーの追加 - リボン上で [ユーザーの追加] をクリックすると、ビジネス ユーザー グループにユーザーを

追加します。これにより ユーザーの追加 画面に移動します。  

a. ユーザーの追加 - テキスト ボックスに、追加したいユーザー / グループの名前を入力します。確認 

( ) ボタンをクリックして、名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、

ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミコロンで区切ります。 

*注意: 説明文の AvePoint Online Services リンクをクリックすると、AvePoint Online 

Services を介して Governance Automation Online に外部ユーザーを追加することができ

ます。 

b. リボン上で [保存] をクリックすると、構成を保存します。[キャンセル] を選択すると、構成を保存

せずに ビジネス ユーザー グループ 画面に戻ります。  

 ユーザーをグループから除去 - ユーザー名をクリックしてユーザーを選択してから、リボン上で [ユーザーをグ

ループから除去] をクリックすると、Governance Automation Online からビジネス ユーザーを除去す

ることができます。削除の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したユーザーを削除し

ます。[キャンセル] をクリックすると、選択したユーザーを削除せずに ビジネス ユーザー グループ 画面に戻

ります。 

新しいユーザー グループの作成 

Governance Automation Online の新しいユーザー グループを作成する方法については、以下の説明を参照

してください。リボン上で [グループの作成] をクリックします。希望のグループを選択して、リボン上で [グループの編

集] をクリックすると、構成済みグループを変更することができます。これらのグループはレポート・アクティビティ・要求・

タスクを表示する権限をビジネス ユーザーに付与するために使用されます。 

グループの作成 または グループの編集 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 
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1. グループ情報 - テキスト ボックスに グループ名 を入力します。必要に応じて グループの説明 を入力しま

す (説明は必須ではありません)。 

2. 権限 - 該当するチェックボックスを選択して、グループに権限を付与します。 

3. [保存] をクリックすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、グループを作成せずに アカウン

ト マネージャー 画面に戻ります。 

グループへのユーザーの追加 

グループにユーザーを追加する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. アカウント マネージャー 画面で、グループ名をクリックしてグループを選択してから、リボン上で [ユーザーの

表示] をクリックします。 

2. このグループ内で、リボン上の [ユーザーの追加] をクリックします。これにより ユーザーの追加 画面に移動

します。 

3. テキスト ボックスに、追加したいユーザー / グループの名前を入力します。確認 ( ) ボタンをクリックして、

名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザーを検索することもできます。

複数のユーザーを入力する場合は、セミコロンで区切ります。 

*注意: 説明文の AvePoint Online Services リンクをクリックすると、AvePoint Online Services 

を介して Governance Automation Online に外部ユーザーを追加することができます。 

4. リボン上で [保存] をクリックすると、構成が保存されます。[キャンセル] を選択すると、ユーザーを追加せず

に ユーザーの表示 画面に戻ります。 
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グループからのユーザーの削除 

ユーザーをグループから削除する方法については、以下の手順を参照してください。 

1. アカウント マネージャー インターフェイスで、グループ名をクリックしてグループを選択してから、リボン上で [ユ

ーザーの表示] をクリックします。 

2. グループ内で、ユーザー名をクリックして希望のユーザーを選択してから、リボン上で [ユーザーをグループか

ら除去] をクリックします。削除の確認ウィンドウが表示されます。 

3. [OK] をクリックすると、選択したユーザーを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したユーザーを

削除せずに ユーザーの表示 画面に戻ります。 

部署の構成 

Governance Automation Online では、固有の責任を持つ部署を対応するサービスに紐付けることで、異なる

ユーザーのニーズに対応したサービス カタログをカスタマイズし、サービスを提供することができます。 

Governance Automation Online に新しい部署を追加する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. 設定 内の システム グループで [部署] をクリックします。 

2. 部署 ウィンドウで、[新規部署の追加] をクリックします。 

3. 値 列見出し配下にあるテキスト ボックスに部署名を入力します。  

4. テキスト ボックスの隣にある [挿入] をクリックすると、入力した部署が追加されます。  

5. 複数の部署を追加する場合は、上記の手順を繰り返します。 

テキスト ボックスの隣にある 編集 ( ) ボタンをクリックし、部署名を編集して [更新] をクリックすると、変

更が保存されます。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに編集モードを終了します。 

削除 ( ) ボタンをクリックすると、不要な部署が削除されます。 

6. リボン上で [保存] をクリックすると、すべての構成が保存されます。[キャンセル] をクリックすると、構成を保

存せずに、設定 画面に戻ります。 

承認プロセスの構成 

Governance Automation Online 承認プロセスは、SharePoint Online または DocAve Online 管理オ

ペレーションの承認を自動的に取得するために定義されたプロセスです。承認プロセスを適切に構成しておけば、プロ
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セスを標準化することで人的ミスのリスクを軽減し、複雑な管理オペレーションであっても効率的に行うことができま

す。 

設定 内の 要求の管理 グループで [承認プロセス] をクリックすると、承認プロセスの作成・管理を開始します。承

認プロセス管理 インターフェイスが表示されます。 

承認プロセスの管理 

承認プロセス管理 には、構成済みのすべての Governance Automation Online の承認プロセスが表示され

ます。ページ毎に表示する承認プロセスの件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更

するには、右上隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。承認プロセス・カテゴリー・

最終更新日時・作成者 などの列見出しに表示されたソート ( ) ボタンをクリックすると、承認プロセスを並べ替える

ことができます。  

ここでは、以下の方法で、承認プロセスを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードで指定した承認プロセスをフィルターします。承認プロセス 列および 作成者 列で、希望

の承認プロセスの検索が可能ですが、検索が可能なのは、現在表示している列のコンテンツに限ります。 

 列の管理 ( ) - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。列

の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示さ

せることができます。すべて選択 で [はい] をクリックしてすべての列のチェックボックスを選択すると、リストに

すべての列が表示されます。[いいえ] をクリックすると、すべての列の選択が解除されます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示される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

に表示された ( ) 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選択すると、選択したアイテムがリ

ストに表示されます。 

 

承認プロセス管理 画面では、以下の操作を実行することができます。  

 作成 - リボン上で [作成] をクリックすると、承認プロセスの作成 画面に移動します。詳細については、承

認プロセスの作成または編集 を参照してください。 

 詳細の表示 – 承認プロセス名をクリックすると、その承認プロセスに関する詳細が表示されます。 

 編集 - 非アクティブな承認プロセスを選択して、リボン上で [編集] をクリックします。既存の承認プロセスの

編集については、本ガイド内の 承認プロセスの作成または編集 セクションを参照してください。 
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 削除 - 非アクティブな承認プロセスを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。削除の確認のための

ポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択した承認プロセスを削除します。[キャン

セル] をクリックすると、承認プロセスを削除せずに 承認プロセス管理 画面に戻ります。  

 アクティブ化 - アクティブにする承認プロセスを選択して、リボン上で [アクティブ化] をクリックします。アク

ティブな承認プロセスは、ポリシーとサービスで使用することができます。 

 非アクティブ化 - 非アクティブにする承認プロセスを選択して、リボン上で [非アクティブ化] をクリックしま

す。 

承認プロセスの作成または編集 

新しい承認プロセスを作成するには、承認プロセス管理 画面で、[作成] をクリックします。承認プロセスの作成 画

面に移動します。構成済み承認プロセスを変更するには、承認プロセス管理 画面で、承認プロセスを選択して 

[編集] をクリックします。  

承認プロセスの構成方法については、以下の手順を参照してください。 

1. 承認プロセス名 - この承認プロセスの 名前 と 説明 (説明は必須ではありません) を該当するテキスト ボ

ックスに入力します。  

2. 承認プロセスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online 承認プロセス

を管理します。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこの承認

プロセスの新しいカテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

3. 承認プロセス ステージ - 承認の方法を指定します。 

 承認ステージを使用する - 承認ステージを使用する を選択して、承認ステージ数を指定しま

す。組織のニーズに応じて、複数の承認ステージを柔軟に使用することができます。 

 自動承認 – 自動承認 を選択すると、この承認プロセスを使用する要求は自動的に承認されま

す。 

4. CC – 承認プロセスの終了を通知したいユーザーを追加で指定しますが、これらのユーザーにはタスクを割り

当てません。既定では、Governance Automation Online では、要求が完了した際に、承認プロセス

のすべての承認者と要求者に通知が送信されます。  

a. ユーザー名をテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確

認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。複数のユーザーを入力する場合

は、セミコロンで区切ります。 

$ を入力すると、次のロールを選択することができます。 
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 $ManagerOfApprover – サービス要求の承認者の上司に通知が送信されます。 

 $AdministratorContact – サービスで指定した管理者の連絡先に通知が送信さ

れます。 

b. 完了メール テンプレート ドロップダウン メニューからを選択します。完了メール テンプレートは、設

定 内の システム グループで構成できます。  

5. 自動承認 を選択した場合、以下の手順をスキップし、保存 をクリックして構成を保存し、承認プロセス管

理 画面に戻ります。[保存してアクティブ化] をクリックすると、すべての構成を保存し、この承認プロセスを

アクティブにします。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに 承認プロセス管理 画面に戻ります。 

6. 承認ステージを使用する を選択している場合、続けて ステージ 1 の構成 を実行します。承認のステー

ジ 1 について、以下の設定を構成します。 

a. ステージ名 - ステージ 1 の 名前 を入力します。既定の名前は 第 1 ステージの承認 です。必

要に応じて 説明 を入力します (必須ではありません)。 

b. 承認者 - 第 1 ステージの承認担当ユーザーを入力します。この承認プロセスが開始すると、すべ

ての承認者にタスクが割り当てられます。  

 ロールを指定する場合は、要求を行うユーザーに関連する承認者を指定します。ロールに

よる承認を使用すると、組織内の人事異動に対応することができます。このため、特定の

ユーザーを指定するよりも、ロールを指定することが推奨されます。 

$ を 担当者 のテキスト ボックスに入力すると、ロールのリストがドロップダウン メニューに表

示されます。ドロップダウン メニューから、この承認ステージの承認者になるユーザーのロー

ルを選択します。ここでは複数のロールを指定することができますが、特定のステージに複

数のロールを指定する場合、次の承認ステージに進むためにはそのステージで指定したす

べてのロールが要求を承認する必要があります。 

指定可能なロールは以下のとおりです。 

o $Requester – サービス要求の要求者に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $ManagerOfRequester - 要求者の上司に、タスクの処理が割り当てら

れます。 

o $PrimarySiteCollectionContact - サイト コレクションのメイン連絡先

に、タスクの処理が割り当てられます。サイト コレクション連絡先はサービスを構

成する際に割り当てます。 

o $SecondarySiteCollectionContact - サイト コレクションのサブ連絡先

に、タスクの処理が割り当てられます。サイト コレクション連絡先はサービスを構

成する際に割り当てます。 
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o $PrimarySiteContact - サイトのメイン連絡先に、タスクの処理が割り当

てられます。サイト連絡先はサービスを構成する際に割り当てます。 

o $SecondarySiteContact - サイトのサブ連絡先に、タスクの処理が割り

当てられます。サイト連絡先はサービスを構成する際に割り当てます。 

o $PrimarySiteCollectionAdministrator - サイト コレクションのメイン

管理者に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $ManagerOfPreviousStageApprover (このオプションは第 2 ステー

ジの承認または第 3 ステージの承認のみで使用可能です) - 1 つ前のステージ

の承認者の上司に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $SourceUser - 権限のクローン元となるユーザーです。 

o $TargetUser - 権限のクローン先となるユーザーです。 

o $NewSiteCollectionContact - サイト コレクションの連絡先のロールを

引き継ぐユーザーです。 

o $PrimarySiteContactOfSource - クローン元ノードのサイトのメイン連

絡先に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $SecondarySiteContactOfSource - クローン元ノードのサイトのサブ連

絡先に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $PrimarySiteContactOfTarget - クローン先ノードのサイトのメイン連

絡先に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $SecondarySiteContactOfTarget - クローン先ノードのサイトのサブ連

絡先に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $NewSiteContact - サイト連絡先のロールを引き継ぐユーザーです。 

複数のロールを入力する場合は、順序 ドロップダウン メニューからタスクを割り当てる順序

を指定します。 

o 1 人ずつ参加 (順次) - 指定したロールのユーザーは、1 人ずつ承認を実行す

る必要があります。要求を却下する承認者がいた場合、それ以降の承認者には

承認要求が通知されません。 

o 全員が同時参加 (並列) - すべての指定したロールのユーザーへ同時に通知

します。要求を却下するロールの承認者が 1 人でもいた場合、要求は却下さ

れます。 

*注意: この承認方法を選択する場合、承認者のいずれかが承認した場合、

承認ステージの完了を許可する チェックボックスを選択することができます。選
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択すると、指定したユーザーのいずれかが承認した場合、要求はその時点で完

了とされます。 

 または、承認プロセスのこのステージの承認者として指定されるユーザーの名前を入力す

ることもできます。確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参

照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力

する場合は、セミコロンで区切ります。 

複数のユーザーを入力する場合は、順序 ドロップダウン メニューからタスクを割り当てる順

序を指定します。 

o 1 人ずつ参加 (順次) - 指定したロールのユーザーは、1 人ずつ承認を実行す

る必要があります。要求を却下する承認者がいた場合、それ以降の承認者には

承認要求が通知されません。 

o 全員が同時参加 (並列) – 指定したすべてのユーザーに対して、同時に通知

が行われます。要求を却下する承認者がいた場合、その要求はすべて却下され

ます。 

承認者にタスクの再割り当てを許可する を選択することもできます。チェックボックスを選択する

と、承認者はタスクを他のユーザーに再割り当てすることができます。 

c. メール設定 - この承認プロセスのメール通知の設定を構成します。既定では、タスクが割り当て

られたとき、承認担当者に通知する チェックボックスおよび 要求が却下されたとき、要求者に通

知する チェックボックスが選択されています。要求が承認されたとき、要求者に通知する チェックボ

ックスを選択すると、要求が承認された際に要求者に通知することができます。該当するドロップダ

ウン メニューから、各通知で使用したいメール テンプレートを選択します。 

*注意: メール テンプレートは 設定 内の システム グループ配下 メール テンプレート セクションで

構成することができます。 

d. 期間とエスカレーション - 期間とエスカレーションを有効にする チェックボックスを選択すると、元

のタスクが指定した期間内に処理されない場合、エスカレーション ユーザーに通知が送信されま

す。タスクがエスカレーション ユーザーに割り当てられ、承認プロセスが続行されます。この作業を実

行する前に、エスカレーションされたタスクを受け取るユーザーが、そのタスクを処理するために必要

な権限が持っていることを確認してください。 

 期間 - 期間 テキスト ボックスに、タスクのエスカレーションが実行されるまでの期間を、正

の整数で入力します。期間の時間単位として 日間、週間 が選択可能です。 
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 エスカレーション - ドロップダウン メニューから、エスカレーション後に実行されるアクションを

選択します。 

o 通知する – タスクがエスカレートされると、指定のユーザーに通知が送信されま

す。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。このケースについて責任者とな

り、また、そのことを通知したいユーザー名をテキスト ボックスに入力します。確認 

( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタン

をクリックして、ユーザーを検索することもできます。指定した期間を過ぎると、この

ユーザーに通知が送信されます。  

o 割り当てなおす - タスクがエスカレーションされると、指定のユーザーにタスクが割

り当てなおされます。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。このユーザー

に、タスクの割り当てなおしが実行されます。確認 ( ) ボタンをクリックして名前

が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザーを検索

することもできます。期間として指定した時間が経過すると、タスクはこのユーザー

に割り当てなおされます。また、このユーザーに対し、タスクが割り当てなおされる

ことを通知するメールが送信されます。 

*注意: タスクの割り当て直しが可能なのは、ユーザー 1 人に対してのみです。 

 この承認タスクがエスカレートされる際に送信されるメールのメールテンプレートを、ドロップ

ダウン メニューから選択します。 

7. 複数の承認ステージを選択する場合は、ステージ 1 の構成の説明に従ってください。  

8. 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができます。構成の

完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、承認プロセス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、すべての構成を保存し、状態をアクティブにします。  

 [キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに 承認プロセス管理 画面に戻ります。  

ポリシーの構成 

ポリシーとは、特定の SharePoint Online と DocAve Online のオペレーションを管理する組織全体の一連の

ルールおよび標準です。ポリシーをサービスに適用すると、SharePoint Online オブジェクトの自動展開を実行する

ことができます。この操作により、管理者ではなく、Governance Automation Online が、SharePoint Onlin

e および DocAve Online のオペレーションを実行し、繰り返すことになるため、SharePoint Online オブジェクト
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の展開効率が大幅に向上します。適切に設定されたポリシーは、同じ設定を関連するサービスに適用するため、人

的ミスの削減にも役立ちます。 

設定 内の 要求の管理 グループで [ポリシー] をクリックすると、ポリシーの作成・管理を開始します。ポリシー管理 

画面が表示されます。 

ポリシーの管理 

ポリシー管理 には、構成済みのすべての Governance Automation Online のポリシーが表示されます。ペー

ジ毎に表示するポリシーの件数と表示順序は変更可能です。ページごとに表示するポリシー数を変更するには、右

上隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。ポリシー・カテゴリー・最終更新日時・

作成者 などの列見出しに表示されたソート ( ) ボタンをクリックし、昇順 または 降順 を選択すると、ポリシーを並

べ替えることができます。 

以下の方法で、ポリシーを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 入力したキーワードによってポリシーを検索します。ポリシー列および作成者列で、希望のポリシーの

検索が可能ですが、検索が可能なのは、現在表示している列のコンテンツに限ります。  

 列の管理 ( ) - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。列

の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示さ

せることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示される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

に表示されたアイテムのフィルター ( ) ボタンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選

択したアイテムがリストに表示されます。 

ポリシー管理 では、以下の操作を実行することができます。 

 作成 - リボン上で [作成] をクリックすると、新規作成 画面に移動します。詳細については、サイト コレク

ション ポリシーの作成・編集 を参照してください。 

 詳細の表示 - ポリシー名をクリックすると、詳細情報が表示されます。 

 編集 - 非アクティブなポリシーを選択して、リボン上で [編集] をクリックします。詳細については、サイト コレ

クション ポリシーの作成・編集 を参照してください。 

 削除 - 非アクティブ状態のポリシーを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。削除の確認のための

ポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したポリシーを削除します。[キャンセル] 

をクリックすると、選択したポリシーを削除せずに ポリシー管理 画面に戻ります。 
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 コピー - 既存のポリシーをコピーし、小さな修正を加えて、新しいポリシーとして保存することができます。該

当のチェックボックスを選択して、希望のポリシーを選択します。リボンの [コピー] をクリックし、修正を加えま

す。変更作業の完了後、[保存] をクリックすると、すべての設定を保存します。[保存してアクティブ化] 

をクリックすると、すべての構成を保存してポリシーをアクティブ化し、使用可能になります。[キャンセル] をク

リックすると、構成を保存せずに ポリシー管理 画面に戻ります。  

 アクティブ化 - 非アクティブなポリシーを選択して、リボン上で [アクティブ化] をクリックすると、ポリシーをア

クティブに設定します。  

 非アクティブ化 - アクティブなポリシーを選択して、リボン上で [非アクティブ化] をクリックすると、ポリシーを

非アクティブに設定します。ポリシーを使用しているすべてのサービスを非アクティブにするように注意してくださ

い。 

サイト コレクション ポリシーの作成・編集 

サイト コレクションのポリシーでルールをカスタマイズし、ポリシーを正常に作成すると、サイト コレクションの管理、Doc

Ave Online 機能とサイト コレクションとの統合を自動的に実行することができます。サイト コレクション ポリシーは、

サイト コレクションの作成サービスに使用することができます。サイト コレクション ポリシーはサイト コレクションのライフ

サイクル管理サービスと連携させて実行することにより、各ポリシーに関連するサイト コレクションに対する自動的な管

理に加え、ビジネス ユーザーが所有するサイト コレクションのライフサイクル管理を簡単に実行することを可能にしま

す。 

サイト コレクション ポリシーを作成する場合は、ポリシー管理 画面で、リボン上で [作成] をクリックします。構成済

みポリシーを変更するには、ポリシー管理 画面で、非アクティブなポリシーを選択して [編集] をクリックします。新規

作成 画面で、[サイト コレクションのポリシー] をクリックします。 

サイト コレクションの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。  

1. ポリシー名と説明 - 新しいポリシーの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (必須では

ありません)。 

2. ポリシーのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online ポリシーを体系化し

ます。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこの承認プロセスの

新しいカテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

3. 画面右側の矢印アイコンをクリックして続行するか、[キャンセル] をクリックして、構成を保存せずに ポリシ

ー管理 画面に戻ります。  

4. クォータ - サイト コレクションの記憶域のクォータおよびサーバー リソース クォータのサイズを入力します。 
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5. SharePoint Designer の構成 - SharePoint Designer を有効にする チェックボックスを選択す

ると、サイト所有者と編集者が SharePoint Designer を使用してサイト コレクション内のサイトを編集す

ることができます。サイト コレクションの管理者はこの構成と関係なく、常にサイトを編集することができます。 

6. サイトの深さの最大値制限 - サイト コレクション配下に作成できるサイトの層を制限します。制限を設定

する場合は、深さの最大値 を選択して、テキスト ボックスに 12 以下の正の整数を入力します。 

7. DocAve Online の構成 - このポリシーを構成して、DocAve Online 製品を使用します。Policy E

nforcer を有効にする チェックボックスを選択すると、DocAve Online Policy Enforcer ルールがサイ

ト コレクションに対して適用されます。Policy Enforcer はサイト コレクションを監視してアクションを実行す

るため、サイト コレクションへのアクションおよび変更に対し、構成済みルールが適用されることを確実化しま

す。ドロップダウン リストから、Policy Enforcer プロファイルを選択します。詳細情報については、DocAve 

管理センター ユーザー ガイド を参照してください。 

8. サイト コレクション全体の削除 - サイト コレクション全体の削除を有効にする チェックボックスを選択する

と、要求に応じてサイト コレクションを削除することが可能になります。ドロップダウン メニューから承認プロセ

スを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承認プロセスを作成します。サイト コレクションを削除す

るサービス要求を送信すると、この承認プロセスが開始されます。 

9. サイト コレクションのリースを延長する - サイト コレクション リースの延長を有効にする チェックボックスを

選択すると、要求に応じてサイト コレクションのリースを延長することが可能になります。ドロップダウン メニュ

ーから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承認プロセスを作成します。このサイト 

コレクションのリースを延長するサービス要求を送信すると、この承認プロセスが開始されます。 

10. サイト コレクション ポリシーの変更を有効にする - サイト コレクション ポリシーの変更を有効にする チェ

ックボックス選択すると、ビジネス ユーザーがこのポリシーを使用して作成されたサイト コレクションに対して、

異なるポリシーを要求できるようになります。ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作

成] をクリックして新しい承認プロセスを作成します。サイト コレクションのポリシーを変更するサービス要求が

送信されると、この承認プロセスが開始されます。 

11. サイト コレクション ライフサイクルの管理 - サイト コレクション ライフサイクルの管理は、お使いの ShareP

oint Online 環境内の未使用または期限切れのサイト コレクション数の抑制に有効な機能です。次のラ

イフサイクル管理設定を構成します。 

 サイト コレクションの非アクティブしきい値を有効にする - 選択すると、ここで指定した期間内に

サイト コレクションが変更されなかった場合、この設定に関連する承認プロセスで指定したビジネス 

ユーザーに通知を送信します。 

Governance Automation および Governance Automation Online でサイト コレクショ

ンの非アクティブしきい値がどのように計算されるかの詳細については、AvePoint ナレッジ ベースの

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Administrator_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Administrator_User_Guide.pdf
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記事 http://www.avepoint.com/community/kb/how-site-collection-inactivity-i

s-calculated-by-governance-automation/ (英語) を参照してください。 

テキスト ボックスに正の整数を入力し、時間単位として [日]、[週間]、[ヶ月]、[年] を選択しま

す。  

 サイト コレクションのリース期間を有効にする - 選択すると、サイト コレクションのリース期間が切

れる際、この設定に関連する承認プロセスで指定したビジネス ユーザーに通知を送信します。テキ

スト ボックスに正の整数を入力してサイト コレクションのリース期間を入力し、時間単位として 

[日]、[週間]、[ヶ月]、[年] を選択します。 

ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承認プロセ

スを作成します。これらの条件のうちいずれかが満たされると、この承認プロセスが開始されます。 

12. ポリシーの構成の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、設定を保存します。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、すべての構成を保存し、ポリシーをアクティブにして、この

ポリシーをサービスで使用できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに ポリシー管理 画面に戻ります。 

サービスの構成 

サービスとは、SharePoint Online 上での管理オペレーション用に構成される一連の設定を意味します。ビジネス 

ユーザーはサービスを利用してサービス要求を送信することができます。管理者は組織のルールに基づいて、ビジネス 

ユーザーが使用可能なオプションを制限することができます。  

設定 内の 要求の管理 グループで [サービス] をクリックすると、サービスの作成・管理を開始します。サービス管理 

画面が表示されます。 

サービスの管理画面には、構成済みのすべての Governance Automation Online のサービスが表示されま

す。ページ毎に表示するサービスの件数と表示順序を変更することができます。画面右上にある 行の表示 ドロップ

ダウン メニューから希望の件数を選択すると、ページ毎の表示件数を変更することができます。サービス、カテゴリ

ー、最終更新日時、作成者 などの列見出しに表示されたソート ( ) ボタンをクリックし、昇順 または 降順 を選

択すると、サービスを並べ替えることができます。 

http://www.avepoint.com/community/kb/how-site-collection-inactivity-is-calculated-by-governance-automation/
http://www.avepoint.com/community/kb/how-site-collection-inactivity-is-calculated-by-governance-automation/
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以下の方法で、サービスを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したサービスをフィルターします。サービス 列および 作成者 列で、

希望のサービスの検索が可能ですが、検索が可能なのは、現在表示している列のコンテンツに限ります。 

 列の管理 ( ) – リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。

列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示

させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示される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

の隣に表示されたアイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択する

と、選択したアイテムをリストに表示させることができます。 

サービス管理 画面では、以下の操作を実行することができます。 

 作成 - リボン上で [作成] をクリックすると、新規作成 画面に移動します。  

 詳細の表示 - サービス名をクリックすると、詳細情報が表示されます。 

 編集 - 非アクティブなサービスを選択して、リボン上で [編集] をクリックします。  

 コピー - 既存のサービスをコピーし、小さな修正を加えて、新しいサービスとして保存することができます。該

当するチェックボックスを選択すると、希望のサービスを選択します。リボン上で [コピー] をクリックして、必要

な関連情報を入力します。構成の完了後、[保存] をクリックすると、すべての設定を保存します。[保存し

てアクティブ化] をクリックすると、すべての構成を保存し、このサービスがアクティブ状態になり、リクエスト可

能な状態になります。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 

 削除 - 非アクティブなサービスを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。削除の確認のためのポップ

アップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したサービスを削除します。[キャンセル] をク

リックすると、選択したサービスを削除せずに サービス管理 画面に戻ります。 

 アクティブ化 - アクティブにするサービスを選択して、リボン上で [アクティブ化] をクリックします。アクティブ

なサービスは、要求対象とすることができます。 

 非アクティブ化 - 非アクティブにするサービスを選択して、リボン上で [非アクティブ化] をクリックします。非

アクティブなサービスはユーザーに表示されず、要求の対象とすることはできません。 

サービスの各タイプに関する構成については、以下の説明を参照してください。 

サイト コレクションの作成サービスの構成 

サイト コレクションの作成 サービスを構成すると、ビジネス ユーザー用のサイト コレクションの作成サービス要求で使

用できるテンプレートを定義することができます。このサービスによって作成されるサイト コレクションの設定をカスタマイ
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ズし、このサービスを要求する際に、ビジネス ユーザーに対して使用可能なオプションを構成することもできます。サイ

ト コレクションの作成サービスでは、サイト コレクションに対するデータ保護および完全な監査を持つコンテンツ保持ポ

リシーを適用して、業界の基準のコンプライアンスを監視します。  

サイト コレクションの作成 サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューから 部署 

を選択するか、このサービスが所属するユーザーを選択するか、新規作成 をクリックして新しい部署を作成

します。 

このサービスおよびサービスによって作成されたサイト コレクションに部署を割り当てるか、サービス要求を送

信する際にビジネス ユーザーに部署の選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューから選択した部署は、このサービスによっ

て作成されたすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用と

して表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができ

ます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービ

スを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーがこのサービ

スを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを
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クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 のテキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 - 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online は、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクを管理者の連絡先に割り当てます。ユ

ーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効で

あることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが発生し

たときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者通知 セ

クションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 管理センターと管理パス - サイト コレクションの作成先となる SharePoint Online 管理センターと関連

する管理パスを指定します。  

サイト コレクション グループ ツリーを展開して該当するオプションを選択し、希望の管理センターを選択しま

す。ツリーの下のドロップダウン メニューから、作成するサイト コレクションの既定の管理センターと管理パスを

指定します。ここでは次のオプションを選択することもできます。 

 URL 形式 - URL を自動生成する チェックボックスを選択すると、Governance Automatio

n Online が URL を生成します。選択しない場合は、要求者が URL を設定することができま

す。 

このサービスおよびこのサービスで構成されたサイト コレクションに対する管理センターと管理パスを

割り当てるか、このサービスの要求を送信する際に、ビジネス ユーザーが管理センターと管理パスを

選択できるようにします。選択肢は以下のとおりです。 

o IT 管理者毎に割り当てる - ビジネス ユーザーは、ここで構成した管理センターと管理パ

スを使用することができます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択

すると、ビジネス ユーザーがサービス要求で既定の管理センターと管理パスを表示すること

ができます。 
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o ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネ

ス ユーザーが管理センターと管理パスを選択することができます。 

 SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する - この

チェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Onine コンテキストを取得して

使用することができます。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カー

ドが存在するサイト コレクションの管理センターおよび管理パスが取得されます。管理センターおよ

び管理パスは自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選択します。 

o ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – 管理センターと管理パスが自

動的にテキスト ボックスに入力され、要求者がそれを編集することができます。 

o ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – 管理センターと管理パスは読み取り

専用として表示され、要求者がそれを編集することはできません。 

o ビジネス ユーザーから隠す – 管理センターと管理パスは、要求者から隠されます。 

10. ポリシー - サイト コレクション ポリシーを指定して、サービスで作成したサイト コレクションを展開します。該

当するチェックボックスを選択するか、[新規作成] をクリックして ポリシー管理 画面に移動し、新しいポリシ

ーを作成します。セクションの構成方法は以下のとおりです。 

a. ポリシーの選択 構成エリアで各ポリシーの該当するチェックボックスを選択して、ビジネス ユーザー

が使用できるポリシーを選択します。担当者 ドロップダウン メニューから ビジネス ユーザー毎に割

り当てる を選択する場合、ビジネス ユーザーはここで選択したすべてのポリシーを使用することがで

きます。このサービスに対する適切なポリシーがない場合は、[新規作成] をクリックすると新しいポ

リシーを作成することができます。 

b. 既定の選択 ドロップダウン メニューから、既定とするポリシーを選択します。担当者ドロップダウン メ

ニューから ビジネス ユーザー毎に割り当てる を選択する場合、このポリシーがサービス要求で選

択されますが、ビジネス ユーザーは ポリシーの選択 構成エリアで選択済みポリシー以外のポリシ

ーを選択することができます。担当者ドロップダウン メニューから IT 管理者毎に割り当てる を選

択する場合、サービス要求で使用可能なポリシーはこのポリシーのみとなります。ビジネス ユーザー

は別のポリシーを選択することはできません。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションにポリシーを割り当てるか、このサービス要求を送信する

際、ビジネス ユーザーに ポリシーの選択 構成エリアで選択したポリシーからポリシーを選択することを許可

するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 既定の選択 ドロップダウン メニューから選択したポリシーは、こ

のサービスによって作成されたすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザ

ーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既定
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ポリシーを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたポリシーは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが ポリシーの選択 構成エリアで選択

したポリシーを選択することができます。 

11. 言語 - サイト コレクションの言語を選択します。複数の言語を選択する場合、既定の選択 のドロップダウ

ン メニューから既定の言語を選択します。 

 このサービスによって作成されたサイト コレクションに言語を割り当てるか、このサービス要求を送信

する際、ビジネス ユーザーに言語を選択することを許可するかを選択することができます。選択肢

は以下のとおりです。 

o IT 管理者毎に割り当てる - 既定の選択 ドロップダウン メニューから選択した言語が、

このサービスによって作成されたすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーはサービス要

求で既定言語を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、この

サービスを要求するビジネス ユーザーに言語は表示されません。 

o ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが 言語の選択 構成エリアで選

択した言語を選択できます。 

12. サイト コレクション テンプレート - このサービスによって作成されたサイト コレクションに使用するサイト コレ

クション テンプレートを指定します。セクションの構成方法は以下のとおりです。 

 外部データ元からカスタム サイト テンプレートを取得する - このオプションを選択すると、サイト 

コレクションの作成にカスタム テンプレートを使用します。 

i. ライブラリからカスタム サイト テンプレートを取得してください - カスタム テンプレートの

情報を保存する SharePoint Online ライブラリの URL を入力します。 

ii. 次の列からテンプレート名を選択してください - 値をカスタム テンプレート名として設定

する列を選択します。 

 テンプレートの選択 - 該当するチェックボックスを選択して、ビジネス ユーザーに対して使用可能と

するサイト コレクション テンプレートを選択します。 

13. 既定の選択 ドロップダウン メニューから既定のサイト コレクション テンプレートを選択します。 

 担当者ドロップダウン メニューから ビジネス ユーザー毎に割り当てる を選択する場合、このサイト 

コレクション テンプレートがサービス要求で選択されていますが、ビジネス ユーザーは選択可能なテ

ンプレートから他のテンプレートを選択することができます。 
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 担当者ドロップダウン メニューから IT 管理者毎に割り当てる を選択する場合、サービス要求で

使用可能なテンプレートはこのテンプレートのみとなります。ビジネス ユーザーは別のテンプレートを

選択することはできません。 

14. このサイト コレクションの作成に既定のサイト コレクション テンプレートを使用するか、ビジネス ユーザーにこ

のサービスのサービス要求を送信する際に、使用可能なテンプレートからサイト コレクション テンプレートを選

択可能にするかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 既定の選択 ドロップダウン メニューから選択したサイト コレクション 

テンプレートが、このサービスによって作成されたすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビ

ジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス

要求で既定サイト コレクション テンプレートを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す 

を選択すると、このサービスに関連付けられたサイト コレクション テンプレートは、このサービスを要

求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが テンプレートの選択 構成エリアで選択

したテンプレートを選択することができます。 

15. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

16. タイム ゾーン - このサービスによって作成されたサイト コレクションのタイム ゾーンを選択します。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションにタイム ゾーンを適用するか、このサービス要求を送信す

る際に、ビジネス ユーザーにタイム ゾーンの選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで選択したタイム ゾーンは、このサービスによって作成されたすべ

てのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を

選択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求でタイム ゾーンを表示することができます。ビ

ジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスを要求するビジネス ユーザーにタイム ゾーン

は表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーは タイム ゾーン 構成エリアでタイム ゾーン

を選択することができます。 

17. セキュリティ グループ - このサービスによって作成されたサイト コレクションの権限をカスタマイズします。  

 共通 タブ – 共通の権限設定を構成して、権限を指定したグループおよびユーザーに割り当てま

す。既定では、共通グループが表示されます。編集 ( ) ボタンをクリックしてグループの設定を編

集するか、削除 ( ) ボタンをクリックしてグループを削除することができます。 

o グループの作成 – [グループの作成] をクリックすると、新しいグループを作成して共通

権限設定に追加します。グループの追加 ウィンドウで、次の設定を構成します。 
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a. カスタム グループ名 - グループ名と説明 (説明は必須ではありません) を入力

します。$SiteName を入力すると、サイト コレクション作成サービス要求で、

グループ名のプレフィックスとして、サイト コレクション タイトルを自動的に追加しま

す。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがグループ設定の割り当てを

担当するかを選択します。 

c. ユーザーの選択 – グループに追加するユーザーを選択します。[ユーザーの追

加] をクリックして、ポップアップ ウィンドウでユーザー名を入力します。$ を入力す

ると、次のロール $Requester、$ManagerOfRequester、$Primary

SiteCollectionContact、$SecondarySiteCollectionContact か

ら選択できます。[OK] をクリックして構成を保存します。 

ユーザー名の後の 権限の強制 チェックボックスを選択すると、要求ページで、ユ

ーザーの削除およびユーザー権限の変更が実行できなくなります。非表示 チェッ

クボックスを選択すると、強制されたユーザーを要求ページで非表示にすることも

できます。 

d. 権限 - このグループの権限を構成します。該当するチェックボックスを選択してア

クセス許可レベルを選択します。 

ビジネス ユーザーがこのグループのアクセス許可レベルを変更することを許可

する チェックボックスを選択すると、ビジネス ユーザーが要求を作成する際にアク

セス許可レベルを変更することができます。 

e. [保存] をクリックして、グループ設定を保存します。 

o 権限の付与 – [権限の付与] をクリックして、指定のユーザーに権限を付与します。ユー

ザーへのアクセス許可の付与 ウィンドウで次の設定を構成します。 

a. ユーザーの選択 – 権限を付与するユーザーの名前を入力します。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがユーザー権限の割り当てを

担当するかを選択します。 

c. 権限 - ユーザーに付与する権限を構成します。該当するチェックボックスを選択

してアクセス許可レベルを選択します。 

d. [保存] をクリックして構成を保存します。 

 テンプレート タブ – テンプレート タブは選択したサイト コレクションのテンプレートによって変化しま

す。サイト コレクション テンプレートの既定のグループが表示されます。編集 ( ) ボタンをクリックし
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てカスタム グループの設定を編集するか、削除 ( ) ボタンをクリックしてカスタム グループを削除す

ることができます。 

o 共通権限設定を使用する – このチェックボックスを選択すると、共通 タブでの権限設定

を適用することができます。グループ名が既に 共通 タブに存在している場合は、共通 タ

ブでのグループ設定がこのタブを置き換えます。 

o グループの作成 – [グループの作成] をクリックすると、新しいグループを作成して特定

のテンプレート権限設定に追加します。グループの追加 ウィンドウで、次の設定を構成し

ます。 

a. カスタム グループ名 - グループ名と説明 (説明は必須ではありません) を入力

します。$SiteName を入力すると、サイト コレクション作成サービス要求で、

グループ名のプレフィックスとして、サイト コレクション タイトルを自動的に追加しま

す。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがグループ設定の割り当てを

担当するかを選択します。 

c. ユーザーの選択 – グループに追加するユーザーを選択します。[ユーザーの追

加] をクリックして、ポップアップ ウィンドウでユーザー名を入力します。$ を入力す

ると、次のロール $Requester、$ManagerOfRequester、$Primary

SiteCollectionContact、$SecondarySiteCollectionContact の

ロールから選択できます。[OK] をクリックして構成を保存します。 

ユーザー名の後の 権限の強制 チェックボックスを選択すると、要求ページで、ユ

ーザーの削除およびユーザー権限の変更が実行できなくなります。非表示 チェッ

クボックスを選択すると、強制されたユーザーを要求ページで非表示にすることも

できます。 

d. 権限 - このグループの権限を構成します。該当するチェックボックスを選択してア

クセス許可レベルを選択します。 

ビジネス ユーザーがこのグループのアクセス許可レベルを変更することを許可

する チェックボックスを選択すると、ビジネス ユーザーが要求を作成する際にアク

セス許可レベルを変更することができます。 

e. [保存] をクリックして、グループ設定を保存します。 

o 権限の付与 – [権限の付与] をクリックして、指定のユーザーに権限を付与します。ユー

ザーへのアクセス許可の付与 ウィンドウで次の設定を構成します。 
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a. ユーザーの選択 – 権限を付与するユーザーの名前を入力します。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがユーザー権限の割り当てを

担当するかを選択します。 

c. 権限 - ユーザーに付与する権限を構成します。該当するチェックボックスを選択

してアクセス許可レベルを選択します。 

d. [保存] をクリックして構成を保存します。 

 すべてリセット – [すべてリセット] をクリックすると、構成をクリアして構成済みセキュリティ グループ

設定をすべて初期状態にリセットします。 

 ビジネス ユーザー アクションの制御 - セキュリティ グループでビジネス ユーザー アクションを制御

する方法を選択します。 

o ビジネス ユーザーに対してユーザーへの権限の直接付与を許可する – ビジネス ユーザ

ーが要求でユーザーに権限を直接付与することを許可します。 

o ビジネス ユーザーが以下のアクセス許可レベルの権限の付与を要求することを禁止す

る - アクセス許可レベルを選択します。選択したアクセス許可レベルは要求に表示されま

せん。 

18. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

19. サイト コレクションのメイン管理者 - テキスト ボックスにユーザー名を入力すると、ユーザーをサイト コレク

ションのメイン管理者としてアサインします。確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認する

か、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。 

$ を入力すると、次のロールから選択することができます。 

 $Requester - 要求者自身がサイト コレクションのメイン管理者となります。 

 $ManagerOfRequester - 要求者の上司がサイト コレクションのメイン管理者となります。 

 $PrimarySiteCollectionContact - このサービスのサイト コレクションのメイン連絡先をサ

イト コレクションのメイン管理者とします。 

 $SecondarySiteCollectionContact - このサービスのサイト コレクションのサブ連絡先を

サイト コレクションのメイン管理者とします。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションにサイト コレクションのメイン管理者を割り当てるか、このサ

ービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにサイト コレクションのメイン管理者の選択を許可するかを

選択します。既定では、IT 管理者毎に割り当てる と ビジネス ユーザーから隠す が選択されています。

選択肢は以下のとおりです。 
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 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成したサイト コレクションのメイン管理者が、このサービスに

よって作成されたすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専

用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求でサイト コレクションのメ

イン管理者を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関

連付けられたサイト コレクションのメイン管理者は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには

表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがサイト コレクションのメイン管理者を構成

することができます。 

20. サイト コレクションのメイン連絡先 - サイト コレクションのメイン連絡先は、このサービスによって作成された

サイト コレクションのライフサイクルを管理するために指定したユーザーです。テキスト ボックスに、サイト コレク

ションのメイン連絡先となるユーザー名を入力します。確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であること

を確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。 

$ を入力すると、次のロールから選択することができます。 

 $Requester - 要求者自身がサイト コレクションのメイン連絡先となります。 

 $ManagerOfRequester - 要求者の上司がサイト コレクションのメイン連絡先となります。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションにサイト コレクションのメイン連絡先を割り当てるか、このサ

ービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにサイト コレクションのメイン連絡先の選択を許可するかを

選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成したサイト コレクションのメイン連絡先は、このサービスに

よって作成されたすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専

用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求でサイト コレクションのメイン

連絡先を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連

付けられたサイト コレクションのメイン連絡先は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表

示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがサイト コレクションのメイン連絡先を構成

することができます。 

21. サイト コレクションのサブ連絡先 - サイト コレクションのメイン連絡先が通知に応答しない場合、サイト コ

レクションのサブ連絡先は、このサービスによって作成されたサイト コレクションのライフサイクルを管理するため

に指定したユーザーとなります。テキスト ボックスに、サイト コレクションのサブ連絡先となるユーザー名を入力

します。確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックして

ユーザーを検索します。 

$ を入力すると、次のロールから選択することができます。 
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 $Requester - 要求者自身がサイト コレクションのサブ連絡先となります。 

 $ManagerOfRequester - 要求者の上司がサイト コレクションのサブ連絡先となります。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションにサイト コレクションのサブ連絡先を割り当てるか、このサ

ービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにサイト コレクションのサブ連絡先の選択を許可するかを選

択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成したサイト コレクションのサブ連絡先は、このサービスによ

って作成されたすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用

として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求でサイト コレクションのサブ連絡

先を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けら

れたサイト コレクションのサブ連絡先は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されま

せん。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがサイト コレクションのサブ連絡先を構成す

ることができます。 

22. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

23. サイト コレクション ライフサイクルの管理 - サイト コレクションのリース期間を有効にする チェックボックス

を選択して、サイト コレクションのリース期間を有効にします。テキスト ボックスに正の整数を入力してリース

期間を指定し、ドロップダウン メニューから 日間、週間、ヶ月間、年間 を選択します。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションにサイト コレクションのリース期間を割り当てるか、このサー

ビス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにサイト コレクションのリース期間の選択を許可するかを選択し

ます。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成したサイト コレクションのリース期間は、このサービスによっ

て作成されたサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表

示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求でサイト コレクションのリース期間を表示

することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられたサイ

ト コレクションのリース期間は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがサイト コレクションのリース期間を構成す

ることができます。 

サイト コレクションのリース期間を有効にする場合、リース失効の警告を有効にする チェックボックスを選択

すると、サイト コレクションの期限が切れる前に送信する警告メールの送信時刻を設定することができます。

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、ヶ月間、年間 を選択しま

す。 
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このサービスによって作成されたサイト コレクションにリース失効の警告を割り当てるか、このサービス要求を

送信する際に、ビジネス ユーザーにリース失効の警告の選択を許可するかを選択します。選択肢は以下の

とおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成したリース失効の警告は、このサービスによって作成され

たサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選

択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求でリース失効の警告を表示することができます。

ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられたリース失効の警告は、こ

のサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがリース失効の警告を構成することができま

す。 

ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、新規作成 をクリックして新しい承認プロセスを作成し

ます。サイト コレクション リース期限を過ぎると、この承認プロセスが開始されます。選択した承認プロセス内

で指定したビジネス ユーザーにタスクが割り当てられ、ユーザーはサイト コレクションのリース期間を延長する

か、サイト コレクションを削除するかを確認します。 

24. Governance Automation Online アプリとアプリ パーツ - サイト コレクションの作成中に Gover

nance Automation Online アプリを自動的に有効にします。この機能を有効にする場合は、Govern

ance Automation Online アプリが SharePoint Online 環境に正しく展開されていることを確認して

ください。環境の構成・展開については、Governance Automation Online アプリのインストール を参

照してください。Governance Automation Online アプリを有効にする を選択する場合は、このサ

ービスにより作成するサイト コレクションの ホームページにサイト情報カード アプリ パーツを自動的に追加

する ことができます。 

25. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。Governa

nce Automation Online によって作成されたメタデータは、新しいサイト コレクションのプロパティ バッグに

保存されます。メタデータを使用すると、作成目的、地理、コンプライアンス、レコードの標準に関する情報な

どを保持することができます。[メタデータの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウが表示され

ます。メタデータの追加 ウィンドウで、次の設定を構成します。 

 メタデータ名の前にある選択ボタン ( ) をクリックし、希望のメタデータを選択してから、リストに追

加 をクリックして選択したメタデータをメタデータ表に追加します。ここに表示されるメタデータは メタ

データ 画面で構成できます。リボン上で [作成] をクリックして、メタデータの作成 画面に移動

し、新しいメタデータを作成することもできます。詳細については メタデータの作成・編集 を参照し

てください。 

 メタデータ名をクリックすると、選択したメタデータの詳細情報を表示することができます。 
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 メタデータ名の前にある選択ボタン ( ) をクリックしてメタデータを選択し、[編集] をクリックすると、

選択したメタデータを編集することができます。 

メタデータの追加 ウィンドウを閉じて、すべての構成を保存し、サービスの作成ページに戻ります。  

26. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

27. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。 

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

28. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

29. ネットワーク制御設定 - [サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択すると、Governance 

Automation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューか

ら構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

30. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 
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サイトの作成サービスの構成 

サイトの作成サービスを構成すると、ビジネス ユーザーが使用するサイトの作成サービス要求のテンプレートを定義す

ることができます。このサービスによって作成されるサイトの設定をカスタマイズし、ビジネス ユーザーがこのサービスを要

求する際に使用可能なオプションを構成することもできます。Governance Automation Online によって作成さ

れたサイトは、所属するサイト コレクションのデータ保護プランおよびコンテンツ保持ポリシーを継承します。  

サイトの作成 サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 - サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する 部署 を選択するか、[新規作成] をクリックして作成します。 

このサービスおよびこのサービスによって作成されたサイトに部署を割り当てるか、サービス要求を送信する際

にビジネス ユーザーに部署の選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューから選択された部署は、このサービスによ

って作成されたすべてのサイトに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示

する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビ

ジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要

求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーがこのサービ

スを要求することができます。 
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o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを

クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 のテキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 - このサービスで使用できるサイト コレクションを選択します。ビジネス ユーザーは新しいサイトを作成

するサイト コレクションを選択することができます。以下の方法から選択して、範囲を構成します。 

 URL を手動で入力する - このオプションを選択し、[URL を追加する] をクリックして、テキスト 

ボックスにサイト コレクションの URL を入力します。複数のサイト コレクションを追加するには、UR

L を入力した後に [URL を追加する] をクリックします。 

 ツリーから範囲を選択する - このオプションを選択し、データ ツリーからサイト コレクションを選択し

ます。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

トの URL が取得されます。サイト URL は自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選

択します。 
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 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト URL が自動的にテキスト ボック

スに入力されます。要求者による編集も可能です。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト URL が読み取り専用として表示さ

れ、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト URL は、要求者から隠されます。 

10. 言語 - このサイトで使用する言語を選択します。複数の言語を選択する場合、既定の選択 のドロップダ

ウン メニューから既定の言語を選択します。 

このサービスによって作成されたサイトに言語を割り当てるか、このサービス要求を送信する際、ビジネス ユー

ザーに言語を選択することを許可するかを選択できます。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 既定の選択 ドロップダウン メニューから選択した言語が、このサービ

スによって作成されたすべてのサイトに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として

表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で選択した言語を表示することができ

ます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスを要求するビジネス ユーザーに言語

は表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが 言語 構成エリアで選択した言語を選択

することができます。 

11. サイト テンプレート - サイトの作成用のテンプレートを指定します。テンプレートの選択 テキスト ボックス

に、すべてのサイト テンプレートの保存先となるサイト コレクションの URL を入力します。[取得] をクリック

して利用可能なテンプレートを取得し、該当するチェックボックスを選択して、希望のテンプレートを選択しま

す。[既定の選択] セクションでは、ドロップダウン メニューから既定のテンプレートとするテンプレートを選択し

ます。 

このサービスによって作成されたサイトにテンプレートを割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジ

ネス ユーザーにテンプレートの選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。  

 IT 管理者毎に割り当てる - 既定の選択 ドロップダウン メニューから選択したサイト テンプレート

は、このサービスによって作成されたすべてのサイトに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み

取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求で選択したサイト 

テンプレートを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスを

要求するビジネス ユーザーにサイト テンプレートは表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが テンプレートの選択 構成エリアで選択

したテンプレートを選択することができます。 

12. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。  
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13. セキュリティ グループ - 親サイトから権限を継承するか、固有の権限を使用するかを選択します。  

 親サイトと同じ権限を使用する - 親サイトの権限設定を継承します。[IT 管理者毎に割り当て

る] が、担当者ドロップダウン メニューで既定として選択されています。ビジネス ユーザーに読み取

り専用として表示する または ビジネス ユーザーから隠す を選択します。 

 固有の権限を使用する - このサービスによって作成されたサイトのサイト権限をカスタマイズしま

す。 

o 共通 タブ – 共通の権限設定を構成して、権限を指定したグループおよびユーザーに割

り当てます。既定では、共通グループが表示されます。編集 ( ) ボタンをクリックしてグル

ープの設定を編集するか、削除 ( ) ボタンをクリックしてグループを削除することができま

す。 

 グループの作成 – [グループの作成] をクリックすると、新しいグループを作成し

て共通権限設定に追加します。グループの追加 ウィンドウで、次の設定を構成

します。 

a. カスタム グループ名 - グループの名前と説明 (説明は必須ではありま

せん) を入力します。$SiteName を入力すると、サイト作成サービス

要求で、グループ名のプレフィックスとしてサイト タイトルを自動的に追

加します。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがグループ設定の割り

当てを担当するかを選択します。 

c. ユーザーの選択 – グループに追加するユーザーを選択します。[ユーザ

ーの追加] をクリックして、ポップアップ ウィンドウでユーザー名を入力し

ます。$ を入力すると、次のロール $Requester, $ManagerOf

Requester、$PrimarySiteCollectionContact、$Second

arySiteCollectionContact、$PrimarySiteContact、$Se

condarySiteContact から選択することがもできます。[OK] をクリ

ックして構成を保存します。 

ユーザー名の後の 権限の強制 チェックボックスを選択すると、要求ペー

ジで、ユーザーの削除およびユーザー権限の変更が実行できなくなりま

す。非表示 チェックボックスを選択すると、強制されたユーザーを要求ペ

ージで非表示にすることもできます。 

d. 権限 - このグループの権限を構成します。該当するチェックボックスを選

択してアクセス許可レベルを選択します。 
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ビジネス ユーザーがこのグループのアクセス許可レベルを変更するこ

とを許可する チェックボックスを選択すると、ビジネス ユーザーが要求を

作成する際にアクセス許可レベルを変更することができます。 

e. [保存] をクリックして、グループ設定を保存します。 

 権限の付与 – [権限の付与] をクリックして、指定のユーザーに権限を付与し

ます。ユーザーへのアクセス許可の付与 ウィンドウで次の設定を構成します。 

a. ユーザーの選択 – 権限を付与するユーザーの名前を入力します。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがユーザー権限の割

り当てを担当するかを選択します。 

c. 権限 - ユーザーに付与する権限を構成します。該当するチェックボック

スを選択してアクセス許可レベルを選択します。 

d. [保存] をクリックして構成を保存します。 

o テンプレート タブ – テンプレート タブは選択したサイトのテンプレートによって変化します。

サイト テンプレートの既定のグループが表示されます。編集 ( ) ボタンをクリックしてカス

タム グループの設定を編集するか、削除 ( ) ボタンをクリックしてカスタム グループを削

除することができます。 

 共通権限設定を使用する – このチェックボックスを選択すると、共通 タブでの権

限設定を適用することができます。グループ名が既に 共通 タブに存在している

場合は、共通 タブでのグループ設定がこのタブを置き換えます。  

 グループの作成 – [グループの作成] をクリックすると、新しいグループを作成し

て特定のテンプレート権限設定に追加します。グループの追加 ウィンドウで、次

の設定を構成します。 

a. カスタム グループ名 - グループの名前と説明 (説明は必須ではありま

せん) を入力します。$SiteName を入力すると、サイト作成サービス

要求で、グループ名のプレフィックスとしてサイト タイトルを自動的に追

加します。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがグループ設定の割り

当てを担当するかを選択します。 

c. ユーザーの選択 – グループに追加するユーザーを選択します。[ユーザ

ーの追加] をクリックして、ポップアップ ウィンドウでユーザー名を入力し

ます。$ を入力すると、次のロール $Requester、$ManagerOfR
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equester、$PrimarySiteCollectionContact、$Seconda

rySiteCollectionContact のロールから選択することもできます。

[OK] をクリックして構成を保存します。 

ユーザー名の後の 権限の強制 チェックボックスを選択すると、要求ペー

ジで、ユーザーの削除およびユーザー権限の変更が実行できなくなりま

す。非表示 チェックボックスを選択すると、強制されたユーザーを要求ペ

ージで非表示にすることもできます。 

d. 権限 - このグループの権限を構成します。該当するチェックボックスを選

択してアクセス許可レベルを選択します。 

ビジネス ユーザーがこのグループのアクセス許可レベルを変更するこ

とを許可する チェックボックスを選択すると、ビジネス ユーザーが要求を

作成する際にアクセス許可レベルを変更することができます。 

e. [保存] をクリックして、グループ設定を保存します。 

 権限の付与 – [権限の付与] をクリックして、指定のユーザーに権限を付与し

ます。ユーザーへのアクセス許可の付与 ウィンドウで次の設定を構成します。 

a. ユーザーの選択 – 権限を付与するユーザーの名前を入力します。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがユーザー権限の割

り当てを担当するかを選択します。 

c. 権限 - ユーザーに付与する権限を構成します。該当するチェックボック

スを選択してアクセス許可レベルを選択します。 

d. [保存] をクリックして構成を保存します。 

o ビジネス ユーザー アクションの制御 - セキュリティ グループでビジネス ユーザー アクショ

ンを制御する方法を選択します。 

 ビジネス ユーザーに対してユーザーへの権限の直接付与を許可する – ビジネ

ス ユーザーが要求でユーザーに権限を直接付与することを許可します。 

 ビジネス ユーザーが以下のアクセス許可レベルの権限の付与を要求すること

を禁止する - アクセス許可レベルを選択します。選択したアクセス許可レベルは

要求に表示されません。 

14. ナビゲーション - このサービスによって作成されたサイトのナビゲーション オプションを構成します。 

 このサイトを親サイトのサイド リンク バーに表示する かどうかを選択します。 
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 このサイトを親サイトのトップ リンク バーに表示する かどうかを選択します。 

このサービスによって作成されたサイトにこのオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジ

ネス ユーザーにオプションの選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成したナビゲーション オプションは、このサービスによって作成

されたすべてのサイトに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選

択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求でナビゲーション オプションを表示することができ

ます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられたナビゲーション オプ

ションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがナビゲーション オプションを構成することが

できます。 

15. ナビゲーションの継承 - 該当するオプションを選択すると、このサービスによって作成されたサイトに対して、

親サイトのトップ リンク バーをこのサイトでも使用する かどうかを選択します。 

このサービスによって作成されたサイトおよびサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する

際に、ビジネス ユーザーにオプションの選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

16. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

17. サイトのメイン連絡先 - サイトのメイン連絡先は、このサービスによって作成されたサイトを管理するために

指定したユーザーです。テキスト ボックスに、サイトのメイン連絡先となるユーザー名を入力します。確認 

( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検

索します。 

$ を入力すると、次のロールから選択することができます。 

 $Requester - 要求者自身がサイトのメイン連絡先となります。 

 $ManagerOfRequester - 要求者の上司がサイトのメイン連絡先となります。 

 $PrimarySiteCollectionContact - このサービスのサイト コレクションのメイン連絡先をサ

イトのメイン連絡先とします。 



 

50  

 
Governance Automation Online 管理者用ガイド 

 

 

 $SecondarySiteCollectionContact - このサービスのサイト コレクションのサブ連絡先を

サイトのメイン連絡先とします。 

このサービスによって作成されたサイトにサイトのメイン連絡先を割り当てるか、このサービス要求を送信する

際に、ビジネス ユーザーにサイトのメイン連絡先の指定を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおり

です。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成したサイトのメイン連絡先は、このサービスによって作成さ

れたすべてのサイトに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選

択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求でサイトのメイン連絡先を表示することができます。ビ

ジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられたサイトのメイン連絡先は、

このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがサイトのメイン連絡先を構成することがで

きます。 

18. サイトのサブ連絡先 - サイトのメイン連絡先が通知に応答しない場合、サイトのサブ連絡先は、このサービ

スによって作成されたサイトを管理するユーザーとなります。テキスト ボックスに、サイトのサブ連絡先となるユ

ーザー名を入力します。確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認するか、参照 ( ) ボ

タンをクリックしてユーザーを検索します。 

$ を入力すると、次のロールから選択することができます。 

 $Requester - 要求者自身がサイトのサブ連絡先となります。 

 $ManagerOfRequester - 要求者の上司がサイトのサブ連絡先となります。 

 $PrimarySiteCollectionContact - このサービスのサイト コレクションのメイン連絡先がサ

イトのサブ連絡先となります。 

 $SecondarySiteCollectionContact - このサービスのサイト コレクションのサブ連絡先が

サイトのサブ連絡先となります。 

このサービスによって作成されたサイトにサイトのサブ連絡先を割り当てるか、このサービス要求を送信する際

に、ビジネス ユーザーにサイトのサブ連絡先の指定を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりで

す。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成したサイトのサブ連絡先は、このサービスによって作成さ

れたすべてのサイトに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選

択すると、ビジネス ユーザーにサービス要求でサイトのサブ連絡先を表示することができます。ビジ

ネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられたサイトのサブ連絡先は、この

サービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 
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 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがサイトのサブ連絡先を構成することができ

ます。 

19. Governance Automation Online アプリとアプリ パーツ - サイトの作成中に Governance Au

tomation Online アプリを自動的に有効にします。この機能を有効にする場合は、Governance Auto

mation Online アプリが SharePoint Online 環境に正しく展開されていることを確認してください。環

境の構成・展開については、Governance Automation Online アプリのインストール を参照してくださ

い。Governance Automation Online アプリを自動的に有効化する を選択する場合は、このサ

ービスで作成するサイトの ホームページにサイト情報カード アプリ パーツを自動的に追加する ことができ

ます。 

20. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。  

21. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。 

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

22. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 
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d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

23. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

24. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 

ライブラリ / リストの作成サービスの構成 

ライブラリ / リストの作成サービスを構成すると、ビジネス ユーザーにが使用するライブラリ / リストの作成サービス要

求のテンプレートを定義することができます。このサービスによって作成されたライブラリまたはリストの設定を事前に定

義し、このサービスを要求する際にビジネス ユーザーの使用可能なオプションを構成することもできます。Governan

ce Automation Online によって作成されたライブラリまたはリストは、存在するサイト コレクションのデータ保護プラ

ンおよびコンテンツ保持ポリシーに含まれています。  

ライブラリ / リストの作成 サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する 部署 を選択するか、[新規作成] をクリックして作成します。 
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このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューから選択した部署は、このサービスによっ

て作成されたすべてのライブラリ / リストに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用と

して表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができ

ます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービ

スを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーがこのサービ

スを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを

クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 
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8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 - このサービスで使用できるサイト コレクションを選択します。ビジネス ユーザーは新しいライブラリまた

はリストを作成するサイト コレクションを選択することができます。  

以下の方法から選択して、範囲を構成します。 

 URL を手動で入力する - このオプションを選択し、[URL を追加する] をクリックして、URL テ

キスト ボックスにサイト コレクションの URL を入力します。複数のサイト コレクションを追加するに

は、URL を入力した後に [URL を追加する] をクリックします。 

 ツリーから範囲を選択する - このオプションを選択し、データ ツリーからサイト コレクションを選択し

ます。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

トの URL が取得されます。サイト URL は自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選

択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト URL が自動的にテキスト ボック

スに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト URL が読み取り専用として表示さ

れ、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト URL は、要求者から隠されます。 

10. ナビゲーション – このライブラリ / リストを親サイトのトップ リンク バーに表示するかどうかを選択します。 

このサービスによって作成されたライブラリまたはリストにナビゲーション オプションを割り当てるか、ビジネス ユ

ーザーがこのサービス要求を送信する際、ナビゲーション 構成エリアでこのオプションを選択することを許可す

るかを選択できます。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで選択したオプションは、このサービスによって作成されたすべて

のライブラリ / リストに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選

択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求で選択した言語を表示することができます。ビジ

ネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスを要求するビジネス ユーザーに選択した言語

は表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ナビゲーション 構成エリアでビジネス ユーザーがオプションを

選択することができます。 
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11. タイプ - 作成できるオブジェクトのタイプを、ライブラリ と リスト から選択します。 

このサービスによって作成されたライブラリまたはリストにタイプを割り当てるか、このサービス要求を送信する

際に、ビジネス ユーザーが タイプ 構成エリアでタイプを選択することを許可するかを選択できます。選択肢

は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで選択したタイプは、このサービスによって作成されたすべてのサ

ービス要求に関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択する

と、ビジネス ユーザーに対してサービス要求で選択したタイプを表示することができます。ビジネス ユ

ーザーから隠す を選択すると、このサービスを要求するビジネス ユーザーに選択したタイプは表示

されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - タイプ 構成エリアでビジネス ユーザーがタイプを選択すること

ができます。 

12. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

13. ライブラリ / リストのテンプレート - テンプレートが保存されたアドレスを テンプレート保管場所 テキスト 

ボックスに入力して、テンプレートを読み込みます。[取得] をクリックして、テンプレートを取得します。該当す

るチェックボックスを選択して、作成するライブラリまたはリストのテンプレートを選択します。  

既定のテンプレート ドロップダウン リストからテンプレートを選択して、選択したテンプレートを既定のテンプレ

ートとして設定します。 

このサービスによって作成されたライブラリまたはリストに選択したテンプレートを割り当てるか、ライブラリ / リ

ストのテンプレート 構成エリアでこのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーがテンプレートを選択

することを許可するかを選択できます。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで選択したテンプレートは、このサービスによって作成されたすべ

てのライブラリ / リストに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を

選択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求で選択したテンプレートを表示することができ

ます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスを要求するビジネス ユーザーに選択

したテンプレートは表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが ライブラリ / リストのテンプレート 構成

エリアでテンプレートを選択することができます。 

14. ドキュメントのバージョン履歴 (ライブラリ をタイプとして選択する場合、このセクションが表示されます) - 

このライブラリのファイルを編集するたびにバージョンを作成するかどうかを指定します。 

 送信されたアイテムに対するコンテンツの承認を必須にする - 新しいファイルまたは既存ファイル

への変更が承認されるまで、下書きの状態にしておくかどうかを指定します。 
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 このライブラリのファイルを編集するたびにバージョンを作成する 

o バージョンを管理しない - このライブラリ内のファイルを編集するときにバージョンを作成し

ません。 

o メジャー バージョンを作成する - このライブラリ内のファイルを編集するたびにメジャー バ

ージョンを作成します。 

o メジャー バージョンとマイナー (下書き) バージョンを作成する - このライブラリ内のファ

イルを編集するたびにメジャーとマイナー バージョンを作成します。 

 保存するバージョンの数を限定する (オプション) - 保存するバージョンの数を限定することができ

ます。メジャー バージョンの数を制限する場合は、次の数のバージョンを保存する チェックボックス

を選択して、テキスト ボックスに正の整数を入力します。メジャー バージョンの下書きを保存する場

合は、次の数の承認済みバージョンの下書きを保存する チェックボックスを選択して、テキスト ボ

ックスに正の整数を入力します。 

このサービスによって作成されたライブラリに構成済み設定を割り当てるか、このサービス要求を送信する際

に、ビジネス ユーザーは ドキュメントのバージョン履歴 構成エリアでこれらの設定を構成することを許可す

るかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した設定は、このサービスによって作成されたすべてのライ

ブラリに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジ

ネス ユーザーに対してサービス要求で構成した設定を表示することができます。ビジネス ユーザー

から隠す を選択すると、このサービスを要求するビジネス ユーザーに構成した設定は表示されませ

ん。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが ドキュメントのバージョン履歴 構成エリ

アで設定を構成することができます。 

15. アイテムのバージョン履歴 (リスト をタイプとして選択する場合、このセクションが表示されます) - このリスト

内のアイテムを編集するたびにバージョンを作成するかどうかを指定します。 

 送信されたアイテムに対するコンテンツの承認を必須にする- 新しいアイテムまたは既存アイテム

への変更が承認されるまで、下書きの状態にしておくかどうかを指定します。 

 このリストのアイテムを編集するたびにバージョンを作成する かどうかを選択します。  

 保存するバージョンの数を限定する (オプション) - 保存するバージョンの数を限定することができ

ます。バージョンの数を制限する場合は、次の数のバージョンを保存する チェックボックスを選択し

て、テキスト ボックスに正の整数を入力します。承認済みバージョンの下書きを保存する場合は、
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次の数の承認済みバージョンの下書きを保存する チェックボックスを選択して、テキスト ボックスに

正の整数を入力します。 

このサービスによって作成されたリストに構成済み設定を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、

ビジネス ユーザーが アイテムのバージョン履歴 でこれらの設定を構成できるようにします。選択肢は以下

のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した設定は、このサービスによって作成されたすべてのリス

トに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス 

ユーザーに対してサービス要求で構成した設定を表示することができます。ビジネス ユーザーから

隠す を選択すると、このサービスを要求するビジネス ユーザーに構成した設定は表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが アイテムのバージョン履歴 構成エリアで

設定を構成することができます。 

16. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

17. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。  

18. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。  

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 
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19. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

20. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

21. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 

サイト コレクションのライフサイクル管理サービスの構成 

サイト コレクションのライフサイクル管理サービスでは、ビジネス ユーザーは Governance Automation Online に

作成 / 管理されたサイト コレクションのライフサイクルを制御することができます。設定を構成することにより、リース失

効およびサイト コレクションの使用不足をサイト コレクション所有者に通知することができます。  

サイト コレクションのライフサイクル管理サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 - サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 
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4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューで選択した部署のユーザーは、このサービ

スの対象要求者となります。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビ

ジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠

す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユーザー

には表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーがこのサービ

スを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを

クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

また、サイト コレクション連絡先またはサイト コレクション管理者のみがこのサービスの要求を送信できる

ようにする チェックボックスを選択すると、サイト コレクション連絡先またはサイト コレクション管理者のみがこ

のサービスの要求を送信できる権限を持つようになります。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 
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7. 管理者の連絡先 - 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順 に進みます。 

9. ライフサイクル管理のアクション - ライフサイクル管理サービスのタイプを選択します。 

 サイト コレクションのリースを延長する – ビジネス ユーザーがサイト コレクション リースの延長を

要求することを可能にします。サイト コレクションのリースを延長すると、そのサイト コレクションには、

要求が承認された日からリースに指定された時間が付与され、前のリースの残り時間には追加され

ないことに留意してください。 

 サイト コレクションを削除する - ビジネス ユーザーがサイト コレクションの削除を要求することを可

能にします。 

 サイト コレクションのポリシーを変更する - ビジネス ユーザーがサイト コレクションのポリシーの変

更を要求することを可能にします。 

*注意: サービス権限の構成で指定されたユーザーはライフサイクル管理サービスを使用できますが、上記の

ライフサイクル管理アクションに関連するサービス要求を送信できるのは、各サイト コレクションの所有者のみ

です。 

10. 範囲 - ツリーを展開して、該当するチェックボックスを選択し、希望のノードを選択します。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

ト コレクションの URL が取得されます。サイト コレクション URL は自動的に要求範囲として使用されま

す。以下の選択肢から選択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト コレクション URL が自動的にテ

キスト ボックスに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト コレクション URL が読み取り専用とし

て表示され、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト コレクション URL は、要求者から隠されます。 
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11. 承認プロセス – 承認者にこのサービス要求の編集を許可する を選択すると、サービス要求を表示する

際、すべての承認者がサービス要求を編集できるようにします。サービス要求が編集された場合は要求者

に通知する チェックボックスを選択して、メール テンプレート を選択することもできます。 

12. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 

13. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

14. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

15. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 
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サイトのライフサイクル管理サービスの構成 

サイトのライフサイクル管理サービスでは、ビジネス ユーザーは Governance Automation Online によって作成 

/ 管理されたサイトのライフサイクルを制御することができます。 

サイトのライフサイクル管理サービスの作成・編集画面で構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューで選択した部署のユーザーは、このサービ

スの対象要求者となります。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビ

ジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠

す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユーザー

には表示されません。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーがこのサービ

スを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを
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クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。  

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

また、このサービスに対する要求を送信可能にするメンバーを、サイト コレクション連絡先･管理者および

サイト連絡先のみとする チェックボックスを選択することもできます。このサービスに対して要求を送信可能

なメンバーは、サイト コレクション連絡先・管理者およびサイト連絡先のみとなります。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 - このサービスの範囲を構成します。以下の選択肢から選択します。 

 URL を手動で入力する - [URL を追加する] をクリックして、テキスト ボックスに URL を入力

します。複数の URL を追加する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 ツリーから範囲を選択する - ツリーを展開し、該当するチェックボックスを選択して、希望のノードを

選択します。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

トの URL が取得されます。サイト URL は自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選

択します。 
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 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト URL が自動的にテキスト ボック

スに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト URL が読み取り専用として表示さ

れ、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト URL は、要求者から隠されます。 

10. ライフサイクル管理のアクション - ビジネス ユーザーがサイトの削除を要求できるようにします。 

11. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 

12. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。  

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

13. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 
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14. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

15. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 

サイト コレクションの連絡先 / 管理者の変更サービスの構成 

サイト コレクションの連絡先 / 管理者の変更を構成すると、ビジネス ユーザーが使用するサイト コレクションの連絡

先もしくは管理者の変更サービス要求を定義することができます。サイト コレクションの管理を別のユーザーに移し替

える場合、サイト コレクションの連絡先もしくは管理者を変更することができます。  

サイト コレクションの連絡先 / 管理者の変更サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。  

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューで選択した部署のユーザーは、このサービ

スの対象要求者となります。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビ
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ジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠

す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユーザー

には表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーがこのサービ

スを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを

クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 – ツリーを展開して、該当するチェックボックスを選択し、希望のノードを選択します。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取
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得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

ト コレクションの URL が取得されます。サイト コレクション URL は自動的に要求範囲として使用されま

す。以下の選択肢から選択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト コレクション URL が自動的にテ

キスト ボックスに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト コレクション URL が読み取り専用とし

て表示され、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト コレクション URL は、要求者から隠されます。 

10. サイト コレクションの連絡先 / 管理者の変更設定 - ビジネス ユーザーがサイト コレクションのメインおよ

びサブ連絡先、またはサイト コレクションのメイン管理者を変更することを可能にします。 

11. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 

12. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。サイト コレクション連絡先を変更するサービス

要求を送信すると、この承認プロセスが開始されます。 

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

13. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 
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a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

14. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする チェックボックスを選択すると、Go

vernance Automation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウ

ン メニューから構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作

成します。 

15. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 

サイト コレクション設定の変更サービスの構成 

サイト コレクション設定の変更サービスを構成すると、ビジネス ユーザーが使用するサイト コレクション設定の変更サ

ービス要求のテンプレートを定義することができます。サイト コレクション設定の変更サービスでは、サイト コレクション

のタイトル、説明、メタデータを変更することができます。  

サイト コレクション設定の変更サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 
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4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューで選択した部署のユーザーは、このサービ

スの対象要求者となります。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビ

ジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠

す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユーザー

には表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーがこのサービ

スを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを

クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

また、サイト コレクション連絡先またはサイト コレクション管理者のみがこのサービスの要求を送信できる

ようにする チェックボックスを選択すると、サイト コレクション連絡先またはサイト コレクション管理者のみがこ

のサービスの要求を送信できる権限を持つようになります。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 
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7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 - ツリーを展開して、設定を変更できるサイト コレクションを含む範囲を選択します。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

ト コレクションの URL が取得されます。サイト コレクション URL は自動的に要求範囲として使用されま

す。以下の選択肢から選択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト コレクション URL が自動的にテ

キスト ボックスに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト コレクション URL が読み取り専用とし

て表示され、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト コレクション URL は、要求者から隠されます。 

10. 変更済みサイト コレクションの設定 – 該当するチェックボックスを選択して、ビジネス ユーザーがサイト コレ

クションのタイトル・説明・メタデータを変更できるようにするかどうかを選択します。メタデータ チェックボックス

を選択する場合は、メタデータの追加 をクリックすると、ポップアップ ウィンドウが表示され、ビジネス ユーザ

ーがサイト コレクションに編集できるメタデータを追加することができます。また、メタデータの追加 / 削除を

有効にする かどうかを選択することができます。有効にする場合、このサービスの要求を送信する際にビジネ

ス ユーザーがメタデータを追加 / 削除することが可能になります。 

11. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 
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 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 

12. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。サイト コレクション設定を変更するサービス要

求を送信すると、この承認プロセスが開始されます。  

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

13. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

14. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

15. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 
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サイト連絡先の変更サービスの構成 

サイトの管理を別のユーザーに移し替える場合、サイト連絡先の変更を選択できます。  

サイト連絡先の変更サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。  

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、これらの言語に従ってサービスを

フィルターすることができます。  

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューで選択した部署のユーザーは、このサービ

スの対象要求者となります。[ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する] を選択すると、

ビジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。[ビジネス ユーザーか

ら隠す] を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユ

ーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーがこのサービ

スを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを
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クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 - 手動で URL を入力するか、ツリーから選択して、範囲を指定します。 

 URL を手動で入力する - [URL を追加する] をクリックして、テキスト ボックスに URL を入力

します。複数の URL を追加する場合は、この手順を繰り返します。 

 ツリーから範囲を選択する - ツリーを展開して、該当するチェックボックスを選択して、希望のノー

ドを選択します。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

トの URL が取得されます。サイト URL は自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選

択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト URL が自動的にテキスト ボック

スに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト URL が読み取り専用として表示さ

れ、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト URL は、要求者から隠されます。 



 

74  

 
Governance Automation Online 管理者用ガイド 

 

 

10. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 

11. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。サイト連絡先を変更するサービス要求を送信

すると、この承認プロセスが開始されます。 

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

12. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

13. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

14. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 
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 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 

サイト メタデータの変更サービスの構成 

サイト メタデータの変更サービスを構成すると、ビジネス ユーザーが使用するサイト メタデータの変更サービス要求の

テンプレートを定義することができます。サイト情報を更新する際に、サイト メタデータを変更することができます。  

サイト メタデータの変更サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューで選択した部署のユーザーは、このサービ

スの対象要求者となります。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビ

ジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠

す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユーザー

には表示されません。 
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5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーがこのサービ

スを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを

クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。  

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

また、このサービスに対する要求を送信可能にするメンバーを、サイト コレクション連絡先・管理者および

サイト連絡先のみとする を選択することもできます。このサービスに対して要求を送信可能なメンバーは、サ

イト コレクション連絡先・管理者およびサイト連絡先のみとなります。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 - 手動で URL を入力するか、ツリーから選択して、範囲を指定します。  

 URL を手動で入力する - [URL を追加する] をクリックして、テキスト ボックスに URL を入力

します。複数の URL を追加する場合は、この手順を繰り返します。  

 ツリーから範囲を選択する - ツリーを展開して、該当するチェックボックスを選択して、希望のノー

ドを選択します。 
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SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

トの URL が取得されます。サイト URL は自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選

択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト URL が自動的にテキスト ボック

スに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト URL が読み取り専用として表示さ

れ、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト URL は、要求者から隠されます。 

10. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

11. メタデータの変更 – [メタデータの追加] をクリックすると、ポップアップ ウィンドウが表示されます。ビジネス 

ユーザーが編集できるメタデータをサイトに追加することができます。メタデータの追加 / 削除を有効にする 

を選択すると、このサービスを要求する際、ビジネス ユーザーがメタデータを追加、削除できるようにします。 

12. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 

13. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。サイト メタデータを変更するサービス要求を送

信すると、この承認プロセスが開始されます。 
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承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

14. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

15. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

16. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 

ライブラリ / リスト設定の変更サービスの構成 

ライブラリ / リスト設定の変更サービスを構成すると、ビジネス ユーザーが使用するライブラリ / リスト設定の変更サー

ビス要求のテンプレートを定義することができます。サービスを要求する際にビジネス ユーザーが使用することのできる

ライブラリおよびリスト設定を選択できます。ライブラリおよびリスト設定には、名前、説明、ナビゲーション、バージョン

設定が含まれます。 

ライブラリ / リスト設定の変更サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 
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2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる – 前のドロップダウン メニューから選択された部署は、このサービスに

関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユ

ーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選

択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表

示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする – すべてのユーザーがこのサー

ビスを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを

クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、
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確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 - 手動で URL を入力するか、ツリーから選択して、範囲を指定します。 

 URL を手動で入力する - [URL を追加する] をクリックして、テキスト ボックスに URL を入力

します。複数の URL を追加する場合は、この手順を繰り返します。 

 ツリーから範囲を選択する - ツリーを展開して、該当するチェックボックスを選択して、希望のノー

ドを選択します。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

トの URL が取得されます。サイト URL は自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選

択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト URL が自動的にテキスト ボック

スに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト URL が読み取り専用として表示さ

れ、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト URL は、要求者から隠されます。 

10. ライブラリ / リスト設定の変更 - 該当するチェックボックスを選択する場合、ビジネス ユーザーが変更可

能なライブラリおよびリスト設定を選択できます。ライブラリおよびリスト設定には、名前、説明、ナビゲーショ

ン、バージョン設定 が含まれます。 

11. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 
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 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 

12. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。ライブラリ / リスト設定を変更するサービス要

求を送信すると、この承認プロセスが開始されます。 

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

13. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

14. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

15. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  
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 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 
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コンテンツ移動サービスの構成 

コンテンツ移動サービスを構成すると、ビジネス ユーザーが使用するコンテンツ移動サービス要求のテンプレートを定義

することができます。SharePoint Online コンテンツをコピーまたは移動する設定を構成できるため、お使いの Sha

rePoint Online 環境のコンテンツやトポロジーを簡単かつ正確に再構築することができます。 

コンテンツ移動 サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、これらの言語に従ってサービスを

フィルターすることができます。  

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューで選択した部署のユーザーは、このサービ

スの対象要求者となります。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビ

ジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠

す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユーザー

には表示されません。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする – すべてのユーザーがこのサー

ビスを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。
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確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを

クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。  

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 - 移動元範囲 および 移動先範囲 で希望のノードを選択します。ここで選択された範囲は、コンテン

ツ移動要求の移動元もしくは移動先として認識可能となります。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

トの URL が取得されます。サイト URL は自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選

択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト URL が自動的にテキスト ボック

スに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト URL が読み取り専用として表示さ

れ、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト URL は、要求者から隠されます。 

10. 方法 – このサービスに対して コピーする または 移動する を選択するか、ビジネス ユーザーが要求を送信

する際に、ビジネス ユーザー自身が決定することを許可するかを選択します。 
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 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが方法を選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで選択した方法はこのサービスに適用されます。ビジネス ユーザ

ーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求で既定

の方法を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連

付けられた方法は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

移動する を選択すると、以下の設定を構成することもできます。 

 移動元ドキュメント / アイテムの削除方法 - 手動 を選択する場合、DocAve Online で移

動ジョブの完了後、移動元コンテンツを手動で削除します (ジョブ モニター で移動ジョブを選択し

てから、リボン上で [削除] をクリックして、ドロップダウン リストから [コンテンツの削除] を選択しま

す)。自動 を選択する場合は移動ジョブの完了後、DocAve Online は移動元コンテンツを削

除します。  

このサービスに方法を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

o ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネ

ス ユーザーが方法を選択することができます。 

o IT 管理者毎に割り当てる - ここで選択した方法はこのサービスに適用されます。ビジネ

ス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーに対してサ

ービス要求で既定の方法を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択

すると、このサービスに関連付けられた方法は、このサービスを要求するビジネス ユーザー

には表示されません。 

 移動元からチェックアウト済みファイルを削除する - 既定では、いいえ が選択されています。移

動元コンテンツが削除される際に、移動元ノードのチェックアウト済みファイルを削除する場合は、は

い を選択します。 

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプ

ションの選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

o ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネ

ス ユーザーがオプションを選択することができます。 

o IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。

ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーには

サービス要求で既定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を

選択すると、このサービスに関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス 

ユーザーには表示されません。 
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11. アクション - 添付する を選択すると、移動元ノードを移動先ノード配下のサブノードとして転送します。マー

ジする を選択すると、移動先ノードに移動元ノードのコンテンツ、セキュリティ、構成を追加します。 

このサービスにアクションを割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにアクションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

o ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオアクションを選択することができます。 

o IT 管理者毎に割り当てる - ここで選択したアクションはこのサービスに適用されます。ビジネス ユ

ーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既定

アクションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関

連付けられたアクションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

12. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

13. フィルター ポリシー - ドロップダウン メニューから DocAve Online で作成済みのフィルター ポリシーを選

択します。フィルター ポリシーでは、各 SharePoint Online 内のサイト コレクションからアイテム レベルま

で、特定のオブジェクトまたはデータを選択することができます。 

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

14. 構成 - 構成を移動先へ移行するかどうかを選択します。 

 構成をコピーする または 構成を移動する を選択して、移行元ノードからプロパティ、説明、タイト

ル、設定、機能などを移行先ノードにコピーまたは移動します。  

o サイド リンク バー・トップ リンク バー・ツリー ビュー・サイトのテーマ・マスター ページを含む

移動元サイトの外観を保持する場合は、外観を保持する チェックボックスを選択します。 

*注意: 移行元ノードがサイトで、移行先ノードがトップ レベル サイトまたはサイト コレク

ションであり、アクションとして マージする が選択されている場合のみ、この機能が反映さ

れます。 
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 移行先に構成を移行したくない場合は、構成をコピーしない または 構成を移動しない を選択し

ます。次のオプションから選択します。 

o アイテムの完全性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをコ

ピーします。 または アイテムの完全性を維持するため、アイテムに依存する列およびコ

ンテンツ タイプを移動します。 を選択します。ドロップダウン メニューからこれらのアイテム

の列およびコンテンツ タイプの競合解決方法を選択します。 

 列、コンテンツ タイプ、該当アイテムをコピー・移動しない - 競合する列、コン

テンツ タイプ、該当するアイテムを無視し、移動元および移動先ノードでは何も

実行しません。 

 列およびコンテンツ タイプを移動先へ上書きする - 移動元ノードで、移動先

の列およびコンテンツ タイプを上書きします。 

 列およびコンテンツ タイプを移動先へ追加する - 競合が発生する場合、移動

先の列およびコンテンツ タイプを保持します。また、移動元の列およびコンテンツ 

タイプを移動先ノードにコピーし、数値サフィックスを追加します (例: 列名_1、

列名_2 など)。 

o アイテムに依存する列もしくはコンテンツ タイプをコピーしない (該当の列もしくはコンテ

ンツ タイプが移動先に見つからない場合はアイテムを報告する) または アイテムに依

存する列およびコンテンツ タイプを移動しません。該当の列もしくはコンテンツ タイプ

が移動先に見つからない場合はアイテムを報告します。 オプションを選択することもでき

ます。該当のアイテムが移動先にコピーまたは移動されません。該当の列もしくはコンテン

ツ タイプが移動先ノードに見つからない場合、ジョブ レポートにはアイテムが表示されま

す。 

*注意: 移動元ノードが管理されたメタデータ列に関連付けられ、移動先ノードに管理されたメタデータ列

がない場合、Governance Automation Online では、移動元の管理されたメタデータ列が移動先に

コピーまたは移動されません。 

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 
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15. セキュリティ - セキュリティをコピーする または セキュリティを移動する チェックボックスを選択して、Share

Point Online オブジェクトの SharePoint Online アクセス許可レベルおよび権限継承を含むユーザー

およびグループ権限を移動元ノードから移動先ノードにコピーまたは移動します。  

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

16. コンテンツ - コンテンツをコピーする または コンテンツを移動する チェックボックスを選択して、ファイルおよび

アイテムを含むコンテンツを移動元ノードから移動先ノードにコピーまたは移動します。リストの添付ファイル

を含む チェックボックスを選択すると、リスト内の添付したコンテンツも一緒に移動元ノードから移動先ノード

にコピー・移動します。 

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

17. ワークフロー – ワークフロー定義を含む チェックボックスを選択すると、選択したコンテンツの既存ワークフロ

ーの定義を移動元ノードから移動先ノードへコピー・移動します。 

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 
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18. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

19. 列の NULL 値を保持する - はい を選択すると、移動先の列に既定値が構成してある場合でもアイテム

列の NULL 値を保持します。いいえ を選択すると、NULL 値は移動先ノードの既定値に置き換えられま

す。 

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

20. データ圧縮 - 圧縮 チェックボックスを選択すると、コピーまたは移動の際にデータが圧縮されます。データを

圧縮する場合、スライドで圧縮率を選択します。低圧縮レベルを使用する場合、圧縮速度は向上します

が、データ セットが大きくなります。高圧縮レベルを使用すると、より長い時間が必要となりますが、データ セ

ットは小さくなり、また高品質となります。  

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

21. データ暗号化 - 暗号化 チェックボックスを選択すると、データを暗号化します。既定のセキュリティ プロファイ

ルまたは DocAve Online で構成済みのセキュリティ プロファイルを選択して、指定した暗号化方法で生

成されたセキュリティ キーを使用することにより、バックアップ データを保護します。 

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既
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定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

22. マッピング - コンテンツ タイプ マッピング・ユーザー マッピング・言語マッピングの構成済みプロファイルを選択

します。マッピング プロファイルは DocAve Online で作成されますが、必須ではありません。 

 コンテンツ タイプ マッピング - 設定した条件に従って、移動元のコンテンツ タイプを移動先内の

指定したコンテンツ タイプにマッピングするか、コンテンツ タイプ名を別の名前に変更します。 

 ユーザー マッピング - 既存移動元ノード ユーザー名を、既存移動先ノード ユーザー名または移

動先の既定ユーザー名に置き換えることができます。削除済みアカウントのメタデータを保持するた

めに、所持アカウントを追加することもできます。 

 言語マッピング - プランの実行後に移動先ノードの表示を移動元ノードと異なる言語に変更する

ことができます。 

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

23. プランを実行する前に環境をバックアップする - コンテンツをコピー / 移動する前に、移動元または移動

先ノードをバックアップすることができます。 

 移動元環境をバックアップする (移動のみ) - 移動を実行する前に移動元ノードのコピーを作成

します。 

 移動先環境をバックアップする - コピーを実行する前に移動先ノードのコピーを作成します。これ

により、コピーを取り消すことができます。 

*注意: 移行元環境をバックアップする および 移動先環境をバックアップする を選択する場合、ド

ロップダウン メニューからストレージ ポリシーを選択する必要があります。 

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

o ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 
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o IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

24. 競合解決 - 移動元ノードのアイテム名が移動先ノードの既存アイテム名と同じである場合、競合が発生し

ます。この設定では、コンテナとコンテンツ両方のレベルで競合を処理できます。コンテナ レベルの競合解決 

には [スキップする]、[マージする]、[置き換える] が含まれています。[スキップする] は、移動先コンテナ

を保持します。下位オブジェクトを確認する チェック ボックスを選択すると、コンテンツ レベルでの競合解決

を設定することもできます。[マージする] は、移動元コンテナを移動先に追加しますが、コンテンツ レベルの

競合解決を設定する必要があります。[置き換える] は、移動先コンテナを移動元コンテナに置き換えま

す。このオプションでは、コンテンツ レベルの競合解決を設定することはできません。コンテンツ レベルの競合

解決 には [スキップする]、[上書きする]、[最終更新日時に従って上書きする] が含まれています。 

このサービスにオプションを適用するか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにオプションの

選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーがオプションを選択することができます。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで選択されたオプションはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既

定オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに

関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

25. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

26. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 

27. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする
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と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。コンテンツ移動のサービス要求を送信すると、

この承認プロセスが開始されます。 

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

28. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

29. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

30. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 
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権限の付与サービスの構成 

権限の付与サービスを構成すると、ビジネス ユーザーの権限付与サービス要求のテンプレートを定義することができま

す。権限を付与する指定サイトおよびライブラリのユーザーを選択できます。  

権限の付与 サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューで選択した部署のユーザーは、このサービ

スの対象要求者となります。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビ

ジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠

す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユーザー

には表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーがこのサービ

スを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。テキスト ボックスにユーザー名を入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを
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クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 - ツリーを展開して、該当するチェックボックスを選択し、希望のノードを選択します。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

トの URL が取得されます。サイト URL は自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選

択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト URL が自動的にテキスト ボック

スに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト URL が読み取り専用として表示さ

れ、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト URL は、要求者から隠されます。 

10. ユーザーの選択 - 権限を付与するユーザーを指定します。選択肢は以下のとおりです。 

 すべてのユーザー / グループを許可する - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは選択

した範囲内のすべての SharePoint Online ユーザーおよびセキュリティ グループに対して権限を

付与することができます。 
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 ピアおよび直属の部下 / 部下を許可する (SharePoint Online Standard インスタンス ユ

ーザーのみが使用可能) - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者に管理されて

いるユーザーおよび要求者と同じタイトルを持つユーザーに対して権限を付与することができます。 

 直属の部下 / 部下を許可する (SharePoint Online Standard インスタンス ユーザーのみ

が使用可能) - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者に管理されているユーザ

ーに対して権限を付与することができます。 

要求者を既定ユーザーとして設定する チェックボックスを選択すると、権限の付与要求を開始する際に要

求者を既定ユーザーとして追加します。 

11. 権限の有効期間 – 選択したユーザー / グループの権限が持続する期間を選択します。 

 永久アクセス許可 - 選択したユーザー / グループに永久アクセス許可を付与します。 

 一時アクセス許可 – 選択したユーザー / グループに一時アクセス許可を付与します。 

このサービスに権限の有効期間オプションを割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユー

ザーに権限の有効期間の選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した権限の有効期間オプションは、権限の付与サービス

要求で適用されます。  

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが権限の有効期間オプションを構成するこ

とができます。 

[一時アクセス許可] を選択する場合、一時アクセス許可の設定 を構成する必要があります。 

 権限の有効期間が IT 管理者によって割り当てられる場合、テキスト ボックスに正の整数を入力

し、ドロップダウン リストから [日間]、[ヶ月間]、[年間] を選択して、権限の有効期間を定義す

る必要があります。次のオプションから選択します。 

o ビジネス ユーザーに期間の指定を許可する - このサービス要求を送信する際に、ビジネ

ス ユーザーは既定の期間に関わりなく、希望の権限の有効期間を入力することができま

す。ビジネス ユーザーが要求できる権限の最大有効期間を定義する必要があります。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]、[ヶ月間]、[年

間] を選択します。 

o ビジネス ユーザーが要求できる期間は既定の期間のみとする - 権限の有効期間を既

定の期間のみとします。ビジネス ユーザーが権限の有効期間を変更することができませ

ん。 
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 権限の有効期間がビジネス ユーザーによって割り当てられる場合、以下の設定を構成することが

できます。 

o 既定の期間の指定 - テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン リストから 

[日間]、[ヶ月間]、[年間] を選択して、権限の既定の有効期間を定義します。 

o 権限の有効期間を次の日数以下で指定 - ビジネス ユーザーが要求できる権限の最

長有効期間を定義します。このチェックボックスを選択してから、テキスト ボックスに正の整

数を入力し、ドロップダウン リストから [日間]、[ヶ月間]、[年間] を選択します。 

また、権限の有効期限を、権限が付与されたユーザーに通知します。 を選択することもできます。このチェ

ックボックスを選択すると、通知を送付する期間を定義することができます。正の整数を入力し、ドロップダウ

ン リストから [日間]、[ヶ月間] を選択します。  

12. 権限の付与 - 選択したユーザーおよびグループに付与する権限を指定します。 

 SharePoint グループにユーザーを追加する - ユーザーをこのグループに追加して、ユーザーに

グループ権限を付与します。  

 ユーザーにアクセス許可を直接付与する - ユーザーに指定の権限を直接割り当てます。  

このサービスによって権限の付与オプションを割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス 

ユーザーが権限の付与オプションを選択できるようにします。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで構成された権限の付与オプションは、権限の付与サービ

ス要求で適用されます。  

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが権限の付与オプションを構成すること

ができます。 

指定したアクセス許可レベルを要求ページから除外する チェックボックスを選択して、アクセス許可レベルを

選択します。要求者がユーザー権限を付与する場合、選択したアクセス許可レベルはアクセス許可レベル 

リストから除外されます。要求者がユーザーを SharePoint グループに追加する場合、選択したアクセス許

可レベルを含むグループは表示されません。 

*注意: 表示されたアクセス許可レベルは Governance Automation Online 設定 > SharePoin

t アクセス許可レベルの管理 から取得されます。 

13. メールの送信 - 新しい権限をユーザーにメールで通知するかどうかを選択します。新しいユーザーに招待メ

ールを送信する チェックボックスを選択すると、テンプレートとしてメールの件名と個人用メッセージを入力す

ることができます。  
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このサービスによってメールの送信オプションを割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユ

ーザーがメールの送信オプションを選択できるようにします。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成したメールの送信オプションは、権限の付与サービス要求

で適用されます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユー

ザーに対してサービス要求でメールの送信オプションを表示することができます。ビジネス ユーザー

から隠す を選択すると、このサービスに関連付けられたメールの送信オプションは、このサービスを要

求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがメールの送信オプションを構成することが

できます。 

14. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

15. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 

16. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。権限付与のサービス要求を送信すると、この

承認プロセスが開始されます。 

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

17. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 
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a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

18. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

19. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 

ユーザー権限のクローン / 転送サービスの構成 

ユーザー権限のクローン / 転送サービスを構成すると、別のユーザーと同じ権限を使用することができます。多くの組

織は、ロール (役割や役職) の変更を頻繁に行っています。このサービスは、IT 管理者によってあらかじめ定義され

た設定に基づき、権限のコントロールをビジネス ユーザーに付与します。 

ユーザー権限のクローン / 転送 サービスの作成・編集画面で、構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従ってサ

ービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 
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4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる – 前のドロップダウン メニューから選択された部署は、このサービスに

関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユ

ーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選

択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表

示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする – すべてのユーザーがこのサー

ビスを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを

クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 

 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が
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有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。  

9. 範囲 - ツリーを展開して、該当するチェックボックスを選択し、希望のノードを選択します。  

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

トの URL が取得されます。サイト URL は自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選

択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト URL が自動的にテキスト ボック

スに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト URL が読み取り専用として表示さ

れ、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト URL は、要求者から隠されます。 

10. クローン元ユーザーの選択の制限 - クローン元ユーザーとして選択できるユーザーを指定します。選択肢

は以下のとおりです。 

 すべてのユーザー / グループを許可する - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは選択

した範囲内のすべてのユーザーをクローン元ユーザーとして選択することができます。  

 ピアおよび直属の部下 / 部下を許可する (SharePoint Online Standard インスタンス ユ

ーザーのみが使用可能) - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者に管理されて

いるユーザーおよび要求者と同じタイトルを持つユーザーを選択することができます。  

 直属の部下 / 部下を許可する (SharePoint Online Standard インスタンス ユーザーのみ

が使用可能) - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者に管理されているユーザ

ーを選択することができます。 

11. クローン先ユーザーの選択の制限 - クローン先ユーザーとして選択できるユーザーを指定します。選択肢

は以下のとおりです。 

 すべてのユーザー / グループを許可する - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは選択

した範囲内のすべてのユーザーをクローン先ユーザーとして選択することができます。  

 ピアおよび直属の部下 / 部下を許可する (SharePoint Online Standard インスタンス ユ

ーザーのみが使用可能) - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者に管理されて
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いるユーザーおよび要求者と同じタイトルを持つユーザーをクローン先ユーザーとして選択することが

できます。  

 直属の部下 / 部下を許可する (SharePoint Online Standard インスタンス ユーザーのみ

が使用可能) - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者に管理されているユーザ

ーをクローン先ユーザーとして選択することができます。 

12. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

13. 権限オプション - ドロップダウン メニューからクローン元ユーザー / グループの権限をクローン先ユーザー / グ

ループに割り当てる方法を選択します。 

 追加する - クローン元ユーザー / グループの権限を、クローン先ユーザー / グループに追加しま

す。 

 置き換える - クローン先ユーザー / グループの権限を、クローン元ユーザー / グループに置き換え

ます。 

このサービスによって権限オプションを割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーが

権限オプションを選択できるようにします。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した権限オプションは、ユーザー権限のクローン サービス

要求で適用されます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス 

ユーザーにはサービス要求で権限オプションを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す 

を選択すると、このサービスに関連付けられた権限オプションは、このサービスを要求するビジネス ユ

ーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが権限オプションを構成することができます。 

14. 追加オプション - SharePoint Online セキュリティ グループに存在するクローン元ユーザーの権限の処理

方法を選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 対象ユーザーをクローン先の同じグループに追加する - クローン元ユーザーが存在する ShareP

oint Online セキュリティ グループに対象ユーザーを追加します。  

 クローン元ユーザーの権限をクローン先ユーザーに直接クローンする - クローン元ユーザーのグル

ープの権限をクローン先ユーザーにコピーします。 

このサービスによって追加オプションを直接割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが追加オプションを選択できるようにします。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した追加オプションは、ユーザー権限のクローン サービス

要求の範囲で選択したすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み

取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で追加オプションを表
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示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられた追

加オプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが追加オプションを構成することができます。 

15. 転送のオプション - 権限を転送する際にクローン元ユーザー / グループを管理するオプションを選択しま

す。サービス要求を送信する際に、選択したオプションが既定の選択となります。選択肢は以下のとおりで

す。 

 クローン元ユーザーの固有の権限を除去する - 権限をクローンした後に、クローン元ユーザーまた

はグループの権限を除去します。  

 SharePoint グループからクローン元ユーザーを除去する - 権限をクローンした後に、ShareP

oint Online セキュリティ グループからクローン元ユーザーを削除します。  

 サイト コレクションからクローン元ユーザーを削除する - 権限をクローンした後に、サイト コレクシ

ョンからクローン元ユーザーまたはグループを削除します。  

このサービスによって転送のオプションを直接割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユー

ザーが転送のオプションを選択できるようにします。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した転送のオプションは、ユーザー権限のクローン サービ

ス要求の範囲で選択したすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読

み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で転送のオプション

を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられ

た転送のオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが転送のオプションを構成することができま

す。 

16. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

17. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 
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18. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ

いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。ユーザー権限をクローンするサービス要求を送

信すると、この承認プロセスが開始されます。  

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

19. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

20. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

21. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 

権限の変更サービスの構成 

権限の変更サービスを構成すると、ビジネス ユーザーの権限の変更サービス要求のテンプレートを定義することができ

ます。該当サイト コレクションで権限を変更するユーザーを指定することができます。  
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権限の変更 サービスの作成・編集画面で構成できる設定は以下のとおりです。 

1. サービス名と説明 – サービスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します (説明は必須では

ありません)。 

2. 言語 - このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、これらの言語に従ってサービスを

フィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation Online サービスを管理しま

す。ドロップダウン メニューから既存カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこのサービスの新しい

カテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 部署 - サービスを管理し、基本的な Governance Automation Online のレポート情報を提供し、

組織内での SharePoint Online の利用状況の把握を可能にします。ドロップダウン メニューからこのサー

ビスが所属する部署を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい部署を作成します。 

このサービスに部署を割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに部署の選択を

許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューで選択した部署のユーザーは、このサービ

スの対象要求者となります。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビ

ジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠

す を選択すると、このサービスに関連付けられた部署は、このサービスを要求するビジネス ユーザー

には表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが部署を選択することができます。 

5. サービス権限 - このサービスの取得方法、およびこのサービスへのアクセス権を持つユーザーを選択します。 

 サービス カタログにこのサービスを表示する - このサービスがサービス カタログに表示されます。 

o すべてのユーザーがこのサービスを使用できるようにする - すべてのユーザーはこのサー

ビスを要求することができます。 

o このサービスを使用するユーザー / グループを選択する - このサービスへのアクセス権を

持つユーザーまたはグループを選択します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンを

クリックして、ユーザーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミ

コロンで区切ります。 
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 ユーザーが上記の権限にリストされていない場合でも、対応フォーム経由でこのサービスにアク

セスすることを許可する - 上記のサービス権限にリストされていない場合でも、対応フォームへの

回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーは、このサービスのビジネ

ス プロセスの所有者である必要があります。ユーザー名を サービスの連絡先 テキスト ボックスに入力し、

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。 

7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を担当

する Governance Automation Online の管理者である必要があります。Governance Automati

on Online では、承認プロセスの開始後にエラーが発生すると、タスクが管理者の連絡先に割り当てられ

ます。ユーザー名を 管理者の連絡先 のテキスト ボックスに入力し、確認 ( ) ボタンをクリックして名前が

有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にメール通知も送信するには、設定 内の システム グループで 管理者

通知 セクションを構成します。詳細については、管理者通知の構成 を参照してください。 

8. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

9. 範囲 - ツリーを展開して、該当するチェックボックスを選択し、希望のノードを選択します。 

SharePoint Online コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する を選択すること

もできます。このチェックボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint Online コンテキストを取

得・使用します。サイト情報カード アプリ パーツからトリガーする要求では、サイト情報カードが存在するサイ

トの URL が取得されます。サイト URL は自動的に要求範囲として使用されます。以下の選択肢から選

択します。 

 ビジネス ユーザーが URL を編集することを許可する – サイト URL が自動的にテキスト ボック

スに入力され、要求者は URL を編集することができます。 

 ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する – サイト URL が読み取り専用として表示さ

れ、要求者は URL を編集することができません。 

 ビジネス ユーザーから隠す – サイト URL は、要求者から隠されます。 

10. ユーザーの選択 - 権限を変更するユーザーを指定します。選択肢は以下のとおりです。 

 すべてのユーザー / グループを許可する - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは選択

した範囲内のすべての SharePoint Online ユーザーおよびセキュリティ グループに対して権限を

付与することができます。 
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 ピアおよび直属の部下 / 部下を許可する (SharePoint Online Standard インスタンス ユ

ーザーのみが使用可能) - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者に管理されて

いるユーザーおよび要求者と同じタイトルを持つユーザーに対して権限を変更することができます。 

 直属の部下 / 部下を許可する (SharePoint Online Standard インスタンス ユーザーのみ

が使用可能) - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者に管理されているユーザ

ーに対して権限を変更することができます。 

11. 変更タイプ - ユーザー / グループに対する 権限の除去 または 権限の変更 から選択します。  

このサービスに選択した変更タイプを割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに

変更タイプの選択を許可するかを選択します。選択肢は以下のとおりです。 

o ビジネス ユーザー毎に割り当てる - このサービスのサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが変更タイプを選択することができます。 

o IT 管理者毎に割り当てる - ここで選択した変更タイプはこのサービスに適用されます。ビジネス 

ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求で

既定の変更タイプを表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービ

スを要求するビジネス ユーザーに変更タイプは表示されません。 

詳細設定 で、生成された権限レビュー タスクでの権限のレビュー、または変更を要求者に通知するメール

を送信する際に使用するメール テンプレートを選択します。 

12. メタデータ – ユーザーがこのサービスの要求を送信する際に使用できるメタデータを選択します。[メタデー

タの追加] をクリックすると、メタデータの追加 ウィンドウに移動します。メタデータの追加 ウィンドウでは、

以下の操作を行うことができます。 

 作成 - [作成] をクリックして、メタデータの作成 ウィンドウで新しいメタデータを作成します。メタ

データを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照してください。 

 編集 - メタデータを選択して、[編集] をクリックします。メタデータを構成する方法については、メタ

データの作成・編集 を参照してください。 

 リストに追加 - メタデータを選択して、[リストに追加] をクリックします。ここに表示されているメタ

データは、設定 > 要求の管理 > メタデータ 内で構成されます。 

13. 承認プロセス – ドロップダウン メニューから承認プロセスを選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承

認プロセスを作成します。承認プロセス設定 画面が表示されます。承認プロセスを選択すると、承認ステ

ージ、承認担当者、承認順序セクションが表示されます。この既存の承認プロセスから作成 をクリックする

と、既存の承認プロセスに基づいて新しい承認プロセスを作成することができます。承認プロセス設定 ウィン

ドウが表示されます。設定を構成し、承認プロセスを保存してアクティブ化します。承認プロセスの構成につ
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いては、承認プロセスの作成または編集 を参照してください。特定のユーザーの権限を除去するサービス要

求を送信すると、この承認プロセスが開始されます。 

承認者にこのサービス要求の編集を許可する チェックボックスを選択すると、承認者がサービス要求を編

集できるようになります。サービス要求が編集された場合は要求者に通知する チェックボックスを選択して、

メール テンプレート を選択することもできます。 

14. カスタム アクション - 発行済みの Web サービスに存在する方法を使用して、要求の承認前、承認後、

実行後のカスタム アクションを指定します。該当するチェックボックスを選択して、以下の操作を実行します。 

a. Web サービス アドレス テキスト ボックスに発行済みの Web サービスの URL を入力します。 

b. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

c. ドロップダウン リストから方法を選択します。 

d. 選択した方法内でパラメーターが定義されている場合、パラメーターが表に表示されます。各パラメ

ーターの値を該当するテキスト ボックスに入力します。 

15. ネットワーク制御設定 - サービス要求の実行スケジュールを有効にする を選択すると、Governance A

utomation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロップダウン メニューから

構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジュールを作成します。 

16. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービス管理 画面に戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この作

業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに サービス管理 画面に戻ります。 

追加の Governance Automation Online 構成 

Governance Automation Online で追加的に構成できる設定については、以下の説明を参照してください。

追加の構成には、次の設定が含まれます。 

 Governance Automation Online アプリ 
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 設定 画面内の次のグループ内のオプション設定: システム、SharePoint、要求の管理、レポートの監

視、監査レポート、管理レポート。これらの設定は、全 Governance Automation Online プラットフォ

ームに影響を与えるか、特定の機能のみに関連することが可能です。 

Governance Automation Online アプリのインストール 

SharePoint Online 用アプリの Governance Automation Online アプリを使用すると、SharePoint Onli

ne エンドユーザーは SharePoint Online インターフェイスを終了せずに、Governance Automation Online 

へ簡単にアクセスすることができます。Governance Automation Online アプリの構成完了後、SharePoint 

Online サイトではサイト情報カード アプリ パーツを使用することができます。 

Governance Automation Online アプリのダウンロード 

Governance Automation Online アプリをインストールして使用するには、次のリンク経由でアプリ ファイルをダウ

ンロードしてください。http://download2.avepoint.com/Governance_Automation_Online_App.app 

必要な権限 

Governance Automation Online アプリをインストールして適切に使用するためには、以下の権限要件を満た

す必要があります。 

アプリ カタログへの Governance Automation Online アプリのアップロード 

アプリ カタログ サイト コレクションへ Governance Automation Online アプリをアップロードするユーザーは、 ア

プリ カタログ サイト コレクションに対してデザイン以上の権限を持っている必要があります。 

Governance Automation Online アプリの登録 

Governance Automation Online アプリを登録するユーザーは、アプリの登録 ページを開くサイト コレクション

またはサイトの管理者である必要があります。 

SharePoint Online サイトへの Governance Automation Online アプリの追加 

Governance Automation Online アプリを SharePoint Online サイトに追加するユーザーは、サイトの管理

者である必要があります。 

http://download2.avepoint.com/Governance_Automation_Online_App.app
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SharePoint Online サイトへの Governance Automation Online アプリ パーツの挿

入 

SharePoint Online サイトに Governance Automation Online アプリ パーツを挿入するユーザーは、サイト

に対して投稿以上の権限を持っている必要があります。 

アプリ カタログへの Governance Automation Online アプリのアップロード 

Governance Automation Online アプリを SharePoint Online サイトに追加する前に、Governance Au

tomation Online アプリをアプリ カタログ サイト コレクションにアップロードする必要があります。 

Governance Automation Online アプリをアプリ カタログ サイト コレクションにアップロードする方法については、

以下の説明を参照してください。 

1. SharePoint 管理センター 画面で、アプリ > アプリ カタログ に移動します。 

2. 画面左側の [SharePoint 用アプリ] をクリックします。 

3. SharePoint 用アプリ 画面で [アップロード] をクリックします。 

4. ドキュメントの追加 ウィンドウで、[ファイル選択] をクリックします。 

5. ポップアップ ウィンドウで、ダウンロードしたアプリ ファイルを選択して [開く] をクリックします。 

6. ドキュメントの追加 ウィンドウで、[OK] をクリックします。アプリ ファイルがアプリ カタログにアップロードされま

した。 

Governance Automation Online アプリの登録 

Governance Automation Online アプリを使用するには、SharePoint Online にアプリを登録する必要があ

ります。 

Governance Automation Online アプリの登録方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation Online アプリがアップロードされたアプリ カタログ サイト コレクションと同一テ

ナント内のサイト コレクションまたはサイトに移動します。 

2. サイト コレクションまたはサイトの URL を .../_layouts/15/appregnew.aspx に変更します。ア

プリの登録 ページが表示されます。 

3. アプリの登録 ページでは、以下の設定を構成します。 
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a. クライアント ID – テキスト ボックスに efbb98fd-e154-42b8-96df-f552bc3a862d 

と入力します。 

b. クライアント シークレット – テキスト ボックスに bFilTPqDzKpUmzJhy+ykSokPHIJdN

M09WtK0DuPpnSk= と入力します。 

c. タイトル – Governance Automation Online アプリのタイトルを入力します。 

d. アプリ ドメイン – テキスト ボックスに gaoapp.avepointonlineservices.com と入力し

ます。 

e. リダイレクト先の URI – テキスト ボックスに https://gaoapp.avepointonlineservic

es.com/home/index と入力します。 

f. [作成] をクリックして Governance Automation Online アプリを登録します。 

SharePoint Online サイトへの Governance Automation Online アプ

リの追加 

アプリ カタログ サイト コレクションと同一テナントに存在する SharePoint Online サイトに Governance Auto

mation Online アプリを追加するには、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation Online アプリを追加する SharePoint Online サイトにログインします。 

2. サイトの右上の [設定] ( ) ボタンをクリックし、[アプリの追加] をクリックします。または、サイト コンテン

ツ 画面へ移動して、[アプリの追加] をクリックします。自分のアプリ 画面が表示されます。 

3. 追加できるアプリ セクションで、Governance Automation Online をクリックします。 

4. Governance Automation Online を信頼するかどうかを確認するメッセージが表示される、[信頼す

る] をクリックします。 

5. サイトへの Governance Automation Online アプリの追加が完了し、Governance Automatio

n Online リンクがサイド リンク バーに追加されます。Governance Automation Online リンクを

クリックすると、新しいページが表示されます。既定では、以下のタイルがページに表示されます。 

 要求の開始 

 個人用要求の表示 

 個人用のタスク一覧の表示 

 パブリック サイト コレクション ディレクトリ 

 個人用サイト 
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Governance Automation Online アプリ パーツの挿入 

Governance Automation Online アプリは、SharePoint Online サイトに挿入可能なサイト情報カード アプ

リ パーツを提供します。サイト情報カードはサイトの所有者・分類・ポリシー・利用可能な要求などの、サイトに関する

情報を表示します。 

*注意: このアプリ パーツは、サイト コレクションのトップ レベル サイトまたは個々のサイトに挿入することができます。

トップ レベル サイトに挿入する場合、アプリ パーツはサイト コレクションの情報を表示します。サイトに挿入する場

合、アプリ パーツはサイトの情報を表示します。 

サイト情報カード アプリ パーツをサイトに挿入する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. サイトに移動して、リボン上で [ページ] タブをクリックします。 

2. ページ タブで、[編集] をクリックします。 

3. [挿入] タブをクリックして [アプリ パーツ] をクリックします。 

4. パーツ セクションで、サイト情報カード を選択します。 

5. [追加] をクリックしてこのアプリ パーツをサイトに追加します。 

6. リボン上で [保存] をクリックすると、構成を保存します。 

言語およびタイム ゾーン設定の構成 

Governance Automation Online プラットフォームの言語およびタイム ゾーンを構成する方法は以下のとおりで

す。ナビゲーション バー上のログイン ID をクリックして、[個人設定の構成] をクリックします。 

ポップアップ表示される 個人設定の構成 画面で、以下の設定を構成します。 

1. 言語 – 表示言語として設定したい言語をドロップダウン リストから選択します。 

2. タイム ゾーン - 表示タイム ゾーンとして設定したいタイム ゾーンをドロップダウン リストから選択します。Go

vernance Automation Online インターフェイス内で表示される時間は、この欄で選択したタイム ゾー

ンによって決定されます。 

3. リボン上で [保存] を選択すると、構成を保存します。表示言語およびタイム ゾーンが自動的に変更され

ます。[キャンセル] をクリックすると、個人設定の構成 画面を閉じます。 
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システム グループ内の設定の構成 

システム グループでは、メール テンプレート、管理者通知、タイマー サービスの構成管理、レポート エクスポート

先、カテゴリー管理、洗い替えプロファイルの管理 などの Governance Automation Online のオプション シス

テム設定を構成することができます。 

詳細については、以下の説明を参照してください。 

メール テンプレートの構成 

メール テンプレートを使用すると、要求が承認された際やタスクが割り当てられた際などに Governance Automat

ion Online が送信する通知メールをカスタマイズすることができます。異なるタイプのメール テンプレートが存在し、

各通知に使用されます。  

設定 画面内の システム グループで メール テンプレート をクリックすると、メール テンプレート 設定に移動します。 

メール テンプレートの検索およびフィルター 

画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューで、表示する行数を変更することができます。メール テンプレート 

や 説明 などの列見出しに表示されたソート ( ) ボタンをクリックすると、メール テンプレートを並べ替えることができ

ます。列見出しに表示されたフィルター ( ) ボタンをクリックすると、メール テンプレート をフィルター可能です。 

検索 テキスト ボックスにキーワードを入力してから、検索 ( ) ボタンをクリックすると、表示されるメール テンプレート

を検索することができます。 

メール テンプレートの作成・編集 

リボン上で 作成 をクリックすると、新しいメール テンプレートを作成します。メール テンプレートを選択して 編集 をクリ

ックすると、構成済みメール テンプレートを変更します。  

メール テンプレートの作成・編集画面で構成できる設定は以下のとおりです。  

1. メール テンプレートの メール テンプレート名 を入力します。必要に応じてメール テンプレートの 説明 (必

須ではありません) を入力します。 

2. ドロップダウン メニューから メール テンプレート タイプ を選択して、メール テンプレートを Govermance 

Automation Online でいつ使用可能にするかを選択します。  
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3. 件名 - メール テンプレートのメール通知の件名を入力します。[参照を挿入] をクリックすると、件名内に

参照を挿入することができます。参照は、それぞれのサービス要求に特有の名前の付いた情報を呼び出す

パラメーターです。 

4. メッセージ - メール テンプレートのメール通知のメッセージをカスタマイズします。[参照を挿入] をクリックす

ると、メッセージ内に参照を挿入することができます。参照は、それぞれのサービス要求に特有の名前の付い

た情報を呼び出すパラメーターです。 

5. [保存] をクリックすると、構成を保存して メール テンプレート 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックする

と、構成を保存せずに メール テンプレート 画面に戻ります。  

メール テンプレートの削除 

メール テンプレート リストからメール テンプレートを選択して、リボン上で 削除 をクリックすると、Governance Auto

mation Online からメール テンプレートを削除することができます。削除を確認するポップアップ ウィンドウが表示さ

れます。OK をクリックすると、選択したメール テンプレートを削除します。キャンセル をクリックすると、メール テンプレ

ートを削除せずに メール テンプレート 画面に戻ります。 

管理者通知の構成 

管理者通知 を使用すると、サービス要求にエラーが発生したことを管理者に通知することができます。  

設定 画面内の システム グループで [管理者通知] をクリックすると、管理者通知 設定に移動します。  

管理者通知の設定の実行方法については、以下の説明を参照してください。 

1. 代替管理者の連絡先 - 管理者の連絡先が使用できない場合に備えて、代替管理者の連絡先としてユ

ーザーを指定しておきます。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。確認 ( ) ボタンをクリックして、ユ

ーザー名が有効であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。 

2. メール設定 - エラーが発生し、タスクが管理者の連絡先に割り当てられる場合に、その管理者の連絡先に

メールを送信することができます。タスクが割り当てられた際にサービス要求管理者の連絡先へ通知する 

チェックボックスを選択して、ドロップダウン メニューからメール通知のテンプレートを選択します。 

3. 期間とエスカレーション - 期間とエスカレーションを有効にする チェックボックスを選択すると、タスクが指定

した期間内に処理されない場合、別の管理者の連絡先に通知します。エスカレーションされたタスクを受け

取るユーザーが、すべてのタスクを処理する必要な権限を持っていることを確認してください。  

a. 期間 - 締め切りのテキスト ボックスに正の整数を入力し、期間の単位として 日間 または 週間 

を選択します。  
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b. エスカレーション - ドロップダウン メニューから、エスカレーション後に実行されるアクションを選択しま

す。 

 通知する – タスクがエスカレートされると、指定のユーザーに通知が送信されます。ユーザ

ー名をテキスト ボックスに入力します。確認 ( ) ボタンをクリックして、ユーザー名が有効

であることを確認するか、参照 ( ) ボタンをクリックしてユーザーを検索します。テキスト 

ボックスに $ を入力して $ManagerOfApprover を選択することもできます。タスク

がエスカレートされると、タスクの承認者の上司に通知が送信されます。 

 割り当てなおす - タスクがエスカレーションされると、指定のユーザーにタスクが割り当てな

おされます。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。  をクリックしてユーザー名が有

効であることを確認するか、  をクリックして希望のユーザーを検索します。  

c. メール テンプレート – ドロップダウン メニューからメール テンプレートを選択します。  

4. [保存] をクリックすると、構成を保存して 設定 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、構成を保

存せずに 設定 画面に戻ります。 

タイマー サービスの構成 

タイマー サービスの構成管理を使用すると、タイマー サービス設定を手動で構成することができます。構成は、タイマ

ー サービス設定の構成を保存した直後から反映されます。 

設定 画面内の システム グループで [タイマー サービスの構成管理] をクリックすると、タイマー サービスの構成管

理 設定に移動します。 

タイマー サービスの構成管理 画面では、次の設定を構成することができます。 

1. サイト コレクション状態のスキャン ジョブ – サイト コレクション状態のスキャン ジョブを有効にする チェッ

クボックスを選択すると、このジョブが有効になります。サイト コレクション状態のスキャン ジョブは、非アクティ

ブ、リース失効、ロック、削除などのサイト コレクション状態を監視することができます。値を入力し、[時間]、

[日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択して、ジョブを実行する間隔を構成します。 

2. サイト情報の同期ジョブ - サイト情報の同期ジョブを有効にする チェックボックスを選択すると、ジョブが有

効になります。サイト情報の同期ジョブは、関連するサイト情報を同期します。値を入力し、[時間]、[日

間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択して、ジョブを実行する間隔を構成します。 

3. サイト コレクション情報の同期ジョブ - サイト コレクション情報の同期ジョブを有効にする チェックボック

スを選択すると、ジョブが有効になります。サイト コレクション情報の同期ジョブは、関連するサイト コレクショ

ン情報を同期します。値を入力し、[時間]、[日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択して、ジョブを実

行する間隔を構成します。 
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4. 洗い替えスキャン ジョブ – 洗い替えスキャン ジョブを有効にする チェックボックスを選択すると、このジョブ

が有効になります。洗い替えスキャン ジョブは、洗い替えプロファイル内の洗い替えプロセスの実行タイミング

を確認します。値を入力し、[時間]、[日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択して、ジョブを実行する

間隔を構成します。 

5. [保存] をクリックすると、構成を保存して 設定 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、構成を保

存せずに 設定 画面に戻ります。 

レポート エクスポート先の構成 

レポート エクスポート先 画面では、Governance Automation Online レポートのエクスポート先を構成するこ

とができます。 

設定 画面内の システム グループで [レポート エクスポート先] をクリックすると、レポート エクスポート先 設定に

移動します。 

レポート エクスポート先の検索 

指定のキーワードを使用して、希望のレポート エクスポート先を検索することができます。検索 テキスト ボックスにキ

ーワードを入力して、検索 ( ) ボタンをクリックします。場所名 および 説明 列では、エクスポート先の検索が可能

ですが、検索が可能なのは、現在表示している列のコンテンツに限ります。 

レポート エクスポート先の作成・編集 

リボン上で [作成] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先を作成します。エクスポート先を選択して、リボン

上で [編集] をクリックすると、構成済みのエクスポート先を変更します。 

エクスポート先の作成・編集画面で構成できる設定は以下のとおりです。 

1. 名前と説明 - 新しいレポート エクスポート先の名前を入力します。必要に応じて説明を入力します (説明

は必須ではありません)。 

2. Microsoft Azure ストレージの構成 - Microsoft Azure ストレージへの接続を構成します。 

 コンテナー名 - アクセスするコンテナー名を入力します。 

 アカウント名 - コンテナーへのアクセスに使用するアカウント名を入力します。 

 アカウント キー - コンテナーへのアクセスに使用するアカウント キーを入力します。 

Https を使用して Microsoft Azure ストレージへアクセスする を選択することもできます。 

[検証テスト] をクリックすると、接続がテストされます。 
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3. リボン上で [保存] をクリックすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 

レポート エクスポート先 画面に戻ります。 

レポート エクスポート先の削除 

構成済みエクスポート先のリストからエクスポート先を選択し、リボン上で [削除] をクリックすると、Governance A

utomation Online からレポート エクスポート先を削除することができます。削除を確認するポップアップ ウィンドウ

が表示されます。[OK] をクリックすると、選択したエクスポート先を削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択

したエクスポート先を削除せずに レポート エクスポート先 画面に戻ります。 
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カテゴリー管理の構成 

カテゴリー管理では、サービス・承認プロセス・ポリシー・対応フォームを整理するカテゴリーを管理します。 

設定 画面内の システム グループで [カテゴリー管理] をクリックすると、カテゴリー管理 設定に移動します。 

カテゴリーの表示および検索 

表示するカテゴリー数を変更するには、画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューを使用します。 

検索 テキスト ボックスにキーワードを入力して、検索 ( ) ボタンをクリックすると、表示されるカテゴリーを検索するこ

とができます。 

カテゴリーの作成・編集 

リボン上で [作成] を選択すると、新しいカテゴリーが作成されます。カテゴリーを選択して [編集] をクリックすると、

構成済みカテゴリーを変更します。  

カテゴリーの作成 または カテゴリーの編集 画面では、以下の設定を構成することができます。 

1. カテゴリー名 – 作成するカテゴリー名を入力します。 

2. カテゴリー名マッピング - 異なる表示言語で、Governance Automation Online に異なるカテゴリー

名を表示することができます。異なる言語のカテゴリー名を該当するテキスト ボックスに入力します。カテゴリ

ー名マッピングを手動で構成しない場合、Governance Automation Online は、ステップ 1 で指定し

たカテゴリー名をすべての言語のカテゴリー名として使用します。カーソルをカテゴリー名から別の場所へ移動

すると、テキストボックスに カテゴリー名 で指定した名前が入力されます。 

3. [保存] をクリックして構成を保存して カテゴリー管理 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、構

成を保存せずに カテゴリー管理 画面に戻ります。 

カテゴリーの削除 

構成済みカテゴリーを選択してリボン上で [削除] をクリックすると、カテゴリーを削除します。削除を確認するポップア

ップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したカテゴリーを削除します。[キャンセル] をクリックする

と、選択したカテゴリーを削除せずに カテゴリー管理 画面に戻ります。 
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洗い替えプロファイルの構成 

洗い替えプロファイルは、プロファイルを管理に使用される機能です。洗い替えプロファイルを使用することにより、サイト 

コレクション ポリシーに適用可能である権限の洗い替えプロセスを有効化することができます。権限の洗い替えでは、

ユーザー・グループのサイト コレクションへの権限を定期的にレビューすることができます。また、権限洗い替えタスクが

スケジュールに基づいて生成されます。承認者が Governance Automation Online で権限の変更を実行する

と、変更が SharePoint Online に反映されます。 

*注意: SharePoint Online 個人用サイトで権限の洗い替えを使用することはできません。 

設定 画面内の システム グループで [洗い替えプロファイルの管理] をクリックすると、洗い替えプロファイルの管

理 設定に移動します。 

洗い替えプロファイルの表示および検索 

画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューで、表示する洗い替えプロファイルの数を変更することができます。 

表示される洗い替えプロファイルを検索する場合は、検索 テキスト ボックスにキーワードを入力して、検索 ( ) ボ

タンをクリックします。 

洗い替えプロファイルの作成・編集 

リボン上で [作成] を選択すると、新しい洗い替えプロファイルを作成します。プロファイルを選択して [編集] をクリッ

クすると、構成済み洗い替えプロファイルを変更します。 

次の操作を実行します。 

1. 名前と説明 - 新しい洗い替えプロファイルの 名前 と 説明 (説明は必須ではありません) を入力します。 

2. カテゴリー - 洗い替えプロファイルの管理に使用するカテゴリーです。ドロップダウン メニューから既存のカテゴ

リーを選択するか、新規作成 をクリックして新しいカテゴリーを作成します。 

3. 洗い替えの設定 - 権限洗い替えの設定を構成します。 

a. 洗い替えプロセスの期間を指定する (必須ではありません) - 全洗い替えプロセスの期間を定義

することができます。テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン リストから [日間] または 

[週間] を選択します。 

b. 日単位、週単位、月単位 から、権限検索の 頻度 を選択します。 

c. ドロップダウン メニューから [承認プロセス] を選択するか、[新規作成] をクリックして新しい承認

プロセスを作成します。 
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4. 管理者の連絡先 - 管理者の連絡先となるユーザーの名前を入力します。洗い替えタスクにエラーが発生

した場合、エラー タスクが生成され、この管理者に通知が送信されます。 

5. [保存] をクリックしてプロファイルに対する構成を保存するか、[キャンセル] をクリックして、構成を保存せず

に 洗い替えプロファイルの管理 画面に戻ります。 

洗い替えプロファイルの削除 

構成済みの洗い替えプロファイルを選択して、リボン上で [削除] をクリックすると、プロファイルが削除されます。削除

を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したプロファイルを削除します。[キャン

セル] をクリックすると、選択したプロファイルを削除せずに 洗い替えプロファイルの管理 画面に戻ります。 

SharePoint グループ内の設定の構成 

SharePoint グループでは、SharePoint Online に関連する設定を管理することができます。 

SharePoint アクセス許可レベルの構成 

アクセス許可レベルを使用すると、SharePoint Online ユーザーおよびセキュリティ グループに権限の特定のセット

を割り当て、サイト上で特定のアクションの実行を許可することができます。 

設定 画面内の SharePoint グループで [SharePoint アクセス許可レベルの管理] をクリックすると、Share

Point アクセス許可レベルの管理 に移動します。  

アクセス許可レベルの表示および検索 

画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューで、表示する行数を変更することができます。  

検索 テキスト ボックスにキーワードを入力して、検索 ( ) ボタンをクリックすると、表示される SharePoint アクセ

ス許可レベルを検索することができます。 

アクセス許可レベルの作成・編集 

リボン上で [作成] を選択すると、新しいアクセス許可レベルを作成します。アクセス許可レベルを選択して、リボン上

で [編集] をクリックすると、構成済みアクセス許可レベルを変更します。  

SharePoint アクセス許可レベルの作成・編集画面で構成できる設定は以下のとおりです。  

1. 名前と説明 - アクセス許可レベルの 名前 を入力します。必要に応じてアクセス許可レベルの 説明 を入

力します (説明は必須ではありません)。 
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2. 権限 - 該当するチェックボックスを選択して、権限をアクセス許可レベルに追加します。  

3. [保存] をクリックすると、構成を保存し SharePoint アクセス許可レベルの管理 画面に戻ります。[キャ

ンセル] をクリックすると、構成を保存せずに SharePoint アクセス許可レベルの管理 画面に戻ります。 

アクセス許可レベルの削除 

構成済みアクセス許可レベルを選択して、リボン上で [削除] をクリックすると、Governance Automation Onli

ne からアクセス許可レベルを削除します。削除を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックす

ると、選択したアクセス許可レベルを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したアクセス許可レベルを削除

せずに SharePoint アクセス許可レベルの管理 画面に戻ります。 

既存のサイト コレクションとサイトのインポート 

この機能では、Governance Automation Online によって作成されたもの以外の既存の SharePoint Onlin

e サイト コレクションおよびサイトを管理することができます。これらのサイト コレクションおよびサイトは、テンプレート フ

ァイルを構成することによって管理が実行されます。 

設定 画面内の SharePoint グループで [既存のサイト コレクションとサイトのインポート] をクリックすると、既

存のサイト コレクションとサイトのインポート 設定に移動します。 

テンプレート ファイルのエクスポート 

エクスポート モードでは、テンプレート ファイルを生成することができます。テンプレート ファイルを構成することにより、

既存のサイト コレクションおよびサイトをインポートすることが可能になります。これにより、サイト コレクションおよびサイ

トを Governance Automation Online によって管理することができます。 

テンプレート ファイルをエクスポートする方法については、以下の説明を参照してください。 

1. リボン上で [エクスポート モード] をクリックすると、エクスポート モードに移動します。 

2. 名前と説明 - エクスポート ジョブの名前を入力します。必要に応じて説明を入力します (説明は必須では

ありません)。 

3. レベル – サイト コレクション を選択すると、構成テンプレートを生成し、Governance Automation On

line により管理されるサイト コレクションをインポートします。サイト を選択すると、構成テンプレートを生成

し、サイトをインポートします。 

4. 範囲 - ツリーを展開して、Governance Automation Online によって管理されるノードを選択します。 

 レベル セクションで サイト コレクション を選択する場合、ツリーから選択することができるのは、Sh

arePoint Online 管理センターのみとなります。 
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 レベル セクションで サイト を選択する場合、ツリーからは SharePoint サイト グループ、サイト コ

レクション、サイトを選択することができます。選択した SharePoint サイト グループとサイト コレク

ションはテンプレート ファイルに含まれません。選択したサイトはテンプレート ファイルに含まれます。  

5. エクスポート先 - ローカル パスまたはエクスポート先にテンプレート ファイルをエクスポートします。エクスポー

ト先へエクスポートする を選択する場合、ドロップダウン リストからエクスポート先を選択するか、新規場所

の追加 をクリックして、ポップアップ ウィンドウで新しいエクスポート先を作成します。 

6. リボン上で [保存してエクスポート] をクリックすると、テンプレート ファイルがエクスポートされます。 

エクスポート済みサイト コレクション テンプレート ファイルの変更 

エクスポート済みサイト コレクション テンプレート ファイルを変更する方法については、以下の説明を参照してくださ

い。 

1. エクスポート済みサイト コレクション テンプレート ファイルの保存先へ移動します。 

2. テンプレート ファイルを開き、各エントリの以下の設定を表示・構成します。 

*注意: スペースおよび大文字 / 小文字の設定を含め、すべての情報を正確に入力する必要があります。 

 URL - サイト コレクションの完全な URL を表示します。  

 管理センター URL - SharePoint Online サイト コレクションの管理センター URL を表示しま

す。 

 部署 - サイト コレクションが所属する部署を入力します。入力する部署は、事前に 設定 > 部

署 で構成しておく必要があります。 

 ポリシー名 - サイト コレクションを展開するポリシーの名前を入力します。  

 サイト コレクションのメイン連絡先 - サイト コレクションのメイン連絡先となるユーザー名を入力し

ます。 

 サイト コレクションのサブ連絡先 - サイト コレクションのサブ連絡先となるユーザー名を入力しま

す。 

 メタデータ - メタデータの値を入力します。設定 > メタデータ で作成されたサイト コレクション メ

タデータであれば、すべてここに入力することができます。  

3. 構成の終了後、テンプレート ファイルを保存します。 
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エクスポート済みサイト テンプレート ファイルの変更 

エクスポート済みサイト テンプレート ファイルを変更する方法については、以下の手順を参照してください。 

1. エクスポート済みテンプレート ファイルの保存先へ移動します。  

2. テンプレート ファイルを開き、各エントリの以下の設定を表示・構成します。 

*注意: スペースおよび大文字 / 小文字の設定を含め、すべての情報を正確に入力する必要があります。 

 URL - サイトの完全な URL を表示します。 

 サイト ID - サイトの ID を表示します。 

 サイト コレクション URL - サイトが所属するサイト コレクションの完全な URL を表示します。 

 サイト コレクション ID - サイトが所属するサイト コレクションの ID を表示します。 

 部署 - サイトが所属する部署を入力します。入力する部署は、事前に 設定 > 部署 で構成し

ておく必要があります。 

 サイトのメイン連絡先 - サイトのメイン連絡先となるユーザー名を入力します。 

 サイトのサブ連絡先 - サイトのサブ連絡先となるユーザー名を入力します。 

3. 構成の終了後、テンプレート ファイルを保存します。 

更新済みテンプレート ファイルのインポート 

インポート モードでは、特定の SharePoint Online サイト コレクションおよびサイトを管理するため、テンプレート フ

ァイルをインポート・適用することができます。 

更新済みテンプレート ファイルをインポートする方法については、以下の説明を参照してください。 

1. リボン上で [インポート モード] をクリックして、インポー ト モードにアクセスします。 

2. 名前と説明 - インポート ジョブの名前を入力します。必要に応じて説明を入力します (説明は必須ではあ

りません)。 

3. レベル - [サイト コレクション] を選択すると、エクスポート済みサイト コレクション テンプレート ファイルをイ

ンポートします。[サイト] を選択すると、エクスポート済みサイト テンプレート ファイルをインポートします。 

4. インポート場所 - 参照 をクリックすると、更新済みテンプレート ファイルを検索します。 

5. リボン上で [保存して適用] をクリックすると、構成を適用するジョブを開始します。ジョブ状態 タブに移動

します。詳細については、ジョブ状態の表示 を参照してください。 
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ジョブ状態の表示 

ジョブ状態 タブでは、エクスポート / インポート ジョブの状態およびジョブに関連する別の情報 (名前・説明・タイ

プ・更新者・最終更新日時 など) を表示することができます。 

ここでは次のアクションを実行することができます。 

 検索 - 入力したキーワードにより、表示したジョブをフィルターします。名前 および 更新者 列を使用して、

希望のジョブを検索することができます。検索することができるのは、現在のページに表示されている列のコン

テンツのみです。 

 行の表示 - 画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件数を選択すると、ページ毎に

表示されるジョブの件数を変更します。 

 ソート - 名前 列でソート ( ) ボタンをクリックして、昇順 または 降順 を選択するか、最終更新日時 列

でソート ( ) ボタンをクリックします。 

 アイテムのフィルター ( ) – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

アイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテム

をリストに表示させることができます。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 更新 - リボン上で [更新] をクリックすると、現在のインターフェイスが更新されます。 

 ダウンロード - インポート ジョブを選択して、リボン上で [ダウンロード] をクリックすると、インポート結果ファ

イルがダウンロードされます。 

SharePoint Online カスタム スクリプト設定が無効になっている原因でルート サイト コレクションのインポ

ートが失敗した場合、次の点に注意してください。 

o カスタム スクリプト設定は、SharePoint Online ユーザーが個人用サイトおよびセルフサービスに

よって作成されたサイトでカスタム スクリプトを実行できるかどうかを制御します。詳細については、h

ttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=397546 を参照してください。  

o カスタム スクリプトを有効にする方法については、以下の説明を参照してください。 

i. SharePoint 管理センター > 設定 > カスタム スクリプト に移動します。 

ii. [セフルサービスで作成されたサイトでユーザーがカスタム スクリプトを実行できるように

する] オプションを選択します。 

iii. [OK] をクリックして構成を保存します。 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=397546
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=397546
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*注意: カスタム スクリプト設定の変更が反映されるまでは、最大 24 時間かかる可能性がありま

す。24 時間後、失敗したサイト コレクションを再インポートします。 

 削除 - ジョブを選択して、リボン上で [削除] をクリックすると、選択したジョブが削除されます。 

要求の管理グループ内の設定の構成 

要求の管理グループでは、承認プロセス・ポリシー・メタデータ・サービス・実行スケジュール・対応フォーム管理 など

の要求に関連する設定を構成することができます。  

メタデータの構成 

Governance Automation Online では、ユーザーが新しいサイト コレクションまたはサイトを作成するための要

求を送信する際に選択できるメタデータを作成し、使用可能にすることができます。Governance Automation O

nline によって作成されたメタデータは、サイト コレクション / サイトのプロパティ バッグに保存されます。メタデータを使

用すると、作成目的・地理・コンプライアンス・レコード基準に関する情報などを保持することができます。 

*注意: Publish to Directory はサイト コレクション作成サービスに自動的に追加される定義済みメタデータ フ

ィールドです。Gvernance Automation Online によって作成されたサイト コレクションのメタデータ値を [はい] 

または [いいえ] に設定することができます。Publish to Directory メタデータの値を [はい] に設定しているサ

イト コレクションは、パブリック サイト コレクション ディレクトリに表示されます。パブリック サイト コレクション ディレクトリ

の詳細については、パブリック サイト コレクション ディレクトリ を参照してください。  

Governance Automation Online によって作成されたメタデータを管理する画面には、設定 内の 要求の管

理 グループで [メタデータ] をクリックして移動します。  

メタデータの検索およびフィルター 

画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューで、表示する行数を変更することができます。メタデータ名、既定

値、インデックス メタデータ、最終更新日時、作成者 などの列見出しに表示されたソート ( ) ボタンをクリックし

て、昇順 または 降順 を選択すると、メタデータを並べ替えることができます。  

以下の方法で、メタデータを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したメタデータをフィルターします。メタデータ名列および作成者列

で、希望のメタデータの検索が可能ですが、検索が可能なのは、現在表示している列のコンテンツに限りま

す。 
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  – リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。列の追加 ( ) 

ボタンをクリックし、列名の隣のチェックボックスを選択して列をリストに表示させます。 

  – リストに表示される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に表示された ( ) 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選択すると、選択したアイテムがリストに表示されます。  

メタデータ名をクリックすると、メタデータの詳細が表示されます。 

メタデータの作成・編集 

新しいメタデータを作成する場合は、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みメタデータを変更する場合は、メ

タデータを選択して [編集] をクリックします。 

メタデータを作成または編集するには、以下の設定を構成します。 

1. 名前とタイプ - 新しいメタデータの名前を メタデータ名 テキスト ボックスに入力します。Governance A

utomation Online によって作成されたすべてのメタデータには、プレフィックス GA_ が付きます。該当す

るオプションを選択して、メタデータ フィールドに保存する情報のタイプを選択します。1 行テキスト、複数行

テキスト、はい / いいえ (チェック ボックス)、選択肢 (メニューから選択)、ユーザーまたはグループ、管

理されたメタデータ から選択します。 

2. 列の追加設定 - 新しいメタデータの追加設定を構成します。必要に応じて 説明 テキスト ボックスに説明

を入力します (説明は必須ではありません)。このメタデータの情報タイプ フィールドでどの選択肢をチェック

したかによって、以下で設定する必要がある項目が異なります。 

 1 行テキスト - 希望のテキストを 既定値 テキスト ボックスに入力します。ドロップダウン メニューか

らメタデータ割り当ての担当者を選択します。[ビジネス ユーザー毎に割り当てる] または [IT 管

理者毎に割り当てる] を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる を選択している場合、ビ

ジネス ユーザーの入力を必須にする チェックボックスをクリックして、ビジネス ユーザーの入力を必

須にするかどうかを選択します。 

 複数行テキスト - 希望のテキストを 既定値 テキスト ボックスに入力します。キーボードの Enter 

キーを押すと、複数行テキストを入力することができます。ドロップダウン メニューからメタデータ割り

当ての担当者を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる または IT 管理者毎に割り当て

る を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる を選択している場合、ビジネス ユーザーの

入力を必須にする チェックボックスをクリックして、ビジネス ユーザーの入力を必須にするかどうかを

選択します。 

 はい / いいえ (チェック ボックス) - 規則および使用条件契約を有効にする かどうかを選択しま

す。このオプションが有効な場合は、テキスト ボックスに規則および使用条件を入力します。ドロッ

プダウン メニューから [はい] または [いいえ] を 既定値 として選択します。ドロップダウン メニュー

からメタデータ割り当ての担当者を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる または IT 管
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理者毎に割り当てる を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる を選択している場合、ビ

ジネス ユーザーの入力を必須にする チェックボックスを選択・選択解除することで、ビジネス ユー

ザーの入力を必須にするかどうかを選択します。 

 選択肢 (メニューから選択) - 選択肢をテキストボックスに入力します。複数の選択肢を入力す

る際は改行して入力してください。選択肢の表示形式を、ドロップダウン メニュー、ラジオ ボタ

ン、チェック ボックス (複数選択可能) から選択してください。これらの選択肢の既定値を選択し

ます。 

ドロップダウン メニューからメタデータ割り当ての担当者を選択します。[ビジネス ユーザー毎に割り

当てる] または [IT 管理者毎に割り当てる] を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる 

を選択している場合、ビジネス ユーザーの入力を必須にする チェックボックスをクリックして、ビジネ

ス ユーザーの入力を必須にするかどうかを選択します。 

 ユーザーまたはグループ - ユーザー名またはグループ名を 既定値 フィールドに入力します。複数

入力する場合は、セミコロンで区切ります。ドロップダウン メニューからメタデータ割り当ての担当者

を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる または IT 管理者毎に割り当てる を選択しま

す。ビジネス ユーザー毎に割り当てる を選択している場合、ビジネス ユーザーの入力を必須に

する チェックボックスをクリックして、ビジネス ユーザーの入力を必須にするかどうかを選択します。 

 管理されたメタデータ – 管理されたメタデータの以下の設定を構成します。 

o 複数値フィールド - Governance Automation Online によって作成されたサイト コ

レクションの用語を複数作成する場合、複数の値を許可する チェックボックスを選択しま

す。  

o 用語セットの設定 - 管理センターおよび用語セットを選択してください ドロップダウン メ

ニューから管理センターを選択して、用語を取得する用語セットを読み込みます。Manag

ed Metadata Service ツリーを展開して、用語セット名をクリックすると、用語を選択す

る用語セットが選択されます。選択した用語セットはオレンジ色でハイライト表示されま

す。  

o 規定値 − 既定値として希望の用語をテキスト ボックスに入力するか、メタデータの選択 

( ) ボタンを選択して メタデータの選択 画面にアクセスし、既定値を選択します。用

語セット ツリーを展開して希望の用語を選択し、メタデータの選択画面の左下にある 

[追加] をクリックします。  

ビジネス ユーザー毎に割り当てる または IT 管理者毎に割り当てる を選択します。ビジネス ユ

ーザー毎に割り当てる を選択している場合、ビジネス ユーザーの入力を必須にする チェックボッ

クスを選択して、ビジネス ユーザーの入力を必須にするかどうかを選択します。 
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3. インデックス メタデータ - Governance Automation Online のサイト コレクション / サイト レポートの

メタデータをインデックスするかどうかを選択します。  

 はい – Governance Automation Online のサイト コレクション / サイト レポート内のメタデ

ータ列のより迅速なフィルター・検索・ソートを可能にします。メタデータをインデックスすると、データ

ベースの使用容量は増加しますが、必要とするストレージ容量が少なくなります。  

 いいえ - インデックスはデータベースに追加されず、サイト コレクション / サイト レポートのメタデータ

列のフィルター・検索・ソートは比較的低速となります。  

4. [保存] をクリックすると、構成を保存して メタデータ管理 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、

構成を保存せずに メタデータ管理 画面に戻ります。 

*注意: 既存のサービスに適用されるメタデータの編集完了後、[保存してすべての適用済みサービスへ更

新] をクリックすると、該当するサービスのメタデータを保存して更新します。 

メタデータの削除 

構成済みメタデータを選択して、リボン上で [削除] をクリックすると、メタデータを削除します。削除を確認するポップ

アップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したメタデータを削除します。[キャンセル] をクリックす

ると、選択したプロパティを削除せずに メタデータの管理 画面に戻ります。 

実行スケジュールの構成 

実行スケジュール 画面では、Governance Automation Online がサービス要求実行のスケジュールを設定す

ることができます。 

実行スケジュール 設定ページには、設定 画面で [実行スケジュール] をクリックしてアクセスします。 

実行スケジュールの表示および検索 

画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューで、表示する実行スケジュールの数を変更することができます。  

検索 テキスト ボックスにキーワードを入力して、検索 ( ) ボタンをクリックすると、表示される実行スケジュールを検

索することができます。 

実行スケジュールの作成・編集 

新しい実行スケジュールを作成する場合は、リボン上で [作成] を選択します。実行スケジュールを選択して、リボン

上で [編集] をクリックすると、構成済み実行スケジュールを変更します。  

実行スケジュールの作成・編集画面で構成できる設定は以下のとおりです。 
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1. 実行スケジュール名と説明 - テキスト ボックスに実行スケジュールの 名前 を入力し、必要に応じて実行ス

ケジュールの 説明 を入力します (説明は必須ではありません)。 

2. 実行スケジュールの定義 - 実行時間と実行日を指定して、サービスの実行スケジュールを作成します。[リ

ストに追加] をクリックすると、下の実行スケジュール リスト欄にスケジュールが追加されます。[設定のクリ

ア] をクリックすると、実行スケジュールがリセットされます。 

3. タイム ゾーン - 実行スケジュールのタイム ゾーンを選択します。 

4. [保存] をクリックすると、構成を保存して 実行スケジュール 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックする

と、構成を保存せずに 実行スケジュール 画面に戻ります。 

実行スケジュールの削除 

構成済み実行スケジュールを選択して、リボン上で [削除] をクリックすると、実行スケジュールを削除します。削除を

確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択した実行スケジュールを削除します。

[キャンセル] をクリックすると、選択した実行スケジュールを削除せずに 実行スケジュール 画面に戻ります。 

対応フォームの構成 

対応フォーム管理では、要求を開始する際に最適なサービスへ要求者をガイドする対応フォームを構成することがで

きます。対応フォームでは、希望の質問の追加・質問の順序の定義・質問の論理関係のカスタマイズ・回答条件の

追加・要求者に表示されるサービスの選択を実行することができます。 

*注意: 対応フォーム管理機能は Internet Explorer 8 で使用することはできません。この機能を使用する場合

は、Google Chrome もしくは Internet Explorer 9 以上を使用することを推奨します。 

対応フォーム管理 設定には、設定 内の 要求の管理 グループで [対応フォーム管理] をクリックして移動します。 

対応フォームの表示および検索 

画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューで、表示する対応フォーム数を変更することができます。  

表示される対応フォームを検索する場合は、検索 テキスト ボックスにキーワードを入力して、検索 ( ) ボタンをクリ

ックします。 

対応フォームの作成または編集 

新しい対応フォームを作成する場合は、リボン上で [作成] をクリックします。構成済み対応フォームを変更する場合

は、対応フォームを選択して、リボン上で [編集] をクリックします。 

対応フォームの作成・編集画面で構成できる設定は以下のとおりです。 
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1. 名前と説明 - 作成する対応フォームの名前を入力します。必要に応じて説明を入力します (説明は必須

ではありません)。 

2. 言語 - この対応フォームで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、使用されている言語に従っ

て対応フォームをフィルターすることができます。 

3. 対応フォームのカテゴリー - 対応フォームの管理に使用するカテゴリーです。ドロップダウン メニューから既存

カテゴリーを選択するか、[新規作成] をクリックしてこの対応フォームの新しいカテゴリーを作成し、カテゴリ

ーの作成 画面で新しいカテゴリーを構成します。 

4. 対応フォーム権限 – すべてのユーザーがこの対応フォームを使用できるようにする を選択すると、対応フ

ォームをすべてのユーザーが使用できるようにするかどうかを選択できます。この対応フォームを使用するユー

ザー / グループを選択する を選択する場合は、この対応フォームにアクセスする権限を持っているユーザー

またはグループを指定し、テキスト ボックスにそのユーザー / グループのユーザー名を入力します。ユーザーの

確認 ( ) ボタンをクリックして名前が有効であることを確認します。参照 ( ) ボタンをクリックして、ユーザ

ーを検索することもできます。複数のユーザーを入力する場合は、セミコロンで区切ります。 

5. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

6. 質問 - この対応フォームの質問を定義します。 

 新しい質問を作成するには、[質問の追加] をクリックして、質問の追加 画面で以下の設定を

構成します。 

a. 質問 – 質問を入力し、ドロップダウン メニュー、ラジオ ボタン、管理されたメタデータ 

から回答タイプを選択します。 

b. 回答設定 - 質問への回答を定義します。複数の選択肢を入力する際は改行して入力

してください。既定の回答を定義しておくこともできます。 

c. [保存] をクリックすると、質問を保存します。 

 作成済み質問を編集するには、質問名の横の編集 ( ) ボタンをクリックして、質問の編集 画

面で設定を変更します。 

 作成済み質問を削除するには、質問名の横の削除 ( ) ボタンをクリックします。 

7. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

8. 論理図を構成する方法については、以下の説明を参照してください。  

a. 希望の質問を、画面左側から画面右側の 開始 ポイントへドラッグします。  

b. 質問の回答下にある矢印の下へ別の質問をドラッグして、論理関係を定義します。 

c. 複数の質問を追加する場合は上記の手順を繰り返します。 
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*注意: 同じ質問を画面右側の複数の論理フローへ追加することは可能ですが、1 つの質問を 

1 つの論理フローに複数回追加することはできません。 

d. 各論理フローのエンド ポイントに希望のサービスをドラッグします。 

e. 論理フローに合わせるサービスがない場合、[自動的にエンドポイントを追加する] をクリックし

て、すべてのポイントを サービスなし で終了します。[サービスなし] エンド ポイントを使用する場

合、カスタム メッセージを定義することができます。このメッセージは、要求者に対して使用可能な

サービスが存在しない場合に、要求者を正しいソリューションに誘導するために使用することができ

ます。 

i. サービスなし エンド ポイントの横の編集 ( ) ボタンをクリックすると、カスタム メッセー

ジ ウィンドウが表示されます。 

ii. テキスト ボックスに要求者に表示されるメッセージを入力します。 

iii. リボン上で [保存] を選択すると、構成を保存します。 

画面左側の作成済み質問とサービスを検索に使用することができます。質問 または サービス の下の

テキスト ボックスで、質問名またはサービス名のキーワードを入力し、検索 ( ) ボタンをクリックすると

検索を実行します。 

除去 ( ) ボタンをクリックすると、論理図から質問を削除します。 

9. 質問の構成設定の完了後、次のオプションから選択します。 

 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成を確認・変更することができま

す。 

 [下書きとして保存] をクリックすると、対応フォームを下書きとして保存し、対応フォーム管理 画

面へ戻ります。 

 [保存してアクティブ化] をクリックすると、すべての構成を保存し、この対応フォームをアクティブに

します。 

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 対応フォーム管理 画面に戻ります。 

対応フォームのアクティブ化 / 非アクティブ化 / コピー / 削除 

非アクティブ状態の対応フォームをアクティブ状態にするには、対応フォームを選択して、リボン上で [編集] をクリック

します。対応フォームをレビューして、[保存してアクティブ化] をクリックします。 

アクティブ状態の対応フォームを非アクティブ状態にするには、対応フォームを選択して、リボン上で [非アクティブ化] 

をクリックします。 
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既存の対応フォームをコピーし、小さな修正を加えて新しい対応フォームとして保存するには、対応フォームを選択

し、リボン上で [コピー] をクリックして変更します。 

構成済み対応フォームを選択して、リボン上で [削除] をクリックすると、対応フォームを削除します。削除を確認す

るポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択した対応フォームを削除します。[キャンセル] 

をクリックすると、選択した対応フォームを削除せずに 対応フォーム管理 画面に戻ります。 

レポートの監視の管理 

レポートの監視 では、ユーザーによって作成されたすべての要求・タスク・洗い替えレポート、ユーザーに割り当てられ

たすべての要求・タスク・洗い替えレポートを管理することができます。 

レポートの監視 には、設定 の レポートの監視 グループからアクセスします。 

すべての要求 

すべての要求 では、ユーザーによって作成された送信済みサービス要求を一元管理することができるため、単一の

画面ですべての要求を把握することができます。  

すべての要求 設定ページには、設定 内の レポートの監視 グループで [すべての要求] をクリックしてアクセスしま

す。[戻る] をクリックすると、設定 画面に戻ります。  

ページ毎に表示する要求の件数と表示順序は変更可能です。ページごとに表示する要求数を変更するには、右上

隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。列見出しに表示されたソート ( ) ボタ

ンをクリックしてから、昇順 または 降順 を選択すると、要求のソートを実行することができます。 

以下の方法で、サービス要求を表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したサービス要求をフィルターします。サービス要求・サービス・担当

者 の各列を使用して、希望のサービス要求を検索することができます。検索することができるのは、現在の

ページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列の隣に表示

されたアイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した

アイテムをリストに表示させることができます。 



 

132  

 
Governance Automation Online 管理者用ガイド 

 

 

すべての要求 画面では、以下のアクションを実行することができます。 

 詳細の表示 - 要求名をクリックすると、構成が表示されます。  

 要求の取り消し - キャンセルする要求を選択して、リボン上で [要求の取り消し] をクリックします。 

 削除 - 削除する要求を選択して、リボン上で [削除] をクリックします。 

 

すべてのタスク 

すべてのタスク では、ユーザーに割り当てられたタスクのすべてを中央で管理するため、単一のインターフェイスで現在

のタスクすべて、または過去のタスクを把握することができます。  

すべてのタスク ページへは、設定 内の レポートの監視 配下の [すべてのタスク] をクリックしてアクセスします。[戻

る] をクリックすると、すべてのタスク 画面を閉じます。 

ページ毎に表示するタスクの件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更するには、右

上隅にある [行の表示] のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。タスクを並べ替えるには、列見出し

に表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることもできます。 

 検索 – キーワードを入力して表示したタスクをフィルターします。タイトル・要求者・担当者 の各列を使用

して、希望のタスクを検索することができます。検索することができるのは、現在のページに表示されている列

のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列の隣に表示

されたアイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した

アイテムをリストに表示させることができます。 

サイト コレクションの作成、削除、延長、サイトの作成タスク 

サイト コレクションの作成、サイトの作成、サイト コレクション全体の削除、サイト コレクションの延長サービスのタスク

に対して、実行できる操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 - タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 画面では、次のオ

プションが表示されます。 
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o 承認 – リボン上で [承認] をクリックすると、このタスクを完了します。 

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックすると、このタスクを却下します。 

o 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、このボタン

が承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の編集 画面でこの

要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこの要求のバ

ージョンを表示します。 

 承認 – タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックするとタスクを承認します。ポップアップ ウィンドウ上で

コメントを入力することもできます。[OK] をクリックすると、タスクを完了します。[キャンセル] をクリックする

と、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

 却下 – タスクを選択し、リボン上の [却下] をクリックするとタスクを却下します。ポップアップ ウィンドウ上で

コメントを入力することもできます。[OK] をクリックすると、タスクを完了します。[キャンセル] をクリックする

と、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

サイト コレクションのライフサイクル管理タスク 

サイト コレクションのライフサイクル管理サービスのタスクに対して、実行できる操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 - タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 画面では、次のオ

プションが表示されます。  

o 承認 – リボン上で [承認] をクリックすると、このタスクを完了します。 

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックすると、このタスクを却下します。 

o 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、このボタン

が承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の編集 画面でこの

要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこの要求のバ

ージョンを表示します。 

 承認 – タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックするとタスクを承認します。ポップアップ ウィンドウ上で

コメントを入力することもできます。[OK] をクリックすると、タスクを完了します。[キャンセル] をクリックする

と、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

 却下 – タスクを却下するには、タスクを選択してリボン上の [却下] をクリックします。ポップアップ ウィンドウ

上でコメントを入力することもできます。[OK] をクリックするとタスクを完了します。[キャンセル] をクリックす

ると、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 
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サイト コレクションのアクセスしきい値またはリース期間が超過すると、サイト コレクションのライフサイクル管理タスクが

自動的に生成され、承認者に割り当てられます。自動的なサイト コレクションのライフサイクル管理タスクに対して実

行できる操作は以下のとおりです。 

 アクセス続行 - タスクを選択して、リボン上で [アクセス続行] をクリックし、サイト コレクションの延長タスク

を実行します。ポップアップ ウィンドウで、[OK] をクリックしてタスクを実行するか、[キャンセル] をクリックして 

すべてのタスク 画面に戻ります。 

 延長 – タスクを選択し、リボン上で [延長] をクリックして、このタスク内のサイト コレクションのリースを延長

します。ポップアップ ウィンドウで正の整数を入力し、ドロップダウン メニューから [日間]、[週間]、[ヶ月間] 

を選択して、サイト コレクションの リースを延長する期間を構成します。[OK] をクリックしてタスクを実行す

るか、[キャンセル] をクリックして すべてのタスク 画面に戻ります。 

 削除 - タスクを選択して、リボン上で [削除] をクリックし、サイト コレクション全体の削除 タスクを実行し

ます。ポップアップ ウィンドウで [OK] をクリックしてタスクを実行するか、[キャンセル] をクリックしてタスクを

実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

 ポリシーの変更 – タスクを選択して、リボン上で [ポリシーの変更] をクリックし、このタスクでのサイト コレク

ションのポリシーを変更します。ポップアップ ウィンドウで、[OK] をクリックしてタスクを実行するか、[キャンセ

ル] をクリックして すべてのタスク 画面に戻ります。 

サイトのライフサイクル管理タスク 

サイトのライフサイクル管理サービスのタスクに対して、実行できる操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 - タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 画面では、次のオ

プションが表示されます。 

o 承認 – リボン上で [承認] をクリックすると、このタスクを完了します。 

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックすると、このタスクを却下します。 

o 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、このボタン

が承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の編集 画面でこの

要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこの要求のバ

ージョンを表示します。 

 承認 – タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックするとタスクを承認します。ポップアップ ウィンドウで、

今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックすると、タスクを完了します。

[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 
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 却下 – タスクを選択してリボン上の [却下] をクリックします。ポップアップ ウィンドウで、今後の参考のため、

このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックすると、タスクを完了します。[キャンセル] をクリッ

クすると、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

権限の付与タスク 

権限の付与サービスのタスクに対して、実行できる操作は以下のとおりです。  

 タスクの表示 - タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 画面では、次のオ

プションが表示されます。  

o 承認 – リボン上で [承認] をクリックすると、このタスクを完了します。 

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックすると、このタスクを却下します。 

o 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、このボタン

が承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の編集 画面でこの

要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこの要求のバ

ージョンを表示します。 

 承認 – タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックするとタスクを承認します。ポップアップ ウィンドウで、

今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックすると、タスクを完了します。

[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

 却下 – タスクを選択してリボン上の [却下] をクリックします。ポップアップ ウィンドウで、今後の参考のため、

このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックすると、タスクを完了します。[キャンセル] をクリッ

クすると、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

権限の変更、ユーザー権限のクローン / 転送タスク 

権限の変更、ユーザー権限のクローン / 転送サービスのタスクに対して実行できる操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 - タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 画面では、次のオ

プションが表示されます。  

o 送信 – リボン上で [送信] をクリックすると、このタスクを完了します。 

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックすると、このタスクを却下します。 

o レポートのレビュー - このタスクのレポートの詳細をレビューします。以下の選択肢から 1 件を選

択します。 

 画面に表示 – 直接レポートを開き、画面で詳細を表示します。権限の変更タスクの詳

細に関しては、権限のレビュー を参照してください。 
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 レポートのダウンロード – レポートをダウンロードして、変更を希望する箇所のデータを変

更します。ポップアップ ウィンドウで [参照] をクリックすると、変更済みファイルをアップロー

ドします。 

o 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、このボタン

が承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の編集 画面でこの

要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこの要求のバ

ージョンを表示します。 

 送信 – タスクを選択し、リボン上の [送信] をクリックすると、タスクに変更を送信します。ポップアップ ウィン

ドウで、今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックすると、タスクを完了

します。[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

 却下 – タスクを却下するには、タスクを選択してリボン上の [却下] をクリックします。ポップアップ ウィンドウ

で、今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックすると、タスクを完了しま

す。[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

権限のレビュー 

権限の変更タスクの詳細表示画面では、次のアクションを実行することができます。 

 レコードのフィルター - 左上隅にあるドロップダウン リストから [ユーザー ベース] または [オブジェクト ベ

ース] を選択します。既定では、すべての結果 が選択されています。 

 送信 – [送信] をクリックして、タスクを送信し、すべての変更を SharePoint へ適用します。 

 リセット - リボン上で [リセット] をクリックして [個人用変更のリセット] または [すべての変更のリセット] 

を選択します。 

o 個人用変更のリセット - ログイン中のユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 

o すべての変更のリセット - すべてのユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 

 レポートのエクスポート - リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックすると、権限レビュー レポートをエ

クスポートします。レポートのエクスポート ウィンドウで、ローカル パスへエクスポートするか、エクスポート先へ

エクスポートするかを選択し、レポート形式 (CSV または XLS) を選択することができます。[データシート

へエクスポート] をクリックすると、レポートをエクスポートします。 

 ユーザー権限の編集 – ユーザーを選択し、[ユーザー権限の編集] をクリックします。権限の編集 画面

で、権限 セクションのアクセス許可レベルを変更します。リボン上の [保存] をクリックすると、変更を保存し

て詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 
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 ユーザー権限の削除 - ユーザーを選択して、[ユーザー権限の削除] をクリックします。操作確認のポップ

アップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、ユーザーの権限を削除します。 

 ユーザーの削除 - ユーザーを選択して、[ユーザーの削除] をクリックします。削除確認のポップアップ ウィン

ドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したユーザーを削除します。 

 グループ権限の編集 – グループを選択し、[グループ権限の編集] をクリックします。権限の編集 画面

で、権限 セクションのアクセス許可レベルを変更します。[保存] をクリックすると、変更を保存して 詳細の

表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 

 グループ権限の削除 - グループを選択して、[グループ権限の削除] をクリックします。操作確認のポップ

アップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、ユーザーの権限を削除し、詳細の表示 ページに

戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 

 ユーザーの削除 – グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。1 件または複数の

ユーザーを選択して、リボン上の [ユーザーの削除] をクリックします。削除確認のポップアップ ウィンドウが

表示されます。[OK] をクリックすると、選択したユーザーを削除します。 

 グループからユーザーを削除 – グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。1 件

または複数のユーザーを選択して、リボン上の [グループからユーザーを削除] をクリックします。操作確認

のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択されたユーザーはグループから削除さ

れます。 

 グループの変更 - グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。1 件または複数の

ユーザーを選択して、リボン上の [グループの変更] をクリックします。 

グループの変更 画面で、変更を加えたいグループを選択し、グループの変更に使用する方法を [コピー] 

もしくは [移動] から選択します。コピー を選択すると、新しいグループにユーザーをコピーします。移動 を

選択すると、以前所属していたグループからユーザーを除去し、その後新しいグループにユーザーを追加しま

す。[保存] をクリックすると、変更を保存して詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライト

されます。 

変更アクション / コンテンツ移動 / 作成タスク 

サイト コレクションの連絡先 / 管理者の変更、サイト コレクション設定の変更、サイト連絡先の変更、サイト メタデ

ータの変更、コンテンツ移動、ライブラリ / リストの作成、ライブラリ / リスト設定の変更サービスのタスクに対して、実

行できる操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 - タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 画面では、次のオ

プションが表示されます。  

o 承認 – リボン上で [承認] をクリックすると、このタスクを完了します。 
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o 却下 – リボン上で [却下] をクリックすると、このタスクを却下します。 

o 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、このボタン

が承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の編集 画面でこの

要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこの要求のバ

ージョンを表示します。 

 承認 – タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックするとタスクを承認します。ポップアップ ウィンドウで、

今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックすると、タスクを完了します。

[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

 却下 – タスクを却下するには、タスクを選択してリボン上の [却下] をクリックします。ポップアップ ウィンドウ

で、今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックすると、タスクを完了しま

す。[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに すべてのタスク 画面に戻ります。 

エラー タスク 

管理者に割り当てられたエラー タスクに対して実行することのできる操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 - タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 画面では、次のオ

プションが表示されます。 

o リトライする - リボン上で [リトライする] をクリックすると、失敗したセクションを再試行します。 

o スキップする - リボン上で [スキップする] をクリックすると、失敗したセクションをスキップしてワーク

フローを続行します。 

o 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこの要求のバ

ージョンを表示します。 

 リトライする - 失敗したセクションを含むタスクの場合、タスク タイトルの前にある選択 ( ) ボタンをクリック

し、リボン上で [リトライする] をクリックすると、失敗したセクションを再試行します。 

 スキップする - 失敗したセクションを含むタスクの場合、タスク タイトルの前にある選択 ( ) ボタンをクリック

し、リボン上で [スキップする] をクリックすると、失敗したセクションをスキップしてワークフローを続行します。 

SharePoint Online カスタム スクリプト設定が無効になっている原因でエラー タスクが生成された場合、カスタム 

スクリプト設定を有効にして、エラー タスクを再試行してください。カスタム スクリプト設定の詳細情報およびカスタム 

スクリプト設定を有効にする方法については、ジョブ状態の表示 を参照してください。 



 139 

 
Governance Automation Online 管理者用ガイド 

 

すべての洗い替えレポート 

すべての洗い替えレポート は、全ユーザーに割り当てられたすべての洗い替えタスクを表示するため、ひとつのインタ

ーフェイスですべての洗い替えタスクを把握することができます。  

すべての洗い替えレポート ページへは、設定 内の レポートの監視 配下の [すべての洗い替えレポート] をクリッ

クしてアクセスします。[戻る] をクリックすると、すべての洗い替えレポート 画面を閉じます。 

すべての洗い替えレポート 画面の上部には、[Governance Automation Online はこのレポートの 90 

日間の履歴情報を保存します。] と表示されます。90 日間以上前のレポートを保存する場合は、メッセージ内の 

[エクスポート先の変更] リンクをクリックして、エクスポート先にレポートを保存します。 

ページ毎に表示するタスクの件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更するには、右

上隅にある [行の表示] のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。列見出しに表示されたソート ( ) 

ボタンをクリックしてから、昇順 または 降順 を選択すると、タスクのソートを実行することができます。 

以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることもできます。 

 検索 – キーワードを入力して表示したタスクをフィルターします。要求のタイトル・要求者・担当者 の各列

を使用して、希望のタスクを検索することができます。検索することができるのは、現在のページに表示されて

いる列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、列をリストに表示させます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列の隣に表示

されたアイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した

アイテムをリストに表示させることができます。 

権限洗い替えタスク 

Governance Automation Online で管理するサイト コレクションにサイト コレクション ポリシーが適用されてい

て、サイト コレクション ポリシーで洗い替えプロファイルが選択されている場合、権限洗い替えタスクが生成されます。

このタスクには、このサイト コレクションのユーザーまたはグループの検索された権限が含まれています。承認者が Gov

ernance Automation Online で権限の変更を実行すると、変更が SharePoint Online に反映されます。 

権限洗い替えタスクに対して実行することのできるアクションは以下のとおりです。 

 タスクの表示 – 要求のタイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。タスクの詳細 ページには、次

のオプションが表示されます。 
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o レコードのフィルター - 左上隅にあるドロップダウン リストから [ユーザー ベース] または [オブジ

ェクト ベース] を選択します。既定では、すべての結果 が選択されています。 

o 送信 – [送信] をリボン上でクリックすると、変更を送信し、SharePoint Online に変更を適用

します。 

o リセット - リボン上で [リセット] をクリックして [個人用変更のリセット] または [すべての変更の

リセット] を選択します。 

 個人用変更のリセット - ログイン中のユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 

 すべての変更のリセット - すべてのユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 

o レポートのエクスポート - リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックして権限の洗い替えレポ

ートをエクスポートします。レポートのエクスポート ウィンドウで、ローカル パスへエクスポートするか、

エクスポート先へエクスポートするかを選択し、レポート形式 (CSV または XLS) を選択すること

ができます。[データシートへエクスポート] をクリックすると、レポートをエクスポートします。 

o 履歴の表示 - [履歴の表示] をクリックすると、タスクの以前のバージョンを表示することができま

す。 

o ユーザーの削除 - ユーザーを選択して、[ユーザーの削除] をクリックします。削除確認のポップア

ップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したユーザーを削除します。 

o ユーザー権限の編集 – ユーザーを選択し、リボン上で [ユーザー権限の編集] をクリックします。

権限の編集 画面で、権限 セクションのアクセス許可レベルを変更します。リボン上の [保存] をク

リックすると、変更を保存して 詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされま

す。 

o ユーザー権限の削除 - ユーザーを選択して、[ユーザー権限の削除] をクリックします。操作確認

のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、ユーザーの権限を削除します。 

o グループ権限の編集 – グループを選択し、リボン上で [グループ権限の編集] をクリックします。

権限の編集 画面で、権限 セクションのアクセス許可レベルを変更します。[保存] をクリックする

と、変更を保存して 詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 

o グループ権限の削除 - グループを選択して、[グループ権限の削除] をクリックします。操作確認

のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、ユーザーの権限を削除し、詳細

の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 

o ユーザーの削除 – グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。1 件また

は複数のユーザーを選択して、リボン上の [ユーザーの削除] をクリックします。削除確認のポップ

アップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したユーザーを削除します。 
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o グループからユーザーの削除 – グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されま

す。1 件または複数のユーザーを選択して、リボン上の [グループからユーザーを削除] をクリック

します。操作確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択されたユー

ザーはグループから削除されます。 

o グループの変更 - グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。1 件または

複数のユーザーを選択して、リボン上の [グループの変更] をクリックします。  

グループの変更 画面で、変更を加えたいグループを選択し、グループの変更に使用する方法を 

コピーする もしくは 移動する から選択します。コピーする を選択すると、新しいグループにユーザ

ーをコピーします。移動する を選択すると、以前所属していたグループからユーザーを除去し、その

後新しいグループにユーザーを追加します。[保存] をクリックすると、変更を保存して詳細の表示 

ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 

 送信 – タスクを選択し、リボン上で [送信] をクリックすると、タスクの変更を送信します。ポップアップ ウィン

ドウで、今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックすると、タスクを完了

します。[キャンセル] をクリックすると、個人用洗い替えレポート 画面に戻ります。 

監査レポートの管理 

監査レポート には、設定 の 監査レポート グループから各パネルをクリックしてアクセスします。 

監査レポートには、ユーザｰ・サービス要求・承認プロセスのアクティビティに関する情報が表示されます。以下から選

択します。 

 ユーザー アクティビティ レポート ‒ Governance Automation Online ユーザー (管理者およびビジネ

ス ユーザーを含む) によって実行される操作の詳細が表示されます。ユーザー アクティビティ レポートでは、

エラーが発生したときのユーザーの動作を検証して、有用な情報の提供に役立てたり、その動作がガバナン

ス ポリシーに則ったものであるかどうかを確認したりすることができます。  

 サービス要求レポート ‒ 送信済みサービス要求の詳細情報が表示されます。サービス要求レポートにより、

サービス要求の全体的な利用状況の把握が可能となり、そこから IT チャージバックや予算に関する情報を

収集することができます。  

 承認プロセス レポート - サービス要求が承認されると、その承認プロセスのすべての処理証跡が表示され

ます。承認プロセス レポートにサービス要求の詳細情報が表示されるため、そこからジョブ パフォーマンスをレ

ビューし、サービス要求フローを最適化して、プロセスの効率を向上させることができます。  



 

142  

 
Governance Automation Online 管理者用ガイド 

 

 

ユーザー アクティビティ レポート 

ユーザー アクティビティ レポート ページへは、監査レポート グループで [ユーザー アクティビティ レポート] をクリッ

クしてアクセスします。[戻る] をクリックすると、ユーザー アクティビティ レポートの画面を閉じます。  

ユーザー アクティビティ レポートの管理 

ページごとに表示するレポート数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから数字を選択

します。レポートを並べ替えるには、変更日時 の列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックして、昇順 また

は 降順 を選択します。 

ユーザー アクティビティ レポート 画面の上部には、Governance Automation Online はこのレポートの 

90 日間の履歴情報を保存します。 と表示されます。90 日間以上前のレコードを保存する場合は、メッセージ内

の エクスポート先の変更 リンクをクリックして、エクスポート先にレコードを保存します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索する

ことができます。使用できる列は ユーザー および オブジェクト インスタンス名 です。検索することができる

のは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

アイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテム

をリストに表示させることができます。 

ユーザー アクティビティ レポートのフィルターおよび生成 

ユーザー アクティビティ レポートのフィルターと生成の実行方法については、以下の説明を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。オブジェクト、タイ

プ、アクション、期間、ユーザー に対して、フィルターを設定することができます。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルター 

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。レポートのエク

スポートの詳細情報については、レポートのエクスポート を参照してください。 
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ユーザー アクティビティ レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

  



 

144  

 
Governance Automation Online 管理者用ガイド 

 

 

サービス要求レポート 

サービス要求レポート ページへは、監査レポート グループで [サービス要求レポート] をクリックしてアクセスします。

[戻る] をクリックすると、サービス要求レポート画面を閉じます。  

サービス要求レポートの管理 

ページごとに表示するレポート数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから数字を選択

します。レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 降順 

を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートをフィルター

することができます。使用できる列は サービス名、サービス要求名、要求者、担当者 です。検索することが

できるのは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

アイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテム

をリストに表示させることができます。 

サービス要求レポートのフィルターおよび生成 

サービス要求レポートをフィルターと生成の実行方法については、以下の手順を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。サービス タイプ、サ

ービス名、要求者、担当者、期間、部署 のフィルターを設定することができます。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルター 

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  

サービス要求レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 
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承認プロセス レポート 

承認プロセス レポート には、監査レポート 配下の [承認プロセス レポート] をクリックしてアクセスします。[戻る] 

をクリックすると、承認プロセス レポート 画面を閉じます。  

承認プロセス レポートの管理 

ページごとに表示するレポート数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから数字を選択

します。レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 降順 

を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索する

ことができます。使用できる列は サービス要求名 と ユーザー です。検索することができるのは、現在のペー

ジに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

アイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテム

をリストに表示させることができます。 

承認プロセス レポートのフィルターおよび生成 

承認プロセス レポートのフィルターおよび生成の実行方法については、以下の手順を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。サービス タイプ、サ

ービス要求名、状態、期間、部署、ユーザー に対してフィルターを設定することができます。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルター 

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  

承認プロセス レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 
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管理レポートの管理 

管理レポート セクションには、Governance Automation Online によって作成されたサイト コレクションとサイト

についての基本情報を表示することができるパネルが表示されています。 

 サイト コレクション レポート - Governance Automation Online で作成されたサイト コレクションの

関連情報 (サイト コレクション URL、部署、タイトル、ポリシー、サイト コレクション テンプレート、サイト コレ

クションのメイン管理者、サイト コレクションのメイン連絡先、サイト コレクションのサブ連絡先など) が一覧表

示されます。必要に応じて、レポートにデータを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 サイト レポート - Governance Automation Online で作成されたすべてのサイトの関連情報 (サイト 

URL、部署、タイトル、サイト テンプレート、サイトのメイン連絡先、サイトのサブ連絡先など) が一覧表示さ

れます。必要に応じて、レポートにデータを表示する方法をカスタマイズすることができます。  

サイト コレクション レポート 

サイト コレクション レポート ページには、管理レポート グループで [サイト コレクション レポート] をクリックしてアク

セスします。[戻る] をクリックすると、サイト コレクション レポート 画面を閉じます。  

サイト コレクション レポートの管理 

ページごとに表示するレポート数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから数字を選択

します。レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 降順 

を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索する

ことができます。使用できる列は URL、タイトル、説明、サイト コレクションのメイン管理者、サイト コレク

ションのメイン連絡先、サイト コレクションのサブ連絡先、およびメタデータです。検索することができるの

は、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

アイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテム

をリストに表示させることができます。 
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サイト コレクション レポートのフィルターおよび生成 

サイト コレクション レポートのフィルターおよび生成の実行方法については、以下の手順を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。URL、サイト テン

プレート、サイト コレクション サイズ、状態、部署、ポリシー、サイト コレクションのメイン連絡先 のフィル

ターを設定することができます。有効期限によるフィルター も使用可能です。[非アクティブしきい値の日

時] および [リース期間の有効期限] を設定して、フィルター ルールを追加します。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルター 

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  

サイト コレクション レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

サイト コレクション ポリシーの適用 

サイト コレクション レポートでは、サイト コレクション ポリシーをサイト コレクションに一括で適用することができます。 

サイト コレクション ポリシーの適用方法については、以下の手順を参照してください。 

1. 1 件または複数のサイト コレクションを選択して、リボン上の [ポリシーの適用] をクリックします。 

*注意: ポリシーの適用機能を使用できるのは、アクティブ状態であり、かつ進行中のプロセスの存在しない

サイト コレクションのみです。 

2. ポリシーの適用 ウィンドウで、次の設定を構成します。 

a. サイト コレクション ポリシー - ドロップダウン リストからサイト コレクション ポリシーを選択します。こ

のサイト コレクション ポリシーが、選択したサイト コレクションに適用されます。 

b. 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を選択するか、または [新規

場所の追加] をクリックして新しい場所を作成します。このエクスポート先は、サイト コレクション ポ

リシー適用結果レポートの保存先として使用されます。 

3. [送信] をクリックすると、構成を保存して サイト コレクション レポート 画面に戻ります。Governance A

utomation Online のバックエンドで、サイト コレクション ポリシーの適用が開始されます。リボン上の [更
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新] をクリックすると、サイト コレクション ポリシー名を表示します。サイト コレクション ポリシーの適用が成功

すると、対象ポリシー名が ポリシー 列の配下に表示されます。 

4. エクスポート先に移動すると、サイト コレクション ポリシー適用結果レポートを表示することができます。レポ

ートには、URL、初期ポリシー、対象ポリシー、結果、コメント などの情報が含まれます。 

サイト レポート 

サイト レポート ページへは、管理レポート 配下の [サイト レポート] をクリックしてアクセスします。[戻る] をクリック

すると、サイト レポート 画面を閉じます。  

サイト レポートの管理 

ページ毎のレポートの表示件数を変更するには、右上隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件数を

選択します。レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 

降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索する

ことができます。使用できる列は URL および タイトル です。検索することができるのは、現在のページに表

示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

アイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテム

をリストに表示させることができます。 

サイト レポートのフィルターおよび生成 

サイト レポートのフィルターおよび生成の実行方法については、以下の手順を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。URL、サイト テン

プレート、部署、サイトのメイン連絡先 に対してフィルターを設定することができます。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルター 

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  
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サイト レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

要求とタスク一覧 

Governance Automation Online 管理者は、組織のルールと規定を遵守する SharePoint Online の各オ

ペレーションについて構成された一連の設定を含むサービスを作成することができます。これらのサービスは、組織の中

の様々な部署および目的のニーズに対応するだけでなく、SharePoint Online 使用時におけるユーザーのニーズ

に応じたサービス要求を送信することも可能です。サービス要求を送信すると、それぞれのサービスに関連付けられた

承認プロセスによって、組織の中の特定のユーザーに通知が送信されます。サービスのすべての承認者が要求を承

認すると、Governance Automation Online は必要なオペレーションを実行し、要求したサービスを完了させま

す。 

ユーザーがサービスの承認者として設定された場合、サービス要求が送信されると、個人用タスク リストにすべての

要求、および要求を承認したすべての承認者が表示されます。ユーザーが権限洗い替えプロセスの承認者として設

定された場合、権限の洗い替えレポートが洗い替えスケジュールに従って 個人用洗い替えレポート リストに表示さ

れます。 

要求 

要求の開始および送信済み / 保存済み要求の管理に関する情報については、以下のセクションを参照してくださ

い。 

要求の開始 

サービス カタログには、要求できるサービスが表示されています。サービスを選択し、関連する情報を入力して、要求

を送信することができます。 

管理者のランディング ページで [要求の開始] をクリックすると、要求の開始 画面に移動します。サービス要求を検

索するには、右上隅にあるテキスト ボックスにサービス名のキーワードを入力します。リボン上で言語フィルター ボタン

をクリックすると、言語によってサービス要求をフィルターすることができます。言語の名称の横にあるチェックボックスを選

択すると、該当する言語のサービスが表示されます。 
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要求の開始 画面で、 

1. サービス名をクリックすると、サービスを選択することができます。  

2. サービス要求に示された必要な情報を入力します。  

3. 構成の編集後、以下の操作のいずれかを選択します。 

 [下書きとして保存] をクリックすると、要求を下書きとして保存し、構成した設定を保存します。 

 [保存して送信] をクリックすると、要求を承認者に送信します。 

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 要求の開始 画面に戻ります。 

個人用要求 

個人用要求 では、作成済み Governance Automation Online の要求 (送信済み要求 および 保存済み

要求 を含む) がすべて表示されます。  

要求を管理するには、管理者用のランディング ページで [個人用要求の表示] をクリックします。  

個人用要求 ページで、送信済み要求 または 保存済み要求 タブを選択して、該当する要求タイプに移動します。 

送信済み要求 

送信済み要求 画面では、ログイン時に使用したユーザーによって送信された要求がすべて表示されます。ページ毎

に表示する送信済み要求の件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更するには、右

上隅にある [行の表示] のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。送信済みの要求をソートする場合

は、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックして [昇順] または [降順] を選択します。 

ここでは、以下の方法で送信済み要求の表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したサービス要求をフィルターします。ここでは希望のサービス要求

を検索することができます。希望のサービス要求を検索することができます。検索することができるのは、現在

のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列に表示された

アイテムのフィルター ( ) ボタンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテ

ムがリストに表示されます。 

送信済み要求画面では、以下の操作を実行することができます。 
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 詳細の表示 – 要求のタイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。インターフェイスを閉じると、個人

用要求 画面へ戻ります。  

 コピー – 新しいサービス要求として保存する場合は、既存のサービス要求をコピーしてから変更を行いま

す。送信済み要求を選択して、リボンの [コピー] をクリックし、修正を加えます。  

構成の完了後、次のオプションから選択します。 

o [下書きとして保存] をクリックすると、新しいサービス要求を下書きとして保存します。 

o [保存して送信] をクリックすると、要求を承認者に送信します。 

o [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 個人用要求 画面に戻ります。 

 要求の取り消し – 取り消す送信済み要求を選択して、リボン上の [要求の取り消し] をクリックします。 

保存済み要求 

保存済み要求 画面では、ログイン時に使用したユーザーによって保存済みの、送信されていない要求がすべて表示

されます。ページ毎に表示する保存済み要求の件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を

変更するには、右上隅にある 行の表示 のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。列見出しに表示さ

れたソート ( ) ボタンをクリックしてから、昇順 または 降順 を選択すると、保存済み要求のソートを実行することが

できます。  

ここでは、以下の方法で、サービス要求を表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したサービス要求をフィルターします。ここでは希望のサービス要求

を検索することができます。希望のサービス要求を検索することができます。検索することができるのは、現在

のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列に表示された

アイテムのフィルター ( ) ボタンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテ

ムがリストに表示されます。 

保存済み要求画面では、以下の操作を実行することができます。 

 詳細の表示 – 要求のタイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。  

 編集 – サービス要求名の前に表示された選択ボタン ( ) をクリックして保存済み要求を選択し、リボン上

で [編集] をクリックして、要求の設定を編集します。構成の編集後、[下書きとして保存] をクリックする
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と、設定を保存します。[保存して送信] をクリックすると、要求を承認者に送信します。[キャンセル] をクリ

ックすると、構成を保存せずに、個人用要求 画面に戻ります。 

 削除 - サービス要求名の前に表示された選択 ( ) ボタンをクリックして保存済み要求を選択し、リボン上

で [削除] をクリックします。削除の確認の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

て選択したグループを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したグループを削除せずに 個人用要

求 画面に戻ります。  

 コピー – 既存のサービス要求をコピーし、小さな修正を加えて、新しいサービス要求として送信することがで

きます。送信する要求を選択して、リボンの [コピー] をクリックし、修正を加えます。  

構成の完了後、次のオプションから選択します。 

o [下書きとして保存] をクリックすると、新しいサービス要求を下書きとして保存します。 

o [保存して送信] をクリックすると、要求を承認者に送信します。 

o [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 個人用要求 画面に戻ります。 

個人用のタスク一覧 

サービス要求が送信され、ユーザーが送信されたタスクの承認者となっている場合、ユーザーにはタスクが割り当てら

れます。ログイン時に使用したユーザーが権限洗い替えプロセスの承認者となっており、かつ洗い替えスケジュールの

期限が切れた場合、ユーザーには権限の洗い替えレポートが割り当てられます。 

管理者のランディング ページで 個人用のタスク一覧の表示 をクリックすると、タスクおよび権限洗い替えレポートを

表示および管理することができます。 

個人用タスク 

個人用タスク タブには、ログイン時に使用したユーザーに割り当てられたタスクがすべて表示されます。ページ毎に表

示するタスクの件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更するには、右上隅にある 

[行の表示] のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。列見出しに表示されたソート ( ) ボタンをクリ

ックしてから、昇順 または 降順 を選択すると、タスクのソートを実行することができます。 

以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることもできます。 

 検索 – キーワードを入力して表示したタスクをフィルターします。要求のタイトル・要求者 の列を使用して、

希望のタスクを検索することができます。検索することができるのは、現在のページに表示されている列のコン

テンツのみです。 
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 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示される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に

表示されたアイテムのフィルター ( ) ボタンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選

択したアイテムがリストに表示されます。 

各タスク タイプの詳細については、すべてのタスク を参照してください。 

個人用洗い替えレポート 

個人用洗い替えレポートは、ログインしているユーザーに割り当てられた洗い替えタスクのレポートです。個人用洗い

替えレポート タブには、個人用洗い替えレポートがすべて表示されます。 

洗い替えプロファイルがサイト コレクション ポリシーで選択されている状態で、サイト コレクション ポリシーが Governa

nce Automation で管理するサイト コレクションに適用されている場合、権限洗い替えレポートが生成されます。

このレポートには、このサイト コレクションのユーザーまたはグループの検索された権限が含まれています。承認者が G

overnance Automation Online で権限の変更を実行すると、変更が SharePoint Online に反映されま

す。 

ページ毎に表示するレポートの件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更するには、

右上隅にある [行の表示] のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。レポートを並べ替えるには、列見

出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。要求のタイトル 列では、レポートの

検索が可能ですが、検索が可能なのは、現在表示している列のコンテンツに限ります。 

 列の管理 ( ) - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。列

の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示さ

せることができます。 

 フィルター ( ) - リストに表示される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に表示された 

( ) 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選択すると、選択したアイテムがリストに表示さ

れます。 

洗い替えタスクの詳細については 権限洗い替えタスク を参照してください。 
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パブリック サイト コレクション ディレクトリ 

パブリック サイト コレクション ディレクトリでは、ビジネス オーナーシップおよび利用状況を監視することができます。な

お、Publish to Directory メタデータの値を [はい] に設定しているサイト コレクションは、発行済みサイト コレ

クションと見なされます。詳細については、メタデータの構成 を参照してください。  

管理者ランディング ページで [パブリック サイト コレクション ディレクトリ] をクリックすると、パブリック サイト コレク

ション ディレクトリ 画面に移動します。  

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートの管理 

ページごとに表示するディレクトリ レポート数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから

希望の件数を選択します。ディレクトリ レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリッ

クしてから、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法によって、ディレクトリ レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したディレクトリ レポートをフィルターします。ここでは希望のレポート

を検索することができます。使用できる列は URL、タイトル、説明、サイト コレクションのメイン管理者、

サイト コレクションのメイン連絡先、サイト コレクションのサブ連絡先、およびメタデータです。検索すること

ができるのは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣の

チェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

アイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテム

をリストに表示させることができます。 

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのフィルターおよび生

成 

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのフィルターと生成の実行方法については、以下の手順を参照して

ください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、ディレクトリ レポートをカスタマイズすることができます。URL、

サイト テンプレート、サイト コレクション サイズ、状態、部署、ポリシー、サイト コレクションのメイン連絡
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先 のフィルターを設定することができます。有効期限によるフィルター も使用可能です。[非アクティブしき

い値の日時] および [リース期間の有効期限] を設定して、フィルター ルールを追加します。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルター 

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

個人用サイト 

個人用サイトには、ログイン ユーザーがサイト コレクションのメイン連絡先 / サイト コレクションのサブ連絡先 / サイト 

コレクションのメイン管理者となっているサイト コレクションのリスト、およびサイトのメイン連絡先またはサブ連絡先とな

っているサイトのリストが表示されます。 

ホームページ で [個人用サイト] を選択すると、個人用サイト に移動します。 

個人用サイト レポートの管理 

ページ毎のレポートの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件数

を選択します。レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 

降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。タイトル、URL、メイン連絡先、サ

ブ連絡先、サイト コレクションのメイン管理者 列で、希望のレポートの検索が可能ですが、検索が可能

なのは、現在表示している列のコンテンツに限ります。 
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 列の管理 ( ) – リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。

列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表示

させることができます。 

個人用サイト レポートのフィルターおよび生成 

レポートのフィルターおよび生成の実行方法については、以下の手順を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。URL、部署、ポリ

シー、メイン連絡先 に対してフィルターを設定することができます。 

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルター 

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

個人用サイト レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

レポートのエクスポート 

Governance Automation Online では、次のレポートをエクスポートすることができます。 

 ユーザー アクティビティ レポート 

 サービス要求レポート 

 承認プロセス レポート 

 サイト コレクション レポート 

 サイト レポート 

 パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポート 

 個人用サイト レポート 

各レポートの レポートのエクスポート ウィンドウで、以下の設定を構成します。 
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1. レポート エクスポート先 - エクスポートされるレポートの保存先を選択します。 

 ローカル パスへエクスポートする - レポートをお使いのコンピューターにエクスポートします。 

 エクスポート先へエクスポートする - レポートを Microsoft Azure 上のエクスポート先にエクスポ

ートします。 

2. エクスポート先へエクスポートする を選択する場合、ドロップダウン メニューから場所を選択するか、[新規

場所の追加] をクリックします。新しいレポート エクスポート先 画面にリダイレクトされます。 

3. レポート形式 - ドロップダウン メニューからレポート形式として CSV または XLS のいずれかを選択します。 

4. [データシートへエクスポート] をクリックすると、レポートをエクスポートします。 

サポートの招待 

AvePoint サポートのメンバーを Governance Automation Online 環境に招待し、Governance Automa

tion Online の使用に際して発生する問題を解決することができます。AvePoint サポートによるトラブルシューティ

ングを実行する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation Online で、右上のサポートの招待 ( ) ボタンをクリックします。ポップアッ

プ ウィンドウが表示されます。 

2. 表示される サポートの招待 ウィンドウで、以下の情報を入力します。 

a. サービス - ドロップダウン リストから、問題の発生したサービス タイプを選択します。 

b. 問題タイプ - サポートに解決してほしい問題のタイプを選択します。 

 一般的なご質問 - Governance Automation Online 使用についての一般的なヘ

ルプを提供します。 

 トラブルシューティング - AvePoint 担当者からの遠隔サポートにより、Governance 

Automation Online 上の問題のトラブルシューティングをサポートします。 

c. 重要度 - スクロール バーを使用して問題の重要度レベルを定義します (1 = あまり重要ではな

い、5 = 非常に重篤な問題)。 

d. 詳細 - 問題発生の頻度、エラーの発生前に実行したアクション、案内の必要となる操作など、問

題に関連する詳細な情報をテキストボックスに入力します。 

問題が特定のサービスに関連している場合は、テキスト ボックスに該当のサービス名を入力しま

す。複数のサービス名を追加する場合は、セミコロンでサービス名を区切ります。 
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e. 添付ファイル - 問題の解決に役立つファイルがある場合は、[参照] をクリックしてファイルを選択し

ます。 

*注意: 添付できる最大ファイル サイズは 25 MB です。 

f. 連絡先オプション - 希望の連絡方法を選択します。 

 電話 – テキストボックスに電話番号を入力します。 

 メール – テキストボックスにメール アドレスを入力します。 

3. リボン上で [送信] をクリックすると、招待プロセスを完了します。フォームの送信後、AvePoint 技術サポー

トのアカウントが AvePoint Online Services に自動作成されます。このアカウントは Governance A

utomation Online に対するアプリケーション管理者の権限を持ちます。 

*注意: AvePoint 技術サポートによるトラブルシューティングの完了後も、サポートのアカウントがアカウント 

マネージャー内に残ります。アカウントを削除するには、AvePoint Online Services サービス管理者のア

カウントを利用して AvePoint Online Services > ユーザー管理 > ユーザー ベース ビュー の順に

移動し、サポートのユーザー ID のチェックボックスを選択してから、リボン上で [削除] をクリックします。 

フィードバックの送信 

Governance Automation Online のユーザー エクスペリエンスに関するご意見の送信、バグのレポート、機能へ

のご意見やコメントを AvePoint までお寄せいただく方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation Online で、画面右上に表示された ( ) ボタンをクリックします。 

フィードバック送信後に AvePoint 営業担当からのお問い合わせを希望する場合、画面上部の この問題

について、弊社営業担当からの連絡を希望する チェックボックスを選択します。 

2. フィードバックの送信は、バグ レポート、インターフェイスの向上、機能へのご意見 の 3 種類のセクションから

実行できます。詳細については該当のセクションを参照してください。 

バグ レポート 

バグ レポート タブでは、レポートするバグの詳細情報を入力します。 

1. サービス タイプ – バグまたはエラーを発見した際に使用していたサービスのタイプを選択します。ドロップダウ

ン リストからサービス タイプを選び、チェックボックスをクリックします。 
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2. バグ タイプ - バグのタイプを、ロジック と ユーザー インターフェイス の 2 種類から選択します。 

3. 重要度 – スクロール バーを使用してバグの重要度レベルを定義します (1 = あまり重要ではない、5 = 

非常に重篤な問題)。 

4. 詳細 – バグがどの程度の頻度で発生するのか、影響を受けるプロセスは何か、バグが発生する前にどのよう

な操作を行っていたのかなど、バグに関連する詳細な情報をテキストボックスに入力します。 

5. [ただちに送信] をクリックして、フィードバックを送信します。 

インターフェイスの向上 

インターフェイス向上 タブでは、インターフェイス使用時のユーザー エクスペリエンスについてのフィードバックを提供す

ることができます。 

1. ツリーとインターフェイス パフォーマンス – データ ツリー インターフェイスと SharePoint Online 機能の

パフォーマンスに対する評価を選択します。 

2. DocAve Governance Automation Online インターフェイスの使用感はいかがでしたか?- Do

cAve Governance Automation Online インターフェイスの評価を選択します。 

3. 追加フィードバック – その他共有したいフィードバックがあればテキスト ボックスに入力します。 

4. [ただちに送信] をクリックして、フィードバックを送信します。 

機能へのご意見 

機能へのご意見 タブでは、弊社の製品機能に関するご指摘をご提供いただけます。 

1. サービス タイプ – 改善を希望するサービスのタイプを選択します。ドロップダウン リストからサービス タイプを

選び、チェックボックスをクリックします。 

2. ご意見 – 機能に対するご意見をできるだけ詳しく入力してください。 

3. [ただちに送信] をクリックして、フィードバックを送信します。 
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Governance Automation Online Web API SDK 

Governance Automation Web Online API を使用することにより、プログラム インターフェイスを呼び出

し、Governance Automation Online の機能のカスタマイズ・拡張・プログラムを実行することができます。  

はじめに 

Governance Automation Online Web API の起動に関する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。 

環境要件 

Governance Automation Online Web API SDK の使用には、バージョン 4.5 以上の .NET Framewor

k が必要です。 

ヘルプ ページ 

Governance Automation Online Web API の使用方法および使用例については、Governance Autom

ation Online Web API Help Page (英語) へ移動してください。 

Governance Automation Online Web API の対応機能 

Governance Automation Online Web API で使用可能な機能は以下のとおりです。 

*注意: すべてのサービス タイプが使用できます。 

 ログイン ユーザーが使用可能なアクティブなサービスを一覧表示します。 

 特定のサービス ID を使用してサービスを取得します。 

 投稿された要求モデルに依存する要求を作成します。 

 特定の要求 ID を使用してサービスを取得します。 

 要求を更新します。 

 要求 ID を使用して、特定の要求を送信します。 

 要求 ID を使用して、サービス要求をキャンセルします。 

 ログイン ユーザーによって作成された要求を一覧表示します。 

http://www.avepoint.com/resources/user-guides/DocAveGovernanceAutomationOnlineWebAPI/index.html
http://www.avepoint.com/resources/user-guides/DocAveGovernanceAutomationOnlineWebAPI/index.html
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 サイト コレクション レポートの表示 - Governance Automation Online によって管理されているサイ

ト コレクションをすべて一覧表示します。 

 サイト レポートの表示 - Governance Automation Online によって管理されているサイトをすべて一

覧表示します。 

Governance Automation Online API の実装 

ログイン ユーザーが Governance Automation Online API を通じて作成した要求のリストの取得方法につい

ては、以下の例を参照してください。 

Governance Automation Online へのログイン 

Governance Automation Online へのログインについては、以下の例を参照してください。 

logOnurl の値は AvePoint Online Services 登録際に選択したデータセンターによって異なります。 

 米国東部 (バージニア) の場合、https://euga.avepointonlineservices.com/api/logon を使用します。 

 北ヨーロッパ (アイルランド) の場合、https://nega.avepointonlineservices.com/api/logon を使用します。 

 アジア太平洋 (シンガポール) の場合、https://apga.avepointonlineservices.com/api/logon を使用します。 

 

string logOnurl = " https://apga.avepointonlineservices.com/api/logon"; 

 

var logonInfo = new 

{  

    userName = "someone@example.com", 

    passWord = "12!@QW" 

}; 

 

HttpWebRequest httpRequest = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(logOnurl); 

httpRequest.ContentType = "application/json"; 

string reply = string.Empty; 

ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback += ((sender, certificate, chain, sslPolicyErrors) => true); 
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httpRequest.Method = "POST"; 

 

string content = JsonConvert.SerializeObject(logonInfo); 

System.Text.UTF8Encoding encoding = new System.Text.UTF8Encoding(); 

byte[] data = encoding.GetBytes(content); 

httpRequest.ContentLength = data.Length; 

using (Stream requestStream = httpRequest.GetRequestStream()) 

{ 

    requestStream.Write(data, 0, data.Length); 

} 

HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)httpRequest.GetResponse(); 

using (Stream responseStream = response.GetResponseStream()) 

{ 

    using (StreamReader responseReader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8)) 

    { 

        reply = responseReader.ReadToEnd(); 

    } 

} 

string token = JsonConvert.DeserializeObject(reply) as string; 

ログイン ユーザーが作成した要求のリストの取得 

ログイン ユーザーが作成した要求のリストの取得方法については、以下の例を参照してください。 

url の値は AvePoint Online Services 登録際に選択したデータセンターによって異なります。 

 米国東部 (バージニア) の場合、https://euga.avepointonlineservices.com/api/requests/get を使用します。 

 北ヨーロッパ (アイルランド) の場合、https://nega.avepointonlineservices.com/api/requests/get を使用しま

す。 

 アジア太平洋 (シンガポール) の場合、https://apga.avepointonlineservices.com/api/requests/get を使用し

ます。 
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string url = " https://apga.avepointonlineservices.com/api/requests/get"; 

HttpWebRequest httpRequest = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(url); 

httpRequest.ContentType = "application/json"; 

string reply = string.Empty; 

ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback += ((sender, certificate, chain, sslPolicyErrors) => true); 

 

httpRequest.Headers.Set("X_GovernanceAutomation_Access_Token", token); 

httpRequest.Method = "GET"; 

HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)httpRequest.GetResponse(); 

using (Stream responseStream = response.GetResponseStream()) 

{ 

    using (StreamReader responseReader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8)) 

    { 

        reply = responseReader.ReadToEnd(); 

    } 

} 

List<APIRequest> requests = JsonConvert.DeserializeObject<IEnumerable<APIRequest>>(reply).ToList(); 

url の値は AvePoint Online Services 登録際に選択したデータセンターによって異なります。 

 米国東部 (バージニア) の場合、https://euga.avepointonlineservices.com/api/requests/get を使用します。 

 北ヨーロッパ (アイルランド) の場合、https://nega.avepointonlineservices.com/api/requests/get を使用しま

す。 

 アジア太平洋 (シンガポール) の場合、https://apga.avepointonlineservices.com/api/requests/get を使用し

ます。 
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付録 A: カスタム アクションの使用 

Governance Automation Online 内のカスタム アクションを使用するためには、定義済み方法の存在する発

行済み Web サービスが必要です。詳細な説明については、次のセクションを参照してください。 

1. Web サービスの作成および構成 

2. Web サービスの発行 

3. Web サービスのカスタム アクションへの適用 

Web サービスの作成および構成 

Web サービスを作成・構成する方法については、以下の手順を参照してください。 

1. Microsoft Visual Studio で、ファイル > 新規作成 > プロジェクト... へ移動します。 

2. 新しいプロジェクト ウィンドウで、左画面で テンプレート > Visual C# > Web へ移動します。 

3. 上部のドロップダウン リストから .NET Framework 3.5 を選択します。 

4. 中部画面で ASP.NET Web サービス アプリケーション を選択します。 

 

図 2: Web サービスの作成 
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5. 下部で、Web サービスの 名前、場所、ソリューション名 を定義します。 

6. [OK] をクリックして、Web サービスの作成を完了します。既定の Web サービス Service1.asmx.cs 

が表示されます。 

7. Service1.asmx.cs で、カスタム アクションの方法を定義します。次のスクリーンショットには方法の例が

表示されています。 

 

図 3: 方法例 

8. WebMethod ラベルを追加します。 

9. 右画面で、Web.config をクリックします。 
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10. Web.config で、<webServices> ノードを <system.web> ノードの子ノードとして追加しま

す。  

11. <webServices> ノードで、この Web サービスのアクセス モードを追加します。次のスクリーンショットに

例が表示されています。 

 

図 4: アクセス モード例 

Web サービスの発行 

Web サービスを発行する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Microsoft Visual Studio の右側画面で、Web サービス名を右クリックし、発行... をクリックします。 

2. Web を発行 ウィンドウで、発行プロファイルを選択またはインポート ドロップダウン リストから <新しいプ

ロファイル...> を選択します。 

3. 新しいプロファイル ウィンドウで、プロファイル名を入力して [OK] をクリックします。 

4. 接続 ステップで、次の設定を構成します。 

a. 発行方法 - 発行方法として ファイル システム を選択します。 

b. ターゲットの場所 - 発行ファイルを保存する場所となるディレクトリを選択します。 

5. [次へ] をクリックします。  
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6. 設定 および プレビュー ステップでは、既定の構成を変更せずに保持します。 

7. [発行] をクリックして、この Web サービスを選択した場所に発行します。 

8. インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動します。 

9. Web サービスのアプリケーション プールを作成します。 

a. 左側画面で [アプリケーション プール] ノードを右クリックして、[アプリケーション プールの追

加...] をクリックします。 

b. アプリケーション プールの追加 ウィンドウで、名前を入力して、.NET Framework バージョン 

ドロップダウン リストから .NET Framework v4.0.30319 を選択します。 

c. [OK] をクリックして、アプリケーション プールの作成を完了します。 

10. Web サービスをホストする Web サイトを作成します。 

a. 左側画面で [サイト] ノードを右クリックして、[Web サイトの追加...] をクリックします。 

b. Web サイトの追加 ウィンドウで、次の設定を構成します。 

i. サイト名 - Web サイトの 名前 を入力します。 

ii. アプリケーション プール - [選択...] をクリックして、ステップ 9 で作成したアプリケーショ

ン プールを選択します。 

iii. 物理パス - 発行済み Web サービス ファイルが存在するディレクトリを選択します。 

iv. ポート - Web サイトのポート番号を入力します。 
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図 5: Web サイトの作成 

v. [OK] をクリックして、Web サイトの作成を完了します。 

[WebSiteAddress]+[ServiceName].asmx の形式の URL にアクセスすると、Web サービスにアクセス

することができます。 

 

図 6: Web サービス例 

Web サービスのカスタム アクションへの適用 

Web サービスを Governance Automation Online カスタム アクションに適用する方法については、以下の説

明を参照してください。 

1. Governance Automation Online サービスの カスタム アクション セクションで、承認前・承認後・実

行後 を選択します。 
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2. Web サービス アドレス テキスト ボックスで、発行済み Web サービスの URL を入力します。 

3. [取得] をクリックして Web サービス内の方法を取得します。 

4. ドロップダウン リストから方法を選択します。選択した方法内の定義されたパラメーターが表に表示されま

す。  

5. 以下の方法から選択して、パラメーターの値を定義します。 

 テキスト ボックスにパラメーターの値を入力します。 

 $ を入力して、Governance Automation Online で作成したカスタム メタデータを選択しま

す。  

カスタム メタデータがサービスに適用されると、要求者はメタデータの値を定義します。定義されたメ

タデータ値がパラメーター値となります。 

Governance Automation Online では、パラメーター値が Web サービスに送信され、Web サービス内の方

法の実行に使用されます。 
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以下のスクリーンショットは、カスタム アクションの詳細の例です。 

 

図 7: カスタム アクションの例 

ここでは、方法として CreateGroup が選択されています。  

groupName パラメーターでは、GA_GroupName メタデータの値がパラメーターの値に設定されます。 
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以下の要求例では、要求者が GA_GroupName メタデータの値として site1 group を入力しました。 

 

図 8: 要求例 

Web サービス内の CreateGroup 方法が実行されると、site1 group が SharePoint Online 内で作成さ

れます。 

 

図 9: SharePoint Online で作成されたグループ 
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付録 B: Governance Automation および Governanc

e Automation Online の対応機能 

次の表は、Governance Automation SP5 CU2 および Governance Automation Online SP5 で対応 

/ 未対応の機能の比較です。 

承認プロセス 

Governance Automation および Governance Automation Online における承認プロセスの対応機能に

ついては、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 

6 / Doc

Ave Onli

ne との統

合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

承認プロセス ステ

ージ: 承認ステー

ジを使用する 

× ○ ○ ○  

承認プロセス ステ

ージ: 自動承認 

× ○ ○ ○ 

承認プロセス ステ

ージ: 外部ワークフ

ロー統合 

× ○ × ×  

CC × ○ ○ ○  

承認者: 担当者 × ○ ○ ○  

承認者: 順序 × ○ ○ ○  



 173 

 
Governance Automation Online 管理者用ガイド 

 

機能 DocAve 

6 / Doc

Ave Onli

ne との統

合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

承認者: 承認者

にタスクの再割り

当てを許可する 

× ○ ○ ○  

メール設定 × ○ ○ ○  

期間とエスカレーシ

ョン 

× ○ ○ ○  

 

サイト コレクション ポリシー 

Governance Automation および Governance Automation Online でサイト コレクション ポリシーの対応

機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 

6 / Doc

Ave Onl

ine との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

ファーム × ○ ○ ×  

コンテンツ データベ

ース 

× ○ ○ ×  

コンテンツ データベ

ース ポリシー 

× ○ × ×  

サイト コレクションの

クォータ テンプレート 

× ○ × ×  
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機能 DocAve 

6 / Doc

Ave Onl

ine との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

クォータ (記憶域の

クォータ & サーバー

記憶域のクォータ) 

× × ○ ○  

SharePoint Desi

gner の構成 

× ○ ○ ○  

サイトの深さの最大

値制限 

× ○ ○ ○  

サイト ポリシー バー × ○ × ×  

最小単位バックアッ

プを有効にする 

○ ○ ○ ×  

コネクタ ファイルシェ

ア ライブラリ機能を

有効にする 

○ ○ × × DocAve Onl

ine はコネクタ

に対応してい

ません。 

コネクタ メディアシェ

ア ライブラリ機能を

有効にする 

○ ○ × × DocAve On

line はコネク

タに対応して

いません。 

どきゅなびの機能を

有効にする 

○ ○ × × DocAve Onl

ine はどきゅな

びに対応して

いません。 

DocAve アーカイ

バによるサイト コレ

クション コンテンツの

アーカイブ処理を有

効にする 

○ ○ × ×  

スケジュール ストレ

ージ マネージャーを

有効にする 

○ ○ × × DocAve Onl

ine はスケジュ

ール ストレー

ジ マネージャ
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機能 DocAve 

6 / Doc

Ave Onl

ine との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

ーに対応して

いません。 

監査を有効にする ○ ○ × ×  

Policy Enforcer 

を有効にする 

○ ○ ○ ○  

AD 削除済みアカ

ウントの整理を有効

にする 

○ ○ × × DocAve Onl

ine はこの機

能に対応して

いません。 

サイト コレクション コ

ンテンツの Vault を

有効にする 

○ ○ × × SharePoint 

2010 オンプ

レミスのみで使

用可能です。 

展開マネージャーを

有効にする 

○ ○ × ×  

サイト コレクション全

体のアーカイブ 

○ ○ × ×  

サイト コレクション全

体の削除 

× ○ ○ ○  

サイト コレクションの

リースを延長する 

× ○ ○ ○  

サイト コレクション 

ポリシーの変更を有

効にする 

× ○ ○ ○  

サイト コレクション 

ロック解除を有効に

する 

× ○ × × SharePoint 

Online はサ

イト コレクショ

ンのロックに対

応していませ

ん。 
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機能 DocAve 

6 / Doc

Ave Onl

ine との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

サイト コレクションの

非アクティブしきい

値を有効にする 

× ○ ○ ○  

サイト コレクションの

リース期間を有効に

する 

× ○ ○ ○  

自動ロックと自動削

除を有効にする 

× ○ × × SharePoint 

Online はサ

イト コレクショ

ンのロックおよ

びロック解除に

対応していま

せん。 

洗い替えプロファイ

ル 

○ ○ ○ ○ Governanc

e Automati

on Online 

内の洗い替え

プロファイルは

権限洗い替え

にのみ対応し

ています。 
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対応 / 未対応のサービス 

Governance Automation および Governance Automation Online で対応している / 対応していないサ

ービス タイプについては、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。 

× は対応していないことを示します。 

サービス タイプ Governance 

Automation 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

サイト コレクションの作成 ○ ○  

サイトの作成 ○ ○  

サイト コレクションの連絡先

または管理者の変更 

○ ○ Governance Automation Onlin

e では、サイト コレクションのメイン / サ

ブ連絡先およびサイト コレクションのメ

イン管理者の変更のみが実行可能で

す。 

サイト コレクション設定の変

更 

○ ○  

サイト連絡先の変更 ○ ○  

サイト メタデータの変更 ○ ○  

コンテンツ移動 ○ ○  

ライブラリ / リストの作成 ○ ○  

ライブラリ / リスト設定の変

更 

○ ○  

個人用サイトの作成 ○ × SharePoint Online では、ユーザーが 

SharePoint Online にログインすると、

個人用サイト が自動作成されます。 

サイト コレクションのライフサ

イクル管理 

○ ○  

サイトのライフサイクル管理 ○ ○  

ユーザー権限のクローン / 

転送 

○ ○  

権限の付与 ○ ○  

権限の変更 ○ ○  
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サービス タイプ Governance 

Automation 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

カスタム サービス ○ ×  

共通のサービス機能 

Governance Automation および Governance Automation Online における共通サービス機能について

は、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 

6 / Doc

Ave Onli

ne との統

合 

Governa

nce Auto

mation 

(ShareP

oint オンプ

レミス) 

Governa

nce Auto

mation 

(ShareP

oint Onli

ne) 

Govern

ance Au

tomatio

n Online 

注記 

サービス名と説明 × ○ ○ ○  

言語 × ○ ○ ○  

サービス カテゴリー × ○ ○ ○  

部署 × ○ ○ ○  

すべてのユーザーがこの

サービスを使用できるよ

うにする 

× ○ ○ ○  

このサービスを使用する

ユーザー / グループを

選択する 

× ○ ○ ○  

対応フォーム経由でサ

ービスへアクセスできる

ユーザーを、サービス ア

クセス許可を持っている

ユーザーに限定する 

× ○ ○ ○ Governance Autom

ation Online で、この

サービスを使用するユー

ザーを選択する を選択

し、ユーザーが上記の
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機能 DocAve 

6 / Doc

Ave Onli

ne との統

合 

Governa

nce Auto

mation 

(ShareP

oint オンプ

レミス) 

Governa

nce Auto

mation 

(ShareP

oint Onli

ne) 

Govern

ance Au

tomatio

n Online 

注記 

権限にリストされていな

い場合でも、対応フォ

ーム経由でこのサービ

スにアクセスすることを

許可する を選択しない

ことで実行可能です。 

すべてのユーザー (サー

ビス アクセス許可を持

っていないユーザーも含

む) に対し、対応フォー

ム経由でのサービスへ

のアクセスを可能にする 

× ○ ○ ○ Governance Autom

ation Online で、この

サービスを使用するユー

ザーを選択する および 

ユーザーが上記の権限

にリストされていない場

合でも、対応フォーム経

由でこのサービスにアク

セスすることを許可する 

を選択することで実行可

能です。 

サービス カタログでサー

ビスを非表示にし、サー

ビスは対応フォーム経

由でのみ使用可能とす

る 

× ○ ○ ○ Governance Autom

ation Online で、サー

ビス カタログにこのサー

ビスを表示する を選択

せずに、ユーザーが上記

の権限にリストされてい

ない場合でも、対応フォ

ーム経由でこのサービス

にアクセスすることを許

可する を選択することで

実行可能です。 

サービスの連絡先 × ○ ○ ○  

管理者の連絡先 × ○ ○ ○  
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機能 DocAve 

6 / Doc

Ave Onli

ne との統

合 

Governa

nce Auto

mation 

(ShareP

oint オンプ

レミス) 

Governa

nce Auto

mation 

(ShareP

oint Onli

ne) 

Govern

ance Au

tomatio

n Online 

注記 

メタデータ ○ ○ ○ ○  

承認プロセス × ○ ○ ○  

承認プロセス:  

すべての承認者により

サービス要求の編集を

許可する 

× ○ ○ ○  

実行スケジュール × ○ ○ ○  

スケジュールの日付 × ○ ○ ×  

 

サイト コレクションの作成サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online におけるサイト コレクションの作成サ

ービスの対応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 

6 / DocA

ve Onlin

e との統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

Web アプリケーションと

管理パス 

○ ○ ○ ×  

ホスト ヘッダーを表示す

る 

× ○ × ×  

URL 形式:  × ○ ○ ○  
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機能 DocAve 

6 / DocA

ve Onlin

e との統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

URL を自動生成する 

URL にサイト コレクショ

ン タイトルを使用する 

× ○ ○ ×  

SharePoint コンテキ

ストを使用してサービス

要求範囲を自動的に

設定する 

× ○ ○ ○  

ポリシー ○ ○ ○ ○ 詳細につい

ては、サイト 

コレクション 

ポリシー を

参照してくだ

さい。 

言語 × ○ ○ ○  

エクスペリエンス バージ

ョン 

× ○ ○ ○ SharePoin

t Online の

場合、Shar

ePoint 20

13 のみ 

サイト コレクション テン

プレート 

× ○ ○ ○  

タイムゾーン × × ○ ○  

セキュリティ グループ × ○ ○ ○  

サイト コレクションのメイ

ン管理者 

× ○ ○ ○  

サイト コレクションのサブ

管理者 

× ○ × × SharePoin

t Online に

はこのロール

が存在しま

せん。 

追加のサイト コレクショ

ン管理者 

× ○ ○ ×  
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機能 DocAve 

6 / DocA

ve Onlin

e との統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

サイト コレクションのメイ

ン連絡先 

× ○ ○ ○  

サイト コレクションのメイ

ン連絡先: サイト コレ

クションの作成時に連

絡先に通知する 

× ○ ○ ×  

サイト コレクションのサ

ブ連絡先 

× ○ ○ ○  

サイト コレクションのメイ

ン連絡先: サイト コレ

クションの作成時に連

絡先に通知する 

× ○ ○ ×  

DocAve 展開マネー

ジャー プラン 

○ ○ × ×  

サイト コレクション ライ

フサイクルの管理:  

サイト コレクションのリー

ス期間を有効にする 

○ ○ ○ ○  

Governance Auto

mation アプリとアプリ 

パーツ 

○ ○ × ○ Governan

ce Autom

ation Onli

ne では、サ

イト情報カー

ド アプリ パ

ーツのみが

使用できま

す。 

Governance Auto

mation 権限の付与

サービス経由でのアクセ

ス権の要求 

× ○ ○ ×  
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サイトの作成サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online でサイトの作成サービスの対応機能

については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoin

t オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governanc

e Automati

on Online 

注記 

ファーム / 個人用サイ

トの選択 

○ ○ ○ ×  

URL を手動で入力

する 

○ ○ ○ ○  

このサービス要求ツリ

ー上でセキュリティ トリ

ミングを有効にする 

× ○ ○ ×  

URL にサイト タイト

ルを使用する 

× ○ ○ ×  

SharePoint コンテ

キストを使用してサー

ビス要求範囲を自動

的に設定する 

× ○ ○ ○  

サイト テンプレート × ○ ○ ○  

言語 × ○ ○ ○  

セキュリティ グループ × ○ ○ ○  

ナビゲーション × ○ ○ ○  

ナビゲーションの継承 × ○ ○ ○  

サイトのメイン連絡先 × ○ ○ ○  
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoin

t オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governanc

e Automati

on Online 

注記 

サイトのメイン連絡

先: サイトの作成時

に連絡先に通知する 

× ○ ○ ×  

サイトのサブ連絡先 × ○ ○ ○  

サイトのサブ連絡先: 

サイトの作成時に連

絡先に通知する 

× ○ ○ ×  

Governance Auto

mation アプリとアプリ 

パーツ 

○ ○ × ○ Governan

ce Autom

ation Onli

ne では、サ

イト情報カ

ード アプリ 

パーツのみ

が使用でき

ます。 

ライブラリ / リストの作成サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online におけるライブラリ / リストの作成サ

ービスの対応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 
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Governance Automation Online 管理者用ガイド 

 

 

機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

一括モード × ○ ○ ×  

このサービス要求ツリ

ー上でセキュリティ ト

リミングを有効にする 

× ○ ○ ×  

URL にライブラリ / リ

スト名を使用する 

× ○ ○ ×  

SharePoint コンテ

キストを使用してサー

ビス要求範囲を自動

的に設定する 

× ○ ○ ○  

ナビゲーション × ○ ○ ○  

ライブラリ / リスト テ

ンプレート 

× ○ ○ ○  

ドキュメントのバージョ

ン履歴 

× ○ ○ ○  

サイト コレクションのライフサイクル管理サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online でサイト コレクションにおけるライフサ

イクル管理サービスの対応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoin

t オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

サービス要求の送信を、サ

イト コレクション連絡先 / 

管理者、またはサイト連絡

先のみに許可する 

× ○ × ○  

範囲:  

このサービス要求ツリー上で

セキュリティ トリミングを有効

にする 

× ○ ○ ×  

範囲:  

SharePoint コンテキスト

を使用してサービス要求範

囲を自動的に設定する 

× ○ × ○  

サイト コレクションのリースを

延長する 

× ○ ○ ○  

サイト コレクションを削除す

る 

× ○ ○ ○  

サイト コレクションをアーカイ

ブする 

○ ○ × ×  

サイト コレクションのポリシー

を変更する 

× ○ ○ ○  

サイト コレクションをロック解

除する 

× ○ × ×  
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サイトのライフサイクル管理サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online でサイトにおけるライフサイクル管理

サービスの対応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

サービス要求の送信

を、サイト コレクション

連絡先 / 管理者、

またはサイト連絡先

のみに許可する 

× ○ × ○  

範囲:  

このサービス要求ツリ

ー上でセキュリティ ト

リミングを有効にする 

× ○ ○ ×  

範囲:  

SharePoint コンテ

キストを使用してサー

ビス要求範囲を自動

的に設定する 

× ○ × ○  

サイトを削除する × ○ ○ ○  

サイトをアーカイブする ○ ○ × ×  
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サイト コレクションの連絡先 / 管理者の変更サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online におけるサイト コレクションの連絡先 

/ 管理者の変更サービスの対応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAv

e 6 / D

ocAve 

Online 

との統合 

Governanc

e Automati

on (ShareP

oint オンプレ

ミス) 

Governanc

e Automati

on (ShareP

oint Onlin

e) 

Governanc

e Automati

on Online 

注記 

範囲:  

このサービス要求ツリ

ー上でセキュリティ トリ

ミングを有効にする 

× ○ ○ ×  

範囲:  

SharePoint コンテキ

ストを使用してサービ

ス要求範囲を自動的

に設定する 

× ○ × ○  

サイト コレクションのメ

インおよびサブ連絡先 

× ○ ○ ○  

サイト コレクション管

理者 

× ○ × ○ Governance A

utomation On

line では、サイト 

コレクションのメイ

ン管理者の変更

のみ実行可能で

す。 

個人用サイトのメイン

連絡先および個人用

サイトのメイン管理者 

× ○ × ×  
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サイト コレクション設定の変更サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online におけるサイト コレクション設定の変

更サービスの対応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 

6 / Doc

Ave On

line との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governanc

e Automati

on (ShareP

oint Onlin

e) 

Governanc

e Automati

on Online 

注記 

サイト コレクション連絡先ま

たはサイト コレクション管理

者のみがこのサービスの要

求を送信できるようにする 

× ○ × ○  

範囲:  

このサービス要求ツリー上でセ

キュリティ トリミングを有効に

する 

× ○ × ×  

範囲: SharePoint コンテ

キストを使用してサービス要

求範囲を自動的に設定す

る 

× ○ × ○  

サイト コレクション設定の変

更:  

タイトル 

× ○ ○ ○  

サイト コレクション設定の変

更:  

説明 

× ○ ○ ○  

サイト コレクション設定の変

更:  

× ○ ○ ○  
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機能 DocAve 

6 / Doc

Ave On

line との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governanc

e Automati

on (ShareP

oint Onlin

e) 

Governanc

e Automati

on Online 

注記 

メタデータ 

サイト連絡先の変更サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online におけるサイト連絡先の変更サービ

スの対応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

範囲:  

このサービス要求ツリ

ー上でセキュリティ ト

リミングを有効にする 

× ○ ○ ×  

範囲:  

SharePoint コンテ

キストを使用してサー

ビス要求範囲を自動

的に設定する 

× ○ × ○  
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サイト メタデータの変更サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online におけるサイト メタデータの変更サー

ビスの対応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

サービス要求の送信

を、サイト コレクション

連絡先 / 管理者、

またはサイト連絡先の

みに許可する 

× ○ × ○  

範囲:  

このサービス要求ツリ

ー上でセキュリティ トリ

ミングを有効にする 

× ○ ○ ×  

範囲:  

SharePoint コンテ

キストを使用してサー

ビス要求範囲を自動

的に設定する 

× ○ ○ ○  

メタデータの変更 × ○ ○ ○  

 

ライブラリ / リスト設定の変更サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online におけるライブラリ / リスト設定の変

更サービスの対応機能については、以下の表を参照してください。 
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○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

範囲:  

このサービス要求ツリ

ー上でセキュリティ トリ

ミングを有効にする 

× ○ ○ ×  

範囲: SharePoint 

コンテキストを使用し

てサービス要求範囲

を自動的に設定す

る 

× ○ × ○  

ライブラリ / リスト設

定の変更:  

名前 

× ○ ○ ○  

ライブラリ / リスト設

定の変更:  

説明 

× ○ ○ ○  

ライブラリ / リスト設

定の変更:  

ナビゲーション 

× ○ ○ ○  

ライブラリ / リスト設

定の変更:  

バージョン設定 

× ○ ○ ○  

 

コンテンツ移動サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online におけるコンテンツ移動サービスの対

応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 
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× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

範囲:  

このサービス要求ツリ

ー上でセキュリティ トリ

ミングを有効にする 

× ○ ○ ×  

範囲:  

SharePoint コンテ

キストを使用してサー

ビス要求範囲を自動

的に設定する 

× ○ × ×  

方法:  

コピー / 移動 

○ ○ ○ ○  

移動元ドキュメント / 

アイテムの削除方法:  

手動 / 自動 

○ ○ ○ ○  

移動元からチェックア

ウト済みファイルを削

除する 

○ ○ ○ ○  

アクション:  

添付する / マージす

る 

○ ○ ○ ○  

フィルター ポリシー ○ ○ ○ ○  

構成をコピー / 移動

する 

○ ○ ○ ○  

構成をコピー / 移動

する:  

外観を保持する 

○ ○ ○ ○  

構成をコピー・移動し

ない 

○ ○ ○ ○  
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

構成をコピー・移動し

ない:  

アイテムの完全性を

維持するため、アイテ

ムに依存する列およ

びコンテンツ タイプをコ

ピー / 移動する 

○ ○ ○ ○  

構成をコピー・移動し

ない:  

アイテムに依存する列

およびコンテンツ タイ

プをコピー / 移動しま

せん。(該当の列もし

くはコンテンツ タイプが

移動先に見つからな

い場合はアイテムを報

告する) 

○ ○ ○ ○  

セキュリティをコピー / 

移動する 

○ ○ ○ ○  

セキュリティをコピー / 

移動する:  

権限を持たないユー

ザー / グループを排

除する 

○ ○ ○ × DocAve O

nline はこの

機能に対応

していませ

ん。 

コンテンツをコピー / 

移動する 

○ ○ ○ ○  

コンテンツをコピー / 

移動する:  

リストの添付ファイルを

含む 

○ ○ ○ ○  

ワークフロー定義を含

む 

○ ○ ○ ○  
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

ワークフロー インスタン

スを含む 

○ ○ × × DocAve O

nline はワー

クフロー イン

スタンスに対

応していま

せん。 

Managed Metada

ta Service 設定 

○ ○ ○ ×  

列の NULL 値を保

持する 

○ ○ ○ ○  

データの圧縮 ○ ○ ○ ○  

データ暗号化 ○ ○ ○ ○  

列マッピング ○ ○ ○ ×  

コンテンツ タイプ マッ

ピング 

○ ○ ○ ○  

ユーザー マッピング ○ ○ ○ ○  

ドメイン マッピング ○ ○ × ×  

言語マッピング ○ ○ ○ ○  

プランを実行する前

に環境をバックアップ

する 

○ ○ ○ ○  

競合解決 ○ ○ ○ ○  

エージェント グループ ○ ○ ○ ×  

 

権限の変更サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online における権限の変更サービスの対応

機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 
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× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

範囲:  

このサービス要求ツリ

ー上でセキュリティ トリ

ミングを有効にする 

× ○ ○ ×  

範囲:  

SharePoint コンテ

キストを使用してサー

ビス要求範囲を自動

的に設定する 

× ○ × ○  

すべてのユーザー / グ

ループを許可する 

× ○ ○ ○  

ピアおよび直属の部

下 / 部下を許可する 

× ○ × ○  

直属の部下 / 部下

を許可する 

× ○ × ○  

要求者へのタスク通

知 

× ○ ○ ○  

 

権限の付与サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online における権限の付与サービスの対応

機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

範囲:  

SharePoint コンテ

キストを使用してサー

ビス要求範囲を自動

的に設定する 

× ○ × ○  

ドメイン グループの権

限割り当てのみを許

可する 

× ○ ○ ×  

ユーザー / グループへ

の権限割り当てを許

可する 

× ○ ○ ○  

すべてのユーザー / グ

ループを許可する 

× ○ ○ ○  

ピアおよび直属の部

下 / 部下を許可する 

× ○ × ○  

直属の部下 / 部下

を許可する 

× ○ × ○  

要求者を既定ユーザ

ーとして設定する 

× ○ × ○  

権限の有効期間:  

永久アクセス許可 

× ○ ○ ○  

権限の有効期間:  

一時アクセス許可 

○ ○ × ○  

権限の付与:  

SharePoint グルー

プにユーザーを追加す

る 

× ○ ○ ○  

権限の付与:  

ユーザーにアクセス許

可を直接付与する 

× ○ ○ ○  

権限の付与: 要求

者が持つ以上の権限

× ○ ○ ×  
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

を他のユーザーに対し

て付与できない 

権限の付与: 指定し

たアクセス許可レベル

を要求ページから排

除する 

× ○ ○ ○  

新しいユーザーに招

待メールを送信する 

○ ○ ○ ○  

 

ユーザー権限のクローン / 転送サービス 

Governance Automation および Governance Automation Online におけるユーザー権限のクローン / 

転送サービスの対応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoin

t オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

範囲:  

SharePoint コンテ

キストを使用してサー

ビス要求範囲を自動

的に設定する 

× ○ × ○  

クローン元ユーザーの

選択の制限:  

× ○ ○ ○  
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoin

t オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

すべてのユーザー / 

グループを許可する 

クローン元ユーザーの

選択の制限:  

ピアおよび直属の部

下 / 部下を許可す

る 

× ○ × ○  

クローン元ユーザーの

選択の制限:  

直属の部下 / 部下

を許可する 

× ○ × ○  

クローン先ユーザーの

選択の制限:  

すべてのユーザー / 

グループを許可する 

× ○ ○ ○  

クローン先ユーザーの

選択の制限:  

ピアおよび直属の部

下 / 部下を許可す

る 

× ○ × ○  

クローン先ユーザーの

選択の制限:  

直属の部下 / 部下

を許可する 

× ○ × ○  

権限オプション:  

追加する 

○ ○ ○ ○  

権限オプション:  

置き換える 

○ ○ ○ ○  

ユーザー通知オプショ

ン 

○ ○ × × DocAve O

nline はこ

の機能に対
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online と

の統合 

Governance 

Automation 

(SharePoin

t オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

応していま

せん。 

メタデータの変更 ○ ○ × × DocAve O

nline はこ

の機能に対

応していま

せん。 

対象ユーザーをクロー

ン先の同じグループに

追加する 

○ ○ ○ ○  

クローン元ユーザー

の権限をクローン先

ユーザーに直接クロ

ーンする 

○ ○ ○ ○  

クローン元ユーザー

の固有の権限を除

去する 

○ ○ ○ ○  

SharePoint グルー

プからクローン元ユー

ザーを除去する 

○ ○ ○ ○  

サイト コレクションから

クローン元ユーザーを

削除する 

○ ○ ○ ○  

 

モニターとレポート 

Governance Automation および Governance Automation Online におけるモニターとレポートの対応機

能については、以下の表を参照してください。 
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○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

すべての要求 × ○ ○ ○  

すべてのタスク × ○ ○ ○  

すべての洗い替えレ

ポート 

× × × ○  

ユーザー アクティビ

ティ レポート 

× ○ ○ ○  

サービス要求レポー

ト 

× ○ ○ ○  

承認プロセス レポ

ート 

× ○ ○ ○  

サイト コレクション 

レポート 

× ○ ○ ○  

サイト コレクション 

レポート: ポリシー

の適用 

× ○ ○ ○  

サイト コレクション 

レポート: 連絡先

の指名 

× ○ ○ ×  

サイト コレクション 

レポート: 連絡先

の指定 

× ○ ○ ×  

サイト レポート × ○ ○ ○  

コンテンツ データベ

ース レポート 

× ○ × ×  

個人用洗い替えレ

ポート 

× ○ ○ ○  
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設定とその他のオプション 

Governance Automation および Governance Automation Online における設定とその他のオプションの

対応機能については、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、○ は 統合されている こ

とを示します。) 

× は対応していないことを示します。(DocAve 6 / DocAve Online との統合 列で、× は 統合されていな

い ことを示します。) 

機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

ユーザー プロファイ

ル サービス 

× ○ × ○ User Profile 

Service をユ

ーザー インタ

ーフェイスで構

成する必要は

ありません。バ

ックグラウンド

で構成されま

す。 

部署:  

部署の構成 

× ○ ○ ○  

部署:  

ユーザー プロファイ

ル サービスのプロパ

ティを使用する 

× ○ × ×  

アカウント マネージ

ャー 

× ○ ○ ○  

レポート エクスポー

ト先 

× ○ ○ ○  

メール テンプレート × ○ ○ ○  

管理者通知 × ○ ○ ○  
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

メタデータ × ○ ○ ○ Governanc

e Automati

on Online 

では次のメタ

データ タイプ

が使用できま

せん。 

日付と時刻 

参照 

SharePoint アク

セス許可レベルの管

理 

× ○ ○ ○  

実行スケジュール × ○ ○ ○  

カテゴリー管理 × ○ ○ ○  

タイマー サービスの

構成管理:  

サイト コレクション

状態のスキャン ジョ

ブ 

× ○ ○ ○ Governanc

e Automat

ion Online 

はサイト コレ

クションのリー

ス失効・非ア

クティブ状態・

削除のみを

確認します。 

タイマー サービスの

構成管理:  

ツリー キャッシュの

同期ジョブ 

× ○ ○ ×  

タイマー サービスの

構成管理: アーカ

イブするサイト コレ

クション コンテンツの

スキャン ジョブ 

○ ○ × ×  
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

タイマー サービスの

構成管理:  

サイト情報の同期

ジョブ 

× ○ ○ ○  

タイマー サービスの

構成管理:  

サイト コレクション

情報の同期ジョブ 

× ○ ○ ○  

タイマー サービスの

構成管理:  

ユーザー プロファイ

ル サービスの同期

ジョブ 

× ○ ○ ○ 同期は Ave

Point Onlin

e Services 

で実行されま

す。  

タイマー サービスの

構成管理:  

一時アクセス許可

のスキャン ジョブ 

○ ○ × ×  

タイマー サービスの

構成管理:  

コンテンツ データベ

ース情報の同期ジョ

ブ 

○ ○ × ×  

タイマー サービスの

構成管理: 外部ワ

ークフローの統合ス

キャン ジョブ 

○ ○ × ×  

タイマー サービスの

構成管理: タスク

通知スキャン ジョブ 

○ ○ ○ ×  

タイマー サービスの

構成管理: 洗い替

えスキャン ジョブ 

○ ○ ○ ○  
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

対応フォーム管理 × ○ ○ ○  

構成データのエクス

ポートおよびインポ

ート 

× ○ ○ ×  

ビジネス ユーザー機

能のアクティブ化ま

たは非アクティブ化 

× ○ ○ ×  

既存のサイト コレク

ションとサイトのイン

ポート 

× ○ ○ ○  

システムの全体設

定 

× ○ ○ ×  

アクセス権の要求

設定 

× ○ × ×  

外部ワークフローの

統合管理 

× ○ × ×  

洗い替えプロファイ

ルの管理: 権限の

洗い替え 

○ ○ ○ ○ SharePoint 

Online 個人

用サイトでは

使用できませ

ん。 

洗い替えプロファイ

ルの管理: メタデー

タ洗い替え 

× ○ ○ ×  

洗い替えプロファイ

ルの管理: 所有権

の洗い替え 

× ○ ○ ×  

テキスト検証ルール

の管理 

× ○ ○ ×  

パブリック サイト コ

レクション ディレクト

リ 

× ○ ○ ○  
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機能 DocAve 6 

/ DocAve 

Online との

統合 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

個人用サイト × ○ × ○  

個人設定の構成:  

タイム ゾーン 

× ○ ○ ○  

個人設定の構成: 

日付の形式 

× ○ ○ ×  

個人設定の構成: 

時刻の形式 

× ○ ○ ×  

個人設定の構成:  

Office 365 アカウ

ント 

× × ○ ×  

言語:  

英語 

× ○ ○ ○  

言語:  

日本語 

× ○ ○ ○  

言語:  

フランス語 

× ○ ○ ○  

DocAve から認証

方法を同期する 

× ○ × ×  

コンテンツ データベ

ース ポリシー 

× ○ × ×  

Governance Au

tomation アプリ 

× ○ × ○  

Governance Au

tomation アプリ 

パーツ 

× ○ × ○ Governanc

e Automati

on Online 

では、サイト情

報カード アプ

リ パーツのみ

が使用できま

す。 
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Web API 

Governance Automation Web API および Governance Automation Online Web API で対応する 

/ 対応ないサービス タイプについては、以下の表を参照してください。 

○ は対応していることを示します。 

× は対応していないことを示します。 

サービス名 Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

サイト コレクションの作成サー

ビス 

○ ○ ○  

サイトの作成 ○ ○ ○  

サイト コレクションの連絡先 

/ 管理者の変更 

○ ○ ○  

サイト コレクション設定の変

更 

○ ○ ○  

サイト連絡先の変更 ○ ○ ○  

サイト メタデータの変更 ○ ○ ○  

コンテンツ移動 ○ ○ ○  

ライブラリ / リストの作成 ○ ○ ○  

ライブラリ / リスト設定の変

更 

○ ○ ○  

個人用サイトの作成 ○ ○ × このサービスは G

overnance Au

tomation Onli

ne で使用できま

せん。SharePoi

nt Online で

は、ユーザーが S

harePoint Onli

ne にログインす

ると、個人用サイ
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サービス名 Governance 

Automation 

(SharePoint 

オンプレミス) 

Governance 

Automation 

(SharePoint 

Online) 

Governance 

Automation 

Online 

注記 

ト が自動作成さ

れます。 

サイト コレクションのライフサイ

クル管理 

○ ○ ○  

サイトのライフサイクル管理 ○ ○ ○  

ユーザー権限のクローン / 転

送 

○ ○ ○  

権限の付与 ○ ○ ○  

権限の変更 ○ ○ ○  
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