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AvePointについて 
 

あらゆる情報が企業内に散在する中で、企業の情報資産を有効活用できるフレームワークが求められています。
AvePoint は、情報アーキテクチャの観点から、「必要とされるデータ」 を IT ガバナンス・コンプライアンスを確保した   
状態で、「活用しやすい形」 に変えるための仕組みづくりを提案します。上流のコンサルティング、ソリューション提供、  
さらには導入・実装のためのサービスデリバリーまでを、AvePoint のパートナーネットワークの中でワンストップでお届け  
します。 

はじめに 
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DocAve Governance Automation (GA+) が開発 
された背景と製品コンセプト 
 

GA+ は、数十万人単位の社員を有するグローバルの金融機関の情報
共有基盤の構築支援をきっかけとして開発されました。 
 
数千人 ～ 数十万人単位のユーザーがいる場合に、 「IT ガバナンスを
利かせた状態で、あらゆるユーザーからの多様なサービスリクエストに迅速
に対応し、ビジネスの加速につなげられること」 を目的に開発されたプラッ
トフォーム製品です。 

グローバル金融機関のグローバル規模での コラボレーションを 
IT ガバナンス下で実現 



エンドユーザー 

IT 管理者 

申請 

承認 

レポート 

サービス定義 

• エンドユーザーはサイトコレクションの作成など、
SharePoint に対する運用管理的な操作を 
IT 管理者に依頼せずに実行することが可能に 

   なります 

• IT 管理者はエンドユーザーに強い権限を  
委譲せずに、運用管理的な操作をユーザー  
判断にゆだねることが可能になります 
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GA+ は、エンドユーザーからのサービスリクエスト処理を自動化し、ビジネスを加速化させる製品です。  

オンプレミス 

ハイブリッド 

クラウド 
・ 意思決定に利用する BI ダッシュボードが欲しい 
・ セキュアに公式文書管理を行いたい 
・ 部署横断プロジェクトの情報共有を行いたい 

ビジネスオーナー 



よくある課題・ニーズ 

ポ
ジ
シ
ョ
ン
別 

課
題
例 

(1) エンドユーザーに利用を開放すると、利用状況を把握できなくなる 
(2) 準備するストレージに限界があるので、ユーザーに勝手に容量を利用されるとすぐ上限に達する恐れがある 
(3) 横断的な部門サイトを準備するにも、適切な権限ユーザー・グループ情報を部門毎に棚卸する必要がある 

プロジェクト関係者や、他部
署との情報交換を効果的

にしたいな・・・。 

新規プロジェクトサイトのリクエ
ストを申請しても、リリースま
で時間かかるな。もう少し早く

対応してほしいな。 

SharePoint の部門サイ
ト、どこまでユーザーへ権限
を解放するべきか・・。 

  
 
解
決
方
法 
 
 

(1) 適切なロールの人に権限移譲して、あらかじめ決めたルールに従ってサービスを提供できる 
(2) システムの利用状況を網羅的に把握でき、IT 管理者側でコントロールできる 
(3) 権限操作など、セキュリティリスクの高い操作は、あらかじめルールを設定することで“証跡”として残すことができる 

IT管理者 

ビジネスオーナー 

エンドユーザー 

Governance Automation 
(GA+) を利用すれば、その 
課題を解決できます！ 
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(1) もっと自由にサイトを活用したい 
(2) ファイルサーバーのようにもっと簡単に利用できないか 

(1) 部門別のコスト管理を明確にし、適切なチャージバックを実現したい 
(2) サイト利用の申請フローをもっと簡単にできないか 

(1) 必要になったタイミングで申請すれば自動実行されるので、業務機会に応じていつでも利用できる 
(2) サイト作成や権限の追加やコンテンツの移動など、あらかじめルールを設定すれば自動実行されるので、  
     SharePoint を詳しく知らなくても、利用できる 

(1)  適切なロールの人に権限移譲して、あらかじめ決めたルールに従ってサービスを提供できる 
(2)  システム利用の把握が網羅でき、IT管理者側でコントロールできる 
(3)  権限操作など、セキュリティリスクの高い操作は、“証跡”として残すことができる 
 
(1)  ストレージなど利用状況に関する詳細な分析レポートを作成し、部署ごとのチャージバックの計算ができる 
(2)  申請⇒承認⇒サービス提供までのプロセスを自動化することで、リードタイムが短縮され、 業務を効率化   
    できる 
 
(1)  必要になったタイミングで申請すれば自動実行されるので、業務機会に応じていつでも利用できる 
(2)  サイト作成や権限の追加やコンテンツの移動など、あらかじめルールを設定すれば自動実行されるので、  
       SharePointを詳しく知らなくても、利用できる 

(1) ストレージなど利用状況に関する詳細な分析レポートを作成し、部署ごとのチャージバックの計算ができる 
(2) 申請⇒承認⇒サービス提供までのプロセスを自動化することで、リードタイムが短縮され、業務を効率化   
   できる 



IT 管理者・
SharePoint  
ガバナンス担当者
によるポリシーの 
作成・設定 

ポリシー管理 サービス管理  要求管理   承認管理  利用状況のレポート化  

ユーザー役割に 
応じたサービス 
提供の定義・  
設定 
 

システム部門から
の依頼フォームを 
エンドユーザー向け
に整備 
 

承認担当の割り
当てとエスカレー
ションにより、承認
フローのプロセスを
徹底 

ユーザー別、サイト
およびサイトコレク
ション内のストレー
ジ利用状況などを
分析・可視化 

GA (+) の導入により、 従来、IT 担当者がマニュアル操作で行っていたMicrosoft 
SharePoint のサービスを自動実行することができます。以下のサービス構成を提供 
してエンドユーザーのリクエストにタイムリーに対応することができます。 
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IT管理者 
エンドユーザー 



コンテンツの 
移動・コピー 

 コンテンツの移行や再構築を、コンテンツ、構成、セキュリティ設定、 
メタデータなどをすべて保持したまま自動化 

権限の管理  要求や権限変更処理をすべて監査、追跡 

 カスタム権限を割り当てる権限を直接付与・委譲・クローン。また、
SharePoint  グループ内のメンバーに実行させることも可能 

 すべてのユーザーの権限を定期的にチェックするタスクを、サイト コレ
クションのビジネス管理者にアサインできる 

 非アクティブ ユーザーの権限削除、他のユーザーへの権限委譲ができる 

展開  ポリシーが適用されたサイト コレクション、サイト、リスト、ライブラ
リ、個人サイトなどを  SharePoint  内で自動展開 

 コンテンツ タイプや  Web  パーツ、テーマ、リスト テンプレートなどの
ギャラリー アイテムを展開し、サイト コレクション内の統一性を保持 

 フレキシブルなポリシー ウィザードを活用してポリシー定義の使用を    
中央化・再利用化し、ストレージ管理やサイト リースなどに対する    
サービス要求を統一化 

ライフサイク
ル管理 

 あまり使用されていない、もしくはリース期限の切れてしまったサイトを
管轄する責任者に対して サイトの削除、もしくはアーカイブ化を促せる 

管理  展開済みの各種オブジェクトに対する展開後の変更処理が可能 



2010 

2013 

オンプレミス 

ハイブリッド 

オンライン 

3rd パーティアプリ & 既存システム 
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Governance Automation (GA+) やその他のご相談・お問い合わせ先： 
     

     東日本 (東京本社)  

      Email: SalesJP@avepoint.com   

      TEL: 03-6853-6300  FAX:  03-6853-6304 

      〒108-0074  東京都港区高輪 4-10-18 京急第一ビル 11 階 

 

 

      西日本 (大阪オフィス) 

      Email: SalesJP@avepoint.com   

      電話: 06-6345-2055  FAX:  06-6345-2056 

      〒 530-0001 大阪市北区梅田 3-4-5 毎日インテシオ 14 階 
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