
DOCAVE POLICY ENFORCER
FOR MICROSOFT® SHAREPOINT® セキュリティ & ポリシー強化  

フィーチャー スポットライト

Export SharePoint content 
and newsfeed posts to 
Autonomy compatible 
files, Concordance load 
files, or Electronic 
Discovery Reference 
Module (EDRM) XML files.

ポリシー外アクションへの監視と自動修正で、SharePoint 環境ガバナンスを強化

ビジネス上の利点:

SharePoint 環境を常時モニタリ
ングし、 情報環境をポリシー違反
アクションが発生しない状態に保ち
ます。 

リアルタイム 
モニタリング

情報管理ポリシーの導入・
組織内統一

ガバナンスと
ガイドライン

15,000 社以上の顧客対応経験
に基づいて作成された 54 件の構
成・セキュリティ・管理構成関連ルー
ルを用意しています。

ルールに更に編集を加えて使用す
ることも可能です。

ルール作成 SDK ( ソフトウェア開
発キット ) を活用することで独自
ルールを作成し、 40 種類以上
のイベント トリガーを構成すること
が可能です。

変化し続ける情報環境に対応し
たカスタマイズを実行し、 各企業・
組織のニーズに合致した情報管
理体制の構築を実現します。

DocAve Policy Enforcerを利用してできること
DocAve Policy Enforcer は、 構成・セキュリティ・管理設定などに対する不適切な編集にスピーディー
に対応する機能を備えたツールです。 Office 365 ・ オンプレミス ・ ハイブリッド クラウドの全環境タイプに
対応しています。

SharePoint 環境の継続的な監視 ・ 対処を実行することにより、 環境内で発生するすべてのアクション
および変更が、 組織ごとに定義したガバナンス ポリシーに沿ったものであるかを確認し、 情報管理体制の
強化 ・ ガバナンスの効いたプラットフォームの維持を可能にします。

30日間無料評価版 

www.AvePoint.co.jp



構成:
POLICY ENFORCER で使用可能なルール

マスター ページ: すべてのサイトのマスター ページ設定をコントロール
プロパティ バッグ: サイト コレクションのマスター ページ プロパティ バッグ内の値をコントロール
ごみ箱: サイト コレクション / サイトのごみ箱設定をコントロール
サイト コレクションのロック: サイト コレクションのロック設定をコントロール
サイト コレクション ナビゲーション: サイト コレクションおよびサイトのナビゲーション設定をコントロール 
サイト テーマ: サイトに適用されるサイト テーマをコントロール
リスト / ライブラリ バージョン設定: サイト内のリスト / ライブラリのバージョン設定をコントロール
検索とオフラインでの可用性: 適用されるサイト検索の表示設定をコントロール

セキュリティ: 
Active Directory グループの深さの最大値: SharePoint に SharePoint ユーザーとして追加される Active Directory グル
ープの深度をコントロール
継承の解除からの保護: すべてのオブジェクト レベルで、継承を解除する能力を付与もしくは除去
共有権限の制御: 特定の SharePoint オブジェクト レベルに対する共有・付与・編集を許可もしくは防止
イベント駆動型権限管理: リアルタイム モニタリングと即時アクションで、ユーザー権限・グループ権限に対する無権限変更・編集を防止 
権限の付与 / 取り消し / 変更: 個別のユーザーが他のユーザー / グループに権限を付与する権限を付与もしくは除去 
マイクロフィード権限の制限: マイクロフィード リストの固有権限をロックし、編集から保護 
権限変更からの保護: 指定した SharePoint ユーザー / グループの権限をロックし、編集を拒否  
サイト コレクションの管理者数: ルールを適用する各サイト コレクション内のサイト コレクション管理者数を制限
サイト コレクション管理者の制限: サイト コレクション管理者グループに対するユーザー / グループの追加を制限
ユーザー / グループの制限: SharePoint サイトへのユーザー / グループの追加を許可もしくは制限 

ルールの追加

ルールの構成



管理: 
ファーム機能: ファーム、Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト レベルで、SharePoint 機能の有効化・無効化をコントロール
リスト / ライブラリ / サイト作成: 無許可で実行されるリスト・ライブラリ・サイトの作成を監視・ブロック  
コンテンツの作成 / コンテンツのアップロード: コンテンツのアップロードを、個別のユーザー / グループ・コンテンツ サイズ・コンテンツ タイ
プ・ファイル タイプに基づいて許可 / 拒否 
サイト / リスト列タイプの展開: 他のサイト・リストに対するサイト リスト列タイプ展開をコントロール 
サイト / リスト コンテンツ タイプの展開: 他のサイト・リストに対するサイト リスト コンテンツ タイプ展開をコントロール
削除: 特定のユーザー / グループがアイテム・リスト・ライブラリを削除することを許可もしくは拒否
コピー / 移動: 特定のユーザー / グループがコンテンツ・権限・コンテンツタイプ等の SharePoint オブジェクトを移動することを許可もし
くは拒否
制限付きサブサイト テンプレート: サブ サイトに対して適用可能にするテンプレートを制限
サイト テンプレート: 特定のサイト テンプレートの使用をコントロール
サイト サイズと深さ: サイト サイズをコントロール
フォルダーの深さ: 特定のリスト / ライブラリ内で作成できるフォルダーの深度をコントロール
Web パーツ必須ブロック: 特定のページでブロックする Web パーツを指定
ドキュメント/アイテムのメタデータ フィルタリング: 特定のメタデータに基づき、ドキュメントやアイテムのアップロードを許可/ブロック
イベント駆動型アクション: サイト コレクション / サイト / リスト / ライブラリ / ファイル / アイテムの無承認作成・削除を防止

本リリースで新たに追加される機能の一覧については、DocAve 6.8 リリース ノート をご参照ください。

ルールの適用
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https://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/product_updates/DocAve_6_SP8_Release_Notes.pdf

