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DocAve Governance Automation について 

SharePoint では、要件に沿った SharePoint オブジェクトの作成や SharePoint データの管理を手動で実

行することができますが、業務プロセス上の関係者によるやり取りが頻繁に起こる場合、意思決定のスピードと品

質が損なわれることがあります。  

Governance Automation はこのような組織に有効な製品です。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ワークフローやポリシーを実行し、お使いの SharePoint コンポ

ーネントにおけるガバナンスを自動化します。この操作により、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。  

本文書は、管理者が Governance Automation エンド ツー エンドのサービスおよび情報管理を利用する

際に使用するものです。ビジネス ユーザーの方は、DocAve Governance Automation ユーザー ガイド (ビ

ジネス ユーザー用) を参照してください。 

 

補完製品 

Governance Automation は、AvePoint の各製品と連携させて使用することができます。Goverance A

utomation は、以下の製品と合わせた使用を推奨します。 

 DocAve 最小単位バックアップ & リストア - アイテム レベルに至るすべてのファーム コンテンツをバッ

クアップし、紛失したり、破損してしまったりしたコンテンツをリストアします。Governance Automation 

で作成されたサイト コレクションは最小単位バックアップ & リストア プランに関連付けることができるため、

新しいサイト コレクション内のコンテンツを、サイト コレクションの作成時に保護することができます。  

 DocAve アーカイバ - 完全にカスタマイズ可能なビジネス ルールを基に、通常であれば高価な SQL 

server のストレージに保存される SharePoint コンテンツを、より低コストの階層ストレージ システム

に自動的にオフロードして、SharePoint ストレージのコストを減少します。Governance Automati

on で作成するサイト コレクションは、作成時に既存のアーカイバ ルールに関連付けることができます。  

 DocAve コネクタ – 移行ではなく SharePoint を直接経由させることで、ネットワーク ファイル シェ

アやクラウド ストレージ リソースを共用することができます。Governance Automation で作成された

サイト コレクションでは、DocAve コンテンツ ライブラリおよび DocAve メディアシェア ライブラリを有効

にできます。ユーザーは DocAve コネクタを使用することにより、SharePoint の外のファイルにアクセス

することができます。  

 DocAve ストレージ マネージャー – DocAve ストレージ マネージャーは、様々なリアルタイムのルー

ルやスケジュールされたビジネス ルールが絡み、増加するデータ量によって引き起こされる高価な SQL 

server のストレージ コストを抑制し、ファイルのサイズ、種類、またはその他のファイルの属性を基に、B

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Governance_Automation_Business_User_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Governance_Automation_Business_User_User_Guide.pdf
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LOB コンテンツを外部に置くことができます。Governance Automation を連携させることにより、ビ

ジネス ユーザーはコラボレーション用に新しいサイトを要求する際、管理者によって構成された設定を基

に、新しいサイトの作成時にストレージ マネージャーのプロファイルに関連付けることができます。  

 DocAve レポート ポイント – DocAve レポート ポイントの監査機能を使用して、SharePoint オ

ブジェクトのイベントを追跡することができます。Governance Automation で作成するサイト コレク

ションを、作成時に既存の DocAve 監査プロファイルに関連付けることができます。 

 DocAve 管理センター – DocAve 管理センターの中の AD 削除済みアカウントの整理機能を使

用して、Governance Automation が管理するサイト コレクションについて、非アクティブなユーザー

の権限を削除したり、非アクティブなユーザーの権限をアクティブなユーザーに転送したりすることができま

す。Policy Enforcer 機能は、Policy Enforcer ルールを Governance Automation が管理す

るサイト コレクションへ適用することにより、サイト コレクションに対する継続的な監視と適切なアクション

を行い、サイト コレクションへのアクションおよび変更に対し、構成済みルールの適用を徹底します。 

 DocAve Vault - Governance Automation が管理するサイト コレクションのコンテンツを、外部

のストレージ システムにエクスポートすることができます。この操作により、Autonomy または Concord

ance プラットフォームを利用した管理が可能になります。 

 DocAve 展開マネージャー ‒ Governance Automation で管理されているサイト コレクション内

のソリューションの変更管理を自動化する、強固なソリューションを適用することができます。 

 DocAve どきゅなび - Governance Automation が管理するサイト コレクションをファイルシェア コ

ンテンツへのリンクをホストします。SQL server の容量を使用することなく、SharePoint をファイルシェ

アのプレゼンテーション レイヤとして活用します。 
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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。次の URL を

クリックして、弊社 Web サイト上から [フィードバックを送信] フォームにアクセスしてください。 

http://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1 

  

http://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1
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始める前に 

DocAve Governance Automation をインストールして使用する前に、システムおよびファーム要件セクショ

ンを参照してください。  

必要条件 

DocAve Governance Automation をインストールする前に、お使いの環境が以下の要件を満たしているこ

とを確認してください。  

ルール  推奨条件 

オペレーション システム エディション Windows Server 2008、Windows Server 20

08 R2、Windows Server 2012、Windows 7 

利用可能な物理メモリ サービス毎に 512MB 以上 

空きディスク容量 1 GB 以上 

.NET Framework の機能 WCF アクティブ化、HTTP アクティブ化、および非 H

TTP アクティブ化を含む Windows の機能がインスト

ールされている必要があります。  

Net.Tcp ポート共有サービス Net.Tcp ポート共有サービスが開始されている必

要があります。 

Windows プロセス アクティブ化サービス Windows プロセス アクティブ化サービスが開始されて

いる必要があります。  

プロセス モデル、.NET 環境、および構成 API がイン

ストールされている必要があります。  

World Wide Web 発行サービス  World Wide Web 発行サービスが開始されている

必要があります。 

Web サーバー (IIS 7) ロール 以下の Windows 機能がインストールされている必

要があります。  

- Web サーバー  

- HTTP 基本機能 (静的コンテンツ、既定ドキュメン

ト)  

- アプリケーション開発 (ASP.NET、.NET 拡張性、I

SAPI 拡張、ISAPI フィルター)  

- 管理ツール (IIS 管理コンソール、IIS 6 管理互換

性、IIS 6 メタベース互換性) 

SQL Server のバージョン SQL Server 2008、または 2008 R2 

DocAve マネージャー バージョン DocAve マネージャー 6.3.2 以上 

DocAve 製品 DocAve 管理センター 
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ルール  推奨条件 

.NET Framework バージョン .NET Framework 4.5 以上 

Web ブラウザ Internet Explorer 8、9 

サポート情報 

サポートされているオペレーティング システム、SQL Server、Web ブラウザおよび DocAve 製品は以下の表

の通りです。 

タイプ サポート条件 

オペレーティング システム Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2012 

Windows 7 

SQL Server  SQL Server 2008 

SQL Server 2008 R2 

SQL Server 2012 

Web ブラウザ Internet Explorer 8 

(対応フォーム機能は使用できません） 

Internet Explorer 9 

Internet Explorer 10 

Google Chrome 

DocAve 製品 管理センター 

コンテンツ マネージャー 

展開マネージャー 

最小単位バックアップ & リストア 

レポート ポイント 

スケジュール ストレージ マネージャー 

コネクタ 

アーカイバ 

Vault 

どきゅなび 

 

Governance Automation、DocAve、SharePoint、および SharePoint バージョンの SnapManager 

の互換性マトリクスについては、AvePoint KB の記事 Governance Automation, DocAve, SharePoi

nt, and SnapManager for SharePoint Support Matrix (英語) を参照してください。   

http://www.docave.co.jp/KB/Lists/KB/DispErrorArticle.aspx?ID=850
http://www.docave.co.jp/KB/Lists/KB/DispErrorArticle.aspx?ID=850
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インストール 

*注意: Governance Automation のインストールを開始するには、DocAve 6 SP3 CU2 のバージョンが

必要です。互換性、機能性、一貫性のため、DocAve インスタンスは DocAve 6 SP3 CU2 以上のバージョ

ンで更新することを推奨します。 

Governance Automation のインストール 

*注意: Governance Automation をインストールする場合、DocAve との統合機能のため、更新が Doc

Ave に自動インストールされます。Governance Automation を使用するには、DocAve マネージャーの 

[コントロール パネル] > [更新マネージャー] の順に移動して、DocAve_Update_for_Governance

_Automation_1.4 の状態が インストール であることを確認してください。 

お使いのディレクトリの適切な場所に、ZIP ファイルからコンテンツを解凍し、以下の手順に従って DocAve Go

vernance Automation をインストールしてください。 

1. DocAve Governance Automation ディレクトリに移動し、[Setup.exe] ファイルをダブルクリック

します。 

2. [ようこそ] 画面で、ドロップダウン メニューから言語 (英語、日本語、フランス語) を選択し、DocAve 

Governance Automation のインストールを選択して、[次へ] をクリックします。 

3. 表示フィールドに 使用者名 および 会社 を入力します。[次へ] をクリックします。 

4. Governance Automation の使用許諾契約書をよくお読みください。使用許諾契約書を確認後、

[ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します] チェックボックスを選択し、[次へ] をクリックします。 

5. 既定では、Governance Automation は、C:\Program Files\AvePoint にインストールされま

す。インストール先を変更する場合は、[参照] をクリックします。[次へ] をクリックします。 

6. サービスを構成します。 

a. DocAve コントロール サービス アドレス ‒ DocAve コントロール サービス ホストと DocAv

e コントロール サービス ポートを構成します。 

 DocAve コントロール サービス ホスト - DocAve コントロール サービスをインスト

ールするマシンのホスト名または IP アドレスを入力します。 

 DocAve コントロール サービス ポート - DocAve コントロール サービとの通信に

使用される DocAve コントロール サービス ポート番号を入力します。既定のポート

番号は 14000 です。 
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b. Governance Automation ホスト – Governance Automation がインストールされ

たマシンのホスト名または IP アドレスを入力します。 

c. IIS Web サイト設定 - Governance Automation の IIS Web サイト設定を構成し

ます。既存の IIS Web サイトを使用するか、または IIS Web サイトを新しく作成することが

できます。IIS Web サイトを使用して、Governance Automation にアクセスします。 

 既存の IIS Web サイトの使用 ‒ ドロップダウン リストから既存の IIS Web サイ

トを選択します。必要に応じて、Governance Automation へのアクセスに使用

する Web サイトのポート番号 を調整することができます。 

 新しい IIS Web サイトの作成 ‒ Governance Automation の新しい IIS W

eb サイトを作成する際に使用する Web サイト名を入力します。既定の Governa

nce Automation へのアクセスに使用する Web サイトのポート番号 は 15000 

です。既知のポートと競合しない限り、ポート番号を変更する必要はありません。 

 Web サイト ポート ‒ Governance Automation の通信用のポート番号を入

力します。既定のポート番号は 15000 です。 

d. アプリケーション プール設定 ‒ 該当する Web サイトの IIS アプリケーション プール設定を

構成し、該当する Web サイトに送信された要求を収集、管理します。ここでは、既存のアプ

リケーション プールを使用するか、新しいアプリケーション プールを作成するかを選択できます。 

 既存のアプリケーション プールの使用 - ドロップダウン リストから既存のアプリケーシ

ョン プールを選択します。既存のアプリケーション プールを選択すると、アプリケーション 

プールのアカウント設定はグレーアウトされ、変更できなくなります。 

 新しいアプリケーション プールの作成 - アプリケーション プール名とアプリケーション 

プールのアカウント設定を入力して、新しい IIS アプリケーション プールを作成します。 

*注意: 指定するユーザーはローカル管理者であり、かつ DocAve アーカイバ データ

ベースの DB_DataReader ロールと DB_DataWriter ロールのメンバーである必

要があります。 

e. Governance Automation ワークフロー サービス – Governance Automation ワーク

フロー サービスは、ローカル サービスでの Governance Automation の使用前に手動で起動

する必要があります。 ワークフロー サービス ポートおよびサービス アカウントを構成します。 

 ワークフロー サービス ポート – ワークフロー サービスとの通信に使用されるワークフ

ロー サービス ポート番号を入力します。既定のポート番号は 6008 です。 

 サービス アカウント – ユーザー名とパスワードを入力して、Governance Automa

tion ワークフロー サービスのログオンの際に使用するアカウントを指定します。  

*注意: 指定したユーザーは、Governance Automation ワークフロー サービスに

アクセスする十分な権限を持つ Governance Automation データベース所有者

である必要があります。 
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f. Governance Automation タイマー サービス – Governance Automation タイマ

ー サービスは、ローカル サービスでの Governance Automation の使用前に手動で起動

する必要があります。タイマー サービスのサービス アカウントを構成します。 

 サービス アカウント – ユーザー名とパスワードを入力して、Governance Automa

tion タイマー サービスのログオンの際に使用するアカウントを指定します。 

*注意: 指定したユーザーは DocAve アーカイバ データベースの DB_DataRead

er ロールおよび  DB_DataWriter ロールのメンバーである必要があります。 

7. [次へ] をクリックし、Governance Automation の認証の構成を続けます。  

8. 認証を構成します。 

 認証 - DocAve との通信を確保するための DocAve マネージャー パスフレーズ を入力し

ます。パスフレーズを忘れた場合、[DocAve] > [コントロール パネル] > [システム設定] 

> [システム オプション] > [セキュリティ設定] の順に移動すると、パスフレーズを確認する

ことができます。 

 DocAve 管理アカウント設定 - DocAve アクティビティを実行する DocAve マネージャー

のアカウントを入力します。ここで指定したユーザー アカウントは、DocAve に対するフル コント

ロール権限を持つローカル ユーザーである必要があります。 

*注意: 入力した DocAve アカウント情報を変更するには、Governance Automation フォルダー

内の構成ツールを利用します。 

9. [次へ] をクリックします。 

10. Governance Automation では、すべてのハードウェアと構成が要件を満たしていることを確認する

ために、環境に対して簡単なプレスキャンを実行します。それぞれのルールの状態は 状態 列に一覧表

示されます。状態 列のハイパーリンクをクリックすると、スキャン結果に関する詳細情報がポップアップ ウィ

ンドウに一覧表示されます。 

11. [詳細] をクリックすると、すべてのルールの詳細な要件を確認することができます。 

12. [次へ] をクリックし、Governance Automation のデータベースの構成を開始します。 

13. 構成データベースを設定します。 

a. データベース設定 - 設定と構成データを保存する Govermance Automation の構成デ

ータベースを指定します。 

 データベース サーバー - 接続するデータベース サーバーのサーバー名および IP アド

レスを入力します。  

 Govermance Automation データベース名 - Govermance Automatio

n 構成データベース名を入力します。データベースが存在しない場合は、自動的に作

成されます。 
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b. データベース証明書 - Govermance Automation 構成データベースを利用する際、SQ

L server に接続するための認証方式 (Windows 認証または SQL 認証) を選択します。 

 Windows 認証 - Windows にユーザー ID の確認に使用されます。 

 SQL 認証 – 指定したアカウントとパスワードに従って、SQL server がユーザー ID 

を確認します。  

c. 詳細データベース設定 - フェールオーバー データベース サーバー名を入力して Governanc

e Automation 構成データベースのホット スタンバイ データベース サーバーとして指定するこ

とで、データベースの可用性を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。詳細データベース

設定を構成する前に、データベース サーバーの可用性確認のため、SQL server のデータベ

ース ミラーリングをセットアップする必要があります。  

14. [次へ] をクリックします。 

15. 監査データベース設定をセットアップし、Governance Automation が監査情報、データ、レポートを

保存する Governance Automation 監査データベースを構成します。 

a. Govermance Automation 構成データベースと同じデータベース設定 (データベース サー

バー、データベース証明書、詳細データベース設定など) を使用するには、[以前のデータベー

ス設定を使用する] チェックボックスをクリックして、Govermance Automation の監査デー

タベースの名前を入力します。データベースが存在しない場合、指定したデータベース サーバー

で自動的に作成されます。 

b. Govermance Automation 監査データベースとして別のデータベースをセットアップするには、

[以前のデータベース設定を使用する] にチェックを入れずに、以下の情報を入力します。  

 データベース サーバー - 接続するデータベース サーバーのサーバー名および IP アド

レスを入力します。  

 監査データベース名 - Govermance Automation 監査データベース名を入力

します。データベースが存在しない場合、指定したデータベース サーバーで自動的に

作成されます。  

 データベース証明書 - Govermance Automation 監査データベースを利用する

際、SQL server に接続するための認証方式 (Windows 認証または SQL 認

証) を選択します。 

o Windows 認証 – ユーザー ID を Windows に確認させたい場合に、

この方法を使用します。 

o SQL 認証 – 指定したアカウントとパスワードに従って、SQL server がユ

ーザー ID を確認します。   

 詳細データベース設定 - フェールオーバー データベース サーバー名を入力し、このデ

ータベース サーバーを Governance Automation 監査データベースのホット スタ
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ンバイ データベース サーバーとして指定することで、データベースの可用性を最大化し、

ダウンタイムを最小限に抑えます。詳細データベース設定を構成する前に、データベー

ス サーバーの使用確認のため、SQL server のデータベース ミラーリングをセットアッ

プする必要があります。 

16. [次へ] をクリックします。 

17. 詳細構成を設定して、SSL 証明書を指定します。 

 Built-in 証明書 - Governance Automation が提供する Built-in 証明書を使用し

ます 。その他の構成は必要ありません。 

 ユーザー定義証明書 - 現在使用できません。 

18. DocAve Governance Automation のインストール準備完了ページに、前の手順で構成したすべ

ての情報が一覧表示されます。[インストール] をクリックしてインストールを開始します。[戻る] をクリッ

クすると、インターフェイス画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずにインストール 

ウィザードを終了します。  

19. Governance Automation のインストール終了後、インストール完了 インターフェイスには、 [技術

サポートを拡張するため、Governance Automation をカスタマー エクスペリエンス向上プログ

ラムに登録する] オプションがあります。[完了] をクリックし、インストール ウィザードを終了します。 

 

*注意: データベース設定を構成する際に Governance Automation SP3 データベースを継続して使用す

る場合、SP4 のインストール中に SP3 データが自動的にアップグレードされます。 

Governance Automation 構成ツール 

インストール後にインストール設定を表示または編集するには、Governance Automation がインストールさ

れたサーバー上の [スタート] > [Governance Automation] の順に移動して、[Governance Aut

omation 構成ツール] をクリックします。  

Governance Automation 構成ツールの使用方法については、Governance Automation のインストー

ル を参照してください。  

DocAve への Governance Automation の登録 

DocAve をアンインストールし、Governance Automation のインストール後に DocAve を再インストールし

た場合は、Governance Automation 構成ツールを使用して DocAve に Governance Automation 

を再登録する必要があります。DocAve に Governance Automation を再登録するには、Governance 

Automation ツールで次の設定を構成する必要があります。  
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 DocAve コントロール サービス アドレス 

 DocAve マネージャー パスフレーズ  

 DocAve 管理アカウント設定  

これらの設定の詳細については、Governance Automation のインストール を参照してください。DocAve に 

Governance Automation を再登録した後、Governance Automation を正常に使用するために、更

新を DocAve に手動でインストールする必要があります。この更新 (DocAve_Update_for_Governa

nce_Automation_1.4.zip) は Governance Automation インストール パッケージ内に存在します。 

Governance Automation の更新 

Governance Automation SP3 を使用しており、SP4 へ更新する場合、DocAve_Governance_Au

tomation_1.0_SP4.zip をダウンロードします。 ZIP ファイルのリンクについては、弊社技術サポートまで連

絡してください。次の手順に従って、更新を完了します。 

1. DocAve マネージャーの [コントロール パネル] > [更新マネージャー] の順に移動して、DocAve

_Update_for_Governance_Automation_1.4 の更新が正常にインストールされることを

確認してください。 

a. 更新がインストールされていない場合、手動でDocAve_Update_for_Governance_

Automation_1.4.zip の更新をインストールします。  

b. DocAve_Governance_Automation_1.0_SP4.zip の更新を解凍します。Doc

Ave_Update_for_Governance_Automation_1.4.zip の更新は、…\DocAv

e_Governance_Automation_1.0_SP4\GovernanceAutomationPatch\Gove

rnanceAutomation\Update に存在します。  

c. 更新を正常にインストールするには、まず マネージャー タブで、マネージャー サービスへの更新

をインストールすることを推奨します。マネージャー サービスへの更新を正常にインストールした

後、エージェント タブで、ファームへの更新をインストールします。 

2. 更新マネージャー で、ダウンロード済み DocAve_Governance_Automation_1.0_SP4.zi

p をインストールし、選択したサーバーに対し Governance Automation を更新します。 

DocAve Governance Automation Web パーツのインストー

ル 

DocAve Governance Automation Web パーツは、SharePoint サイトにビジネス ユーザー インターフェ

イスを埋め込みます。この操作により、SharePoint ユーザーは SharePoint 環境を終了することなく簡単にア

クセスすることができます。 
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*注意: ユーザーが この Web パーツがインストールされたサイトにアクセスする十分な権限を持っていることを確

認してください。 

DocAve Governance Automation Web パーツ ソリューションの展開 

SharePoint に Governance Automation Web パーツを追加するには、以下の手順に従ってください:  

1. [スタート] > [ファイル名を指定して実行] > [開く] テキスト ボックスに cmd を入力して、[OK] 

をクリックします。 

2. 次のコマンドを入力します。 

cd C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\1

4\BIN  

 

図1: DocAve Governance Automation Web パーツ ソリューションの展開 (1) 

3. Enter キーを押して、次の形式でコマンドを継続入力します。 

stsadm.exe -o addsolution -filename C:\GAWebPart.wsp 

4. C:\GAWebPart.wsp はソリューションの保存先パスに置き換える必要があります。 

 

図2: DocAve Governance Automation Web パーツ ソリューションの展開 (2) 

5. Enter キーを押します。このソリューションがソリューション ストアに追加された後、[操作は正常に完了

しました] メッセージが表示されます。 

6. [SharePoint 2010 サーバーの全体管理] > [システム設定] > [ファーム管理] の順に移動し

て、GAWebPart.wsp が表示されている [ファーム ソリューションの管理] をクリックします。 

7. [gawebpart.wsp] をクリックし、[ソリューションの展開] をクリックして展開します。 
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SharePoint サイトへの Web パーツの挿入 

SharePoint サイト コレクション内のページに Web パーツを追加するには、Web パーツを追加するサイト コレ

クションに移動して、以下の手順に従ってください。 

1. [サイトの操作] > [サイトの設定] > [サイト コレクションの機能] の順に移動します。 

2. [DocAve Governance Automation Web パーツ機能] を指定して [アクティブ化] をクリックし

ます。 

3. Web パーツを追加するページで、[ページの編集] > [挿入] > [Web パーツ] の順にクリックします。 

4. DocAve Governance Automation を選択し、Web パーツを選択して [追加] をクリックします。 

5. Web パーツを追加したら、画面右上の下矢印をクリックしてドロップダウン メニューから [Web パーツ

の編集] をクリックします。 

6. 外観 で、Web パーツのサイズを設定します。高さ 768 および幅 1024 の使用を推奨します。 

7. Governance Automation 設定 セクションを構成します。  

 Governance Automation URL (必須) – 次の形式で URL を設定します。  

https://servername:port 

*注意: URL の後に / を追加しないでください。 

 Governance Automation メニュー バーを隠す (必須ではありません) – Governan

ce Automation Web パーツ インターフェイス内の Governance Automation メニュー 

バーを隠します。 

8. [適用] をクリックして変更を適用し、[OK] をクリックして構成を保存します。  

DocAve Governance Automation サイト ディレクトリ Web 

パーツのインストール 

DocAve Governance Automation サイト ディレクトリ Web パーツにはサイトの詳細情報を表示します。

ビジネス ユーザーは、Governance Automation で追加された URL、タイトル、サイト連絡先、代理のサイ

ト連絡先、メタデータを検索することができます。 

DocAve Governance Automation サイト ディレクトリ Web パーツ ソリ

ューションの展開 

SharePoint に Governance Automation サイト ディレクトリ Web パーツを追加するには、以下の手順

に従ってください。 
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1. [スタート] > [ファイル名を指定して実行] > [開く] テキスト  ボックスに cmd を入力して、[OK] 

をクリックします。 

2. 次のコマンドを入力します。  

cd C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\1

4\BIN 

 

図3: DocAve Governance Automation サイト ディレクトリ Web パーツ ソリューションの

展開 (1) 

3. Enter キーを押して、次の形式でコマンドを入力します。 

stsadm.exe -o addsolution -filename C:\GASubSiteDirectory.wsp 

 

図4: DocAve Governance Automation サイト ディレクトリ Web パーツ ソリューションの

展開 (2) 

*注意:C:\GASubSiteDirectory.wsp はソリューションの保存先パスに置き換える必要があります。 

4. [Enter] キーを押します。このソリューションがソリューション ストアに追加されると、[操作は正常に完

了しました] メッセージが表示されます。 

5. [SharePoint 2010 サーバーの全体管理] > [システム設定] > [ファーム管理] の順に移動し

て、GASubSiteDirectory.wsp が表示されている [ファーム ソリューションの管理] をクリックします。 

6. gasubsitedirectorywebpart.wsp をクリックし、[ソリューションの展開] をクリックして展開しま

す。 

SharePoint サイトへの Web パーツの挿入 

SharePoint サイト コレクション内のページに Web パーツを追加するには、Web パーツを追加するサイト コレ

クションに移動して、以下の手順に従ってください: 

1. [サイトの操作] > [サイトの設定] > [サイト コレクションの機能] の順に移動します。 

2. [DocAve Governance Automation サイト ディレクトリ Web パーツ機能] を探して、[ア

クティブ化] をクリックします。 
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3. Web パーツを追加するページで、[ページの編集] > [挿入] > [Web パーツ] の順にクリックしま

す。 

4. [DocAve Ｇovernance Automation] を選択し、Web パーツを選択して [追加] をクリック

します。 

5. Web パーツを追加したら、画面右上の下矢印をクリックしてドロップダウン メニューから [Web パーツ

の編集] をクリックします。 

6. [表示の行] テキスト ボックスに数字を入力して、1 ページ内のサイト情報の表示数を指定します。 

*注意: 最小幅は 787 ピクセルです。 

7. [OK] をクリックして保存します。コンテンツの表示を確認するプロンプトが表示されたら、[はい] をクリッ

クします。 

DocAve Governance Automation のライセンスの適用 

Governance Automation のライセンスは、DocAve ライセンス マネージャーから適用されます。新しい Go

vernance Automation のライセンスを適用するには、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve にログインし、[コントロール パネル] > [ライセンス マネージャー] の順に進みます。 

2. [インポート] をクリックし、ZIP ファイルからコンテンツを解凍する場所を選択します。 

3. ライセンスを選択し、[開く] をクリックします。 

4. リボン上で [適用] をクリックして、ライセンスを適用します。 

ライセンスが適用されると、Governance Automation エージェントが自動的に有効となり、使用できるように

なります。 

AD 認証とメール通知設定の構成 

AD アカウントで Governance Automation にアクセスするためには、AD を構成して有効にする必要があり

ます。DocAve での AD 認証の構成については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド の認証マネ

ージャー セクションを参照してください。 

Governance Automation メール通知には、DocAve に構成されている SMTP の設定が使用されます。

Governance Automation でメール通知を送信するためには、DocAve でメールの送信設定を構成してお

く必要があります。DocAve でのメールの送信設定の構成については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザ

ーガイド のユーザー通知設定セクションを参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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はじめに 

Governance Automation 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。 

Governance Automation について 

Governance Automation 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 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 では、管理者は SharePoint または DocAve の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、関連する部署および目的を限定して使用できるため、

それぞれの部署 / 目的にとって最も効率的に動作するよう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 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 つの承認プロセスが構成されるため、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 (そのユーザーの上司など) に通知し、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 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、Shar

ePoint/DocAve のプロセスを実行します。 

初めてログインする場合 

Governance Automation では、異なる管理者やビジネス ユーザーをアカウント マネージャーで構成すること

ができます。ただし、Governance Automation に初めてログインする場合は、Built-in 管理者のアカウント

を使用しなければなりません。 

ログイン ID: admin 

パスワード: admin 

ログオン場所:ローカル システム 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Governance_Automation_Key_Terms.pdf


 23 

 

DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

DocAve Governance Automation に初めてログインする場合、[Governance Automation クイッ

ク スタート ウィザード] が表示されます。ウィザードの指示に従って情報を入力し、既定の承認プロセス、2 つ

のポリシー (ゴールドおよびシルバー)、サイト コレクション サービスの作成を生成します。 

 管理者 – 管理者としてユーザー名を入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認しま

す。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。 

 ビジネス ユーザー – ビジネス ユーザーとしてユーザー名を入力します。  をクリックして名前が有効で

あることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。 

 部署 – テキスト ボックスにカスタム部署名を入力します。  

 ファーム – 範囲を構成するために、ドロップダウン メニューからファームを選択します。 

 範囲 – ファーム全体あるいは Web アプリケーションを選択して、範囲に追加します。  

 [OK] をクリックして以上の構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、クイック スタート ウィザー

ドを終了します。 

お使いの SharePoint 環境でユーザー プロファイル サービスを使用している場合、このウィザードの完了後、G

overnance Automation を構成して既存のユーザー プロファイル サービスを使用することを推奨します。この

設定は 設定 セクションで構成することができます。 

Governance Automation を使用して、SharePoint Online Standard インスタンスまたは SharePoin

t Online Dedicated インスタンスのコンテンツを管理するには、SharePoint Online Standard / Dedica

ted インスタンスを前もって登録しておく必要があります。次の手順に従って、SharePoint Online  Standar

d / Dedicated インスタンス サイト コレクションを登録します。 

1. DocAve マネージャーの [コントロール パネル] > [SharePoint サイト] の順に進みます。 

2. Default_SharePoint Sites_Group または新規作成 SharePoint サイト グループを選択し

ます。 

3. リボン上で [サイト コレクションの管理] をクリックします。 

4. リボン上で [追加] をクリックします。 

5. サイト コレクション URL、ユーザー名、パスワード を該当するテキスト ボックスに入力します。 

6. [OK] をクリックして構成を保存します。 

*注意: データを正常に取得するため、SharePoint サイト グループには、同じ SharePoint Online 管

理センターまたは同じ SharePoint 全体管理のみを含めることを推奨します。 
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個人設定の構成 

Governance Automation プラットフォームの表示言語およびタイム ゾーンを構成するには、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 [個人設定の構成] インターフェイスで、以下の手順に従って、個人設定を構成します。 

1. 言語 – 表示言語としてドロップダウン メニューから [言語] を選択します。  

2. タイム ゾーン – Governance Automation インターフェイスの表示タイム ゾーンを選択します。ここ

で選択したタイム ゾーンにより、インターフェイス内データの表示時間が決定されます。 

3. Office 365 アカウント – 現在のログイン ユーザーにマッピングされる Office 365 アカウントを指定

すると、現在のログイン ユーザーは SharePoint Online でコンテンツを管理することができます。 

*注意: Office 365 アカウントは someone@example.com の形式で入力してください。 

4. リボンの [保存] をクリックすると 、ウィンドウが表示されます。  

5. テキスト ボックスに Office 365 アカウントのパスワードを入力します。[OK] をクリックして構成を保存

すると、表示言語および表示タイム ゾーンも自動的に変更されます。[キャンセル] をクリックすると、構

成を保存せずにウィンドウを閉じます。 
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設定 

設定ページでは、Governance Automation プラットフォーム全体に影響する構成をカスタマイズし、Gover

nance Automation の特定の機能にのみ関連する設定を構成することができます。 

設定にアクセスするには、管理者のランディング ページで [設定] をクリックします。 

ユーザー プロファイル サービス インターフェイス 

Microsoft SharePoint Server 2010/2013 のユーザー プロファイル サービス アプリケーションでは、ユーザ

ーに関する情報を保存します。ユーザー プロファイル サービスを使用すると、組織の詳細なスタッフ情報を取得す

ることができるため、生産的なコミュニケーションが促進され、効率よく共同作業を進めることができます。  

ユーザー情報の保存にカスタム データベースを使用している場合の DocAve Governance Automation と

の同期方法については、カスタム ユーザー情報データベースの使用 セクションを参照してください。 

Governance Automation のユーザー プロファイル サービスを構成するには、設定ページで [ユーザー プロ

ファイル サービス] をクリックします。リボン上で [キャンセル] をクリックすると、ユーザー プロファイル サービスのイ

ンターフェイスを終了します。 

ユーザー プロファイル サービスを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. ユーザー プロファイル サービスのインターフェイスで、[ファーム名] ドロップダウン メニューからファームを選

択します。これは、ユーザー プロファイル サービスを使用するファームです。 

2. [ユーザー プロファイル サービス名] のドロップダウン メニューからユーザー プロファイル サービスを選択

します。 

3. [保存] をクリックして構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに設

定のインターフェイスに戻ります。 

カスタム ユーザー情報データベースの使用 

カスタム データベースからユーザー情報を取得するには、以下の説明に従ってください。 

1. 参照用に …\AvePoint\GovernanceAutomation\bin にある GAContract.dll ファイルを

追加します。 

2. クラスを作成し、 ICustomRoleService インターフェイスを継承します。 

3. インターフェイス ICustomRoleService を実行します。 
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4. ユーザー データには次の情報が含まれる必要があります: IdentityName、Department、Man

ager および IsDeleted 

5. DLL ファイルをビルドして、…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に追加します。 

6. …\AvePoint\GovernanceAutomation に移動し、Global.config ファイルを右クリックしてメ

モ帳で開きます。 

7. LoadCustomRolesConfig ノードを探して、値を True に変更します。 

8. 以下のハイライトされたエリアにアセンブリ情報を追加します。 

 

図5: Global.config ファイルの変更 

9. 保存してファイルを閉じます。 

DocAve Governance Automation は、カスタム データベースからユーザー メタデータを取得し、ユーザー情

報を同期します。 

部署インターフェイス 

組織の中で特定の責務を持つ部署を、それぞれに対応するサービスに関連付けることができるため、サービスを

体系化して、様々なユーザーのニーズに応じて、カスタム サービス カタログを作成することができます。 

ユーザー プロファイル サービスから部署情報を取得するか、または部署を手動で構成するように選択することが

できます。設定 ページで、[部署] をクリックして部署を構成します。リボン上で [キャンセル] をクリックすると、部

署のインターフェイスを終了します。 

SharePoint ユーザー プロファイル サービスから既存の部署情報を取得するには、以下の手順に従ってください。 

1. 部署インターフェイスで [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] の隣にあるラジオ ボ

タンをクリックします。  

2. ドロップダウン メニューから [プロパティ] を選択して、部署の情報を取得します。既定では、部署プロ

パティがドロップダウン メニューで選択されます。ここに表示されるプロパティは、ユーザー プロファイル サー

ビスで構成されるものです。 

3. リボン上で [保存] をクリックして、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

設定のインターフェイスに戻ります。 
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Governance Automation の部署を追加するには、以下の手順に従ってください。 

1. 部署 インターフェイスで [部署の構成] の隣にあるラジオ ボタンをクリックします。 

2. 部署の構成ラジオ ボタンの下にある [新規部署の追加] をクリックします。 

3. 部署名を [値] の下のテキスト ボックスに入力します。  

4. テキスト ボックスの隣にある [挿入] リンクをクリックして部署を追加します。テキスト ボックスの隣にある 

 をクリックして部署名を編集し、[更新] リンクをクリックして変更を保存するか、または、[キャンセル] 

リンクをクリックすると、変更を保存せずに編集モードを終了します。編集リンクの隣にある  をクリック

すると、不要な部署を削除します。 

5. 以上の作業を繰り返して、部署を追加します。 

6. リボン上で [保存] をクリックして、すべての構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、構成を保

存せずに設定のインターフェイスに戻ります。 

アカウント マネージャー インターフェイス 

*注意: Active Directory を使用するには、Govermance Automation でユーザー アカウントとグループ

を作成し、DocAve で Active Directory 認証を構成する必要があります。DocAve で Active Director

y 認証を構成する方法については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド 内の認証マネージャーのセ

クションを参照してください。 

アカウント マネージャーでは Governance Automation のユーザー アカウントとグループを管理できます。Go

vernance Automation のユーザー アカウントを管理する既定グループは 2 つあります。 

 管理者グループ - このグループのユーザーは、Govermance Automation の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ます。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、サービス要求の送信と承認を行うことができます。 

 ビジネス ユーザー / グループ - このグループのユーザーは Govermance Automation のビジネス 

ユーザーのインターフェイスのみにアクセスできます。ここではサービスの要求を送信し、承認することがで

きます。カスタム ビジネス ユーザー / グループでは、指定されたユーザーにプロセスとサイト コレクションの

所有権を監視する Governance Automation レポートを表示させることもできます。 

追加のカスタム ビジネス ユーザー / グループを作成して、特定のユーザーがレポートを表示し、すべての要求とタ

スクを監視することができます。  

Governance Automation のアカウント マネージャーを構成するには、設定 ページで [アカウント マネージ

ャー] をクリックします。リボン上で [閉じる] を選択すると、アカウント マネージャーのインターフェイスを閉じます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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Governance Automation グループの管理 

アカウント マネージャーの右上隅の [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

にグループの表示件数を変更することができます。グループを並べ替えるには、[グループ名] や [説明] などの

列見出しの  をクリックします。 

アカウント マネージャーのインターフェイスでは、以下の操作を実行することができます。 

 グループの追加 - Governance Automation のユーザー アカウントのグループを作成します。Gov

ernance Automation のグループの作成については、本ガイド内の ユーザー / グループの作成 セク

ションを参照してください。  

 グループの編集 - ユーザー / グループの情報を変更するか、または、グループ権限を再割り当てするこ

とができます。Governance Automation のグループの編集については、本ガイド内の ユーザー / グ

ループの作成 セクション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。グループの中で、ユーザー 

アカウントを追加または削除することができます。ユーザーの追加またはユーザー アカウントの削除につい

ては、本ガイド内の グループへのユーザーの追加 または ユーザー を参照してください。 

 グループの削除 - Governance Automation 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するか、または、

[キャンセル] をクリックして選択したグループを削除せずにアカウント マネージャーのインターフェイスに戻

ります。なお、管理者グループとビジネス ユーザー / グループは削除できません。 

管理者アカウントの管理 

アカウント マネージャーのインターフェイスで Governance Automation の管理者を表示または管理するには、

[管理者グループ] チェックボックスを選択して、リボン上で [ユーザーの表示] をクリックします。[戻る] をクリック

すると、アカウント マネージャーのインターフェイスに戻ります。構成済み管理者はすべて、管理者グループのインタ

ーフェイスに一覧表示されます。 

このインターフェイスの右上隅の [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し、ページ毎に管理

者アカウントの表示件数を変更できます。ユーザー アカウントを並べ替えるには、[ユーザー名] や [権限] など

の列見出しに表示された  をクリックし、[昇順] もしくは [降順] を選択します。  をクリックすると、権限をフ

ィルターすることもできます。  

管理者グループのインターフェイスでは、以下の操作を実行することができます。  

 ユーザーの追加 - 管理者グループにユーザーを追加するには、リボン上で [ユーザーの追加] をクリッ

クします。ユーザーの追加のインターフェイスに移動します。 
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a. ユーザーの追加 - 追加するユーザー / グループの名前をテキスト ボックスに入力します。  

をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも

可能です。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。 

b. 権限 - 該当のラジオ ボタンをクリックして、この管理者の権限レベルを選択します。[すべての

ファームに対するフル コントロール] を選択すると、Governance Automation を使用す

るユーザーにすべてのファームに対するフル コントロール権限が与えられます。[SharePoint 

権限と統合する] を選択すると、ユーザーに SharePoint 管理者のファームのみに対するフ

ル コントロール権限が与えられます。 

c. [保存] をクリックして構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリックして構成を保存せず

に管理者グループのインターフェイスに戻ります。  

 編集 - 管理者の権限レベルを変更するには、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 [編集] を選択します。ユーザーの編集のインターフェイスに移動します。該当するラジオ ボタンをクリ

ックして管理者のアクセス許可を選択します。[すべてのファームに対するフル コントロール] を選択す

ると、Governance Automation を使用するユーザーにすべてのファームに対するフル コントロール権

限が与えられます。[SharePoint 権限と統合する] を選択すると、ユーザーに SharePoint 管理

者のファームのみに対するフル コントロール権限が与えられます。 

[保存] をクリックして変更を保存するか、または、[キャンセル] をクリックして変更を保存せずに管理者

グループのインターフェイスに戻ります。  

 ユーザーをグループから除去 - Governance Automation から管理者を削除するには、ユーザー

名をクリックして、[ユーザーをグループから除去] を選択します。確認ウィンドウが表示されます。[OK] 

をクリックして選択したユーザーを削除するか、または [キャンセル] をクリックしてユーザーを削除せずに

管理者グループのインターフェイスに戻ります。  

ビジネス ユーザーの管理 

アカウント マネージャー インターフェイスで、Governance Automation のビジネス ユーザーを表示または管

理するには、[ビジネス ユーザー / グループ] チェックボックスを選択して、リボン上で [ユーザーの表示] をクリッ

クします。[戻る] をクリックすると、アカウント マネージャーのインターフェイスに戻ります。すべての構成済みビジネ

ス ユーザーは、ビジネス ユーザー / グループのインターフェイスに一覧表示され、以下の操作を実行することがで

きます。  

 ユーザーの追加 - ビジネス ユーザー / グループにユーザーを追加するには、リボン上で [ユーザーの追

加] をクリックします。ユーザーの追加のインターフェイスに移動します。追加するユーザー / グループの名

前をテキスト ボックスに入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリック

して、ユーザーを検索することも可能です。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。 

[保存] をクリックして構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリックして、構成を保存せずにビジネ

ス ユーザー / グループのインターフェイスに戻ります。  



30  

 
DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

 ユーザーをグループから除去 - Governance Automation からビジネス ユーザーを削除するには、

ユーザー名の前の  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] 

をクリックします。 確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択したユーザーを削除するか、

または、[キャンセル] をクリックして、ユーザーを削除せずにビジネス ユーザー / グループのインターフェイ

スに戻ります。 

ユーザー / グループの作成 

Governance Automation のユーザー / グループを作成するには、アカウント マネージャーのインターフェイス

で、リボン上で [グループの追加] をクリックします。構成済みグループを変更するには、グループを選択し、リボン

上で [グループの編集] をクリックします。これらのグループの目的は、レポート、アクティビティ、要求、タスクを表

示するビジネス ユーザーの権限を与えることです。  

グループの追加 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。 

1. グループの情報 - 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 

(必須ではありません) を入力します。 

2. 権限  - 該当するチェックボックスをオンにして、グループに権限を割り当てます。  

3. [保存] をクリックして構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリックしてグループを作成せずにアカ

ウント マネージャーのインターフェイスに戻ります。 

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には、以下の説明を従ってください: 

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、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、リボン上で [ユーザーの追加] をクリックします。この操作により ユーザーの追加 インタ

ーフェイスに移動します。  

3. テキスト ボックスに追加するユーザー / グループ名を入力します。  をクリックして名前が有効であるこ

とを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。 

4. [保存] をクリックして構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリックしてユーザーを追加せずにグル

ープのインターフェイスに戻ります。 

ユーザーをグループから除去 

グループからユーザーを除去する場合は、以下の手順に従ってください。 
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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、リボン上で [ユー

ザーの表示] をクリックします。 

2. ユーザー名をクリックしてユーザーを選択し、[ユーザーをグループから除去] をクリックします。確認ウィン

ドウが表示されます。  

3. [OK] をクリックして選択したユーザーを削除するか、または [キャンセル] をクリックしてユーザーを削除

せずにグループのインターフェイスに戻ります。 

レポート エクスポート先インターフェイス 

レポート エクスポート先では、Governance Automation レポートをエクスポートするストレージ場所を指定す

ることができます。Governance Automation レポートについては、本ガイド内の 監査レポート セクションを参

照してください。 

Governance Automation のレポート エクスポート先の設定にアクセスするには、設定 ページで [レポート 

エクスポート先] をクリックします。  

レポート エクスポート先の管理 

レポート エクスポート先では、新しいエクスポート先を作成したり、構成済みエクスポート先を編集したり、削除す

ることができます。エクスポート先の作成または編集の詳細については、本ガイド内の レポート エクスポート先の

構成 セクションを参照してください。 

レポート エクスポート先の検索 

このインターフェイスでは、指定したキーワードで希望のレポートの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、  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

検索をサポートしていますが、現在のビューに表示された列内のコンテンツのみが検索できます。  

レポート エクスポート先の編集および削除 

リボン上で [編集] をクリックして選択したエクスポート先の構成を変更します。エクスポート先構成の編集の詳

細については、本ガイド内の レポート エクスポート先の構成 セクションを参照してください。 

Governance Automation からレポート エクスポート先を削除するには、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てリボン上で [削除] をクリックします。削除を確認するウィンドウが表示されます。[O

K] をクリックして選択したエクスポート先を削除するか、または、[キャンセル] をクリックして、エクスポート先を削

除せずにエクスポート先のインターフェイスに戻ります。 
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レポート エクスポート先の構成 

新しいレポート エクスポート先を作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みエクスポート先を

変更するには、エクスポート先を選択し、リボン上で [編集] をクリックします。 

新しいレポート エクスポート先 またはレポート エクスポート先の編集のインターフェイスで、以下の設定を構成し

ます。  

1. 名前と説明 - 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、エクスポート先の 説明 

(必須ではありません) を入力します。  

2. パス - エクスポート先はファイルシェア、SAN、NAS などを使用することができます。次の形式で UNC 

パス を入力してください。 

\\admin-PC\c$\data もしくは \\admin-PC\shared folder 

*注意: 指定するパスは既存のパスでなければなりません。 

3. ユーザー名 と パスワード を該当するテキスト ボックスに入力します。[検証テスト] をクリックします。パ

スおよびユーザー情報をテストし、すべての情報の有効性を確認します。 

4. [保存] をクリックして構成を保存し、レポート エクスポート先 のインターフェイスに戻るか、または、[キ

ャンセル] をクリックして変更を保存せずに レポート エクスポート先 のインターフェイスに戻ります。  

メール テンプレート インターフェイス 

*注意: Governance Automation で通知メールを送信するためには、送信メール SMTP を DocAve の 

[メールの送信設定] で構成する必要があります。DocAve でのメールの送信設定の構成については、DocA

ve 6 コントロール パネル ユーザーガイド 内のユーザー通知設定セクションを参照してください。 

メール テンプレートを使用すると、要求が承認された際、タスクが割り当てられた際などに Governance Auto

mation 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。各通知タイプに適切なテンプレート タイプのみが表示されます。  

メール テンプレートの設定にアクセスするには、設定 ページで [メール テンプレート] をクリックします。 

メール テンプレートの管理 

メール テンプレートでは、Governance Automation によってあらかじめ定義されたメール テンプレートおよび

ユーザー自身が以前に構成したメール テンプレートを一覧表示したり、新しいメール テンプレートを作成したり、

構成済みメール テンプレートを編集および削除することができます。メール テンプレートの作成および編集につい

ては、本ガイドの メール テンプレートの構成 セクションを参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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メール テンプレートの検索およびフィルター 

表示する行数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューを使用します。メール テンプレ

ートを並べ替えるには [メール テンプレート]、[メール テンプレート タイプ]、[説明] などの列見出しの  を

クリックします。列見出しに表示された  をクリックすると、メール テンプレートをフィルターすることができます。 

表示されるメール テンプレートを検索するには、[検索] テキスト ボックスにキーワードを入力して、  をクリック

します。 

メール テンプレートの編集および削除 

[編集] をクリックすると、選択したメール テンプレートの設定を編集します。メール テンプレート設定の編集につ

いては、本ガイドの メール テンプレートの構成 セクションを参照してください。  

Governance Automation からメール テンプレートを削除するには、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] をクリックして選択したメール 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 テンプレートのインターフェイスに戻ります。 

メール テンプレートの構成 

新しいメール テンプレートを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みメール テンプレートを

変更するには、メール テンプレートを選択して [編集] をクリックします。  

テンプレートの作成またはテンプレートの編集のインターフェイスで、以下の設定を構成します。  

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。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 Goverma

nce Automation で利用できる時期を指定します。  

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] ハイパーリンクをクリックす

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することができます。[参照を挿

入] ハイパーリンクをクリックすると、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] をクリックして構成を保存し、メール テンプレートのインターフェイスに戻ります。[キャンセル] をク

リックすると、構成を削除せずにメール テンプレートのインタ－フェイスに戻ります。  
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管理者通知 

管理者通知を使用すると、サービス要求に対してエラーが発生したことを管理者の連絡先に通知することができ

ます。  

管理者通知の設定にアクセスするには、設定ページで [管理者通知] をクリックします。リボン上で [キャンセ

ル] をクリックすると、管理者通知 インターフェイスを終了します。 

管理者通知の設定を構成するには、以下の手順に従ってください。 

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。  をクリックして名前が有

効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。 

2. メール設定 - タスクが管理者の連絡先に割り当てられている場合、エラーが発生したときに、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クリックして、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ときに、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] 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。  

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のきっかけとなるアクションを選択

します。  

 通知 – 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られます。ユーザー

名をテキスト ボックスに入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認し

ます。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。テキスト ボックスに $ を

入力すると、承認者の管理者 が選択できるようになります。タスクがエスカレートされ

ると、タスクの承認者の管理者に通知が送られます。 

 割り当てなおす – タスクがエスカレートされると、指定のユーザーに割り当てなおされ

ます。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。  をクリックして名前が有効であ

ることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。テキスト 

ボックスに $ を入力すると、承認者の管理者 が選択できるようになります。タスクは

承認者の管理者に割り当てなおされます。 

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。  
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4. [保存] をクリックして構成を保存して設定のインターフェイスに戻るか、[キャンセル] をクリックして変更

を保存せずにシステム設定のインターフェイスに戻ります。 

メタデータ インターフェイス 

Governance Automation では、サービスで使用できるメタデータを作成することができるため、ユーザーは新し

いサイト コレクションおよびサイトを作成するための要求をいつ送信するかを選択することができます。Governance 

Automation が作成したメタデータは、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: GA_Published 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です。

サービス要求を送信する際に、このメタデータを Governance Automation で作成したサイト コレクションに

追加するかどうかを決定することができます。GA_Published のメタデータを含むすべてのサイト 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 で作成されたメタデータを管理するには、設定 ページで [メタデータ] をクリックします。  

メタデータの管理 

メタデータの管理 では、新しいメタデータの作成、構成済みメタデータの詳細表示、定義済みまたは構成済み

メタデータの編集、構成済みメタデータの削除を実行することができます。メタデータの作成または編集については、

本ガイド内の メタデータの構成 セクションを参照してください。 

メタデータの検索およびフィルター 

表示する行数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューを使用します。メタデータを並

べ替えるには [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  をクリックして、[昇順] または [降順] を選択します。  

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 - キーワードで指定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。  

  – 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。  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オンにすると、選択したアイテムがリストに表示されます。  

メタデータの詳細を表示するには、メタデータ名をクリックします。  
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メタデータの編集および削除 

[編集] をクリックして、選択したメタデータの設定を変更します。メタデータの設定の編集については、本ガイドの 

メタデータの構成 セクションを参照してください。 

メタデータを削除するには、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] をクリックして選択したメタデータを削除します。または [キャンセル] 

をクリックすると、プロパティを削除せずにメタデータ管理のインターフェイスに戻ります。 

メタデータの構成 

新しいメタデータを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。メタデータ タイプの見出しの下にあるハイ

パーリンクをクリックすると、サイト コレクション作成サービス要求またはサイト作成サービス要求のメタデータを選択

できます。構成済みメタデータを変更するには、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。Governanc

e Automation によって作成されたすべてのメタデータには、接頭辞 GA_ が付きます。該当するラジ

オ ボタンを選択して、メタデータで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。説明 のテキスト ボックスに入力します 

(必須ではありません)。[このメタデータの情報タイプ] フィールドの選択に従って、以下の設定を構成

します。 

 1 行テキスト - テキストを 既定値 のテキスト 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 - テキストを 既定値 のテキスト ボックスに入力します。複数行のテキストを

入力する場合は、改行キーを押して入力します。ドロップダウン メニューからメタデータの担当

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) - チェックボックスをクリックして [規則および使用条件契

約を有効にする] 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
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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。 

 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。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 - ＡＤ グループ ユーザー または SharePoint Online ユーザ

ー を選択してユーザー名またはグループ名を 既定値 のフィールドに入力します。複数入力す

る場合は、セミコロンで区切ってください。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 – 次の管理されたメタデータの設定を構成します。 

o 複数値フィールド – Governance Automation で作成されたサイト コレクション

について複数の用語を作成したい場合は、[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 – [ファームおよび用語セットを選択] ドロップダウン メニューから

ファームを選択して、用語を取得できる用語セットを読み込みます。管理されたメタデ

ータ サービスのツリーを展開して、用語セット名をクリックして用語を選択します。選択

した用語はオレンジ色でハイライトされます。  

o 既定値 − テキスト ボックスに既定値として希望の用語を入力するか、  アイコンを

選択して 既定値の選択 インターフェイスにアクセスして、既定値を指定します。用語

セット ツリーを展開して、用語を選択し既定の選択のインターフェイスの左下隅にある 

[追加] ボタンをクリックします。  

[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。 

3. インデックス メタデータ - Governance Automation のサイトコレクション/ サイト レポート用のメタ

データをインデックスするかどうかを選択します。  
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 はい - Governance Automation のサイトコレクション / サイト レポート内メタデータ列の

フィルタリング、検索、ソートを高速化します。インデックス メタデータはデータベース容量を消費

しますが、インデックスのストレージ容量を抑えることができます。  

 いいえ - インデックスをデータベースに追加しません。サイトコレクション / サイト レポート内メタ

データ列のフィルタリング、検索、ソートにかかる時間が長くなります。  

4. [保存] をクリックして構成を保存してメタデータの作成のインターフェイスに戻るか、または、[キャンセル] 

をクリックして、構成を保存せずにメタデータの作成のインターフェイスに戻ります。 

*注意: 既存のサービスに適用されたメタデータの編集の完了後、[保存してすべての適用済みサービ

スへ更新] をクリックして、対応するサービスに対してメタデータを保存し、更新します。 

SharePoint アクセス許可レベル管理インターフェイス 

アクセス許可レベルでは、一連の特定のアクセス許可をユーザーと SharePoint グループに割り当て、サイトで

特定操作を実行することができます。 

Governance Automation の SharePoint アクセス許可レベルの管理 にアクセスするには、設定ページ

で [SharePoint アクセス許可レベルの管理] をクリックします。  

アクセス許可レベルの管理 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 では、新しいアクセス許可レベルを作成したり、構成済みアクセス許

可レベルを編集したり、削除することができます。アクセス許可レベルの作成および編集については、本ガイド内の 

アクセス許可レベルの構成 セクションを参照してください。 

アクセス許可レベルの表示および検索 

表示する行数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューを使用します。  

表示される SharePoint アクセス許可レベルを検索するには、[検索] テキスト ボックスにキーボードを入力して、

 をクリックします。 

アクセス許可レベルの編集および削除 

リボン上で [編集] をクリックして、選択したアクセス許可レベルの設定を変更します。アクセス許可レベルの設定

の編集については、本ガイド内の アクセス許可レベルの構成 セクションを参照してください。 

Governance Automation からアクセス許可レベルを削除するには、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

して選択したアクセス許可レベルを削除するか、または、[キャンセル] をクリックして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のインターフェイスに戻ります。 
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アクセス許可レベルの構成 

新しいアクセス許可レベルを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みアクセス許可レベルを

変更するには、アクセス許可レベルを選択して [編集] をクリックします。  

SharePoint 権限レベルの作成または SharePoint 権限レベルの編集のインターフェイスで、以下の設定を構

成します。  

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 

(必須ではありません) を入力します。 

2. 権限 - 該当するチェックボックスをオンにして、権限をアクセス許可レベルに追加します。  

3. [保存] をクリックして構成を保存し SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスに戻る

か、または、[キャンセル] をクリックして、構成を保存せずに SharePoint アクセス許可レベルの管

理 インターフェイスに戻ります。 

実行スケジュール インターフェイス 

実行スケジュール機能を使用して、Governance Automation がサービス要求を実行する時間を定義します。 

[実行スケジュール] 設定にアクセスするには、設定ページで [実行スケジュール] をクリックします。 

実行スケジュールの管理 

実行スケジュール では、新しい実行スケジュールを作成したり、構成済み実行スケジュールを編集したり、削除

したりすることができます。実行スケジュールの作成および編集については、実行スケジュールの作成および編集 

を参照してください。 

実行スケジュールの表示および検索 

表示する実行スケジュール数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューを使用します。  

表示される実行スケジュールを検索するには、[検索] テキスト ボックスにキーワードを入力して、  をクリックし

ます。 

実行スケジュールの編集および削除 

リボン上で [編集] をクリックして選択した実行スケジュールの設定を変更します。実行スケジュールの設定の編

集については、実行スケジュールの作成および編集 を参照してください。  

実行スケジュールを削除するには、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] をクリックして選択した実行スケジュールを削除す
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るか、または、[キャンセル] をクリックして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のインターフェ

イスに戻ります。 

実行スケジュールの作成および編集 

実行スケジュールを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済み実行スケジュールを変更するに

は、実行スケジュールを選択して [編集] をクリックします。  

実行スケジュールの作成または実行スケジュールの編集のインターフェイスで、以下の設定を構成します。 

1. 実行スケジュール名と説明 – 実行スケジュールの 名前 を入力します。実行スケジュールの 説明 を

入力します (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定義します。

[リストに追加] をクリックして、以下の実行スケジュール リストに追加します。[設定のクリア] をクリック

すると、実行スケジュールをリセットします。 

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] をクリックして構成を保存し実行スケジュールのインターフェイスに戻るか、または、[キャンセル] 

をクリックして、構成を保存せずに実行スケジュールのインターフェイスに戻ります。 

カテゴリー管理インターフェイス 

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。 

[カテゴリー管理] 設定にアクセスするには、設定ページで [カテゴリー管理] をクリックします。 

カテゴリーの管理 

カテゴリー管理 では、新しいカテゴリーを作成したり構成済みカテゴリーを編集または削除したりすることができま

す。実行スケジュールの作成または編集については、カテゴリーの作成および編集 を参照してください。 

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、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューを使用します。  

表示されるカテゴリーを検索するには、[検索] テキスト ボックスにキーワードを入力して、  をクリックします。 

カテゴリーの編集および削除 

リボン上で [編集] をクリックすると、選択したカテゴリーの設定を変更できます。カテゴリー設定の編集については、 

カテゴリーの作成および編集 を参照してください。  
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カテゴリーを削除するには、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] をクリックして選択したカテゴリーを削除します。または、[キャンセ

ル] をクリックすると、カテゴリーを削除せずに カテゴリー管理 インターフェイスに戻ります。 

カテゴリーの作成および編集 

新しいカテゴリーを作成するには、リボン上で [作成] を選択します。構成済みカテゴリーを変更するには、カテゴ

リーを選択して [編集] をクリックします。  

カテゴリーの作成 もしくは カテゴリーの編集 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

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 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 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、 カテゴリー管理 インターフェイスに戻ります。[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 インターフェイスに戻ります。 

タイマー サービスの構成管理インターフェイス 

タイマー サービスの構成管理を使用すると、Governance Automation 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。タイマー サービス設定の構成を保存すると、構成はただちに反映されます。Governanc

e Automation タイマー サービスは再起動されません。 

タイマー サービスの構成管理 設定にアクセスするには、設定ページで、[タイマー サービスの構成管理] をクリッ

クします。 

タイマー サービスの構成管理 インターフェイスでは、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] 

を選択すると、このジョブが有効になります。このジョブは、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、[分間]、[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. ツリー キャッシュの同期ジョブ – [ツリー キャッシュの同期ジョブを有効にする] を選択すると、このジ

ョブが有効になります。このジョブは、Governance Automation データベース内のツリー キャッシュ情

報を同期します。値を入力し、[分間]、[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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3. 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 – [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 ジョブを有効にする] を選択すると、このジョブが有効になります。このジョブは、ア

ーカイブが必要なコンテンツがあるかを確認します。値を入力し、[分間]、[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。 

4. 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] を選択すると、このジョブが有効

になります。このジョブは、Governance Automation データベース内の関連するサイト情報を同期

します。値を入力し、[分間]、[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. 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] を選

択すると、このジョブが有効になります。このジョブは、Governance Automation データベース内の

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、[分間]、[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。 

6. ユーザー プロファイル サービスの同期ジョブ – [ユーザー プロファイル サービスの同期ジョブを有効

にする] を選択すると、このジョブが有効になります。このジョブは、Governance Automation データ

ベース内のユーザー プロファイル サービス情報を同期します。値を入力し、[分間]、[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。 

7. 一時権限のスキャン ジョブ – [一時権限のスキャン ジョブを有効にする] を選択すると、このジョブが

有効になります。一時権限のスキャン ジョブは、付与された権限の期間を確認します。値を入力し、

[分間]、[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。 

8. [保存] をクリックして構成を保存し、 設定 ページに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、構成を保

存せずに 設定 ページに戻ります。 

対応フォーム管理インターフェイス 

対応フォーム管理を使用すると、要求を開始する際に最適なサービスへの要求をガイドするアンケートを構成す

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、

回答条件を追加し、要求者に表示されるサービスを選択することができます。 

対応フォーム管理 設定にアクセスするには、設定ページで [対応フォーム管理] をクリックします。 

対応フォームの管理 

対応フォームの管理 では、新しい対応フォームを作成したり、構成済み対応フォームを編集したり、対応フォー

ムををアクティブ / 非アクティブにしたり、削除したりすることができます。対応フォームの作成または編集について

は、対応フォームの作成および編集 を参照してください。 
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対応フォームの表示および検索 

表示する対応フォーム数を変更するに は、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューを使用します。  

表示される対応フォームを検索するには、[検索] テキスト ボックスにキーワードを入力して、  をクリックします。 

対応フォームの編集、アクティブ化、非アクティブ化、削除 

リボン上で [編集] を選択すると、選択した対応フォームの設定を変更します。対応フォーム設定の編集につい

ては、対応フォームの作成および編集 を参照してください。  

 非アクティブ状態の対応フォームをアクティブにするには、対応フォームを選択して、リボン上で [アクティ

ブ化] をクリックします。   

 アクティブ状態の対応フォームを非アクティブにするには、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。  

対応フォームを削除するには、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] をクリックして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 インターフェイスに戻ります。 

対応フォームの作成および編集  

新しい対応フォームを作成するには、リボン上で [作成] を選択します。構成済み対応フォームを変更するには、

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。  

対応フォームの作成 または 対応フォームの編集 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

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。 

2. 言語 – この対応フォームで使用する言語を選択します。  リクエストを開始する際に、対応フォームをフ

ィルターする言語を選択します。 

3. 対応フォームのカテゴリー – カテゴリーは対応フォーム の管理に使用します。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、または、[新規作成] をクリックして、この対応フォームのカテゴリーを

作成し、名前を入力します。 

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ぶことができます。[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。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを

検索することも可能です。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。 
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6. 質問 – この対応フォームの質問を入力します。 

 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 インターフェイスで

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 – 質問への回答を指定します。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。 

 作成済み質問を変更するには、質問名の後ろの  をクリックして、質問の編集 インターフ

ェイスで設定を変更します。 

 作成済み質問を削除するには、質問名の後ろの  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. 論理図を構成するには以下の手順に従ってください。  

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。 

*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ができますが、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、[サービスなし] をクリックし、すべてのポイントを終了します。 

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、  をクリックして検索します。 

 をクリックすると、論理図から質問を削除します。 

9. 質問の構成が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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、変更します。  

 [保存] をクリックすると、質問を下書きとして保存し、対応フォーム管理 インターフェイスへ戻

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。  
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 [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 のインターフェイスに戻り

ます。 

構成データのエクスポートおよびインポート インターフェイス 

構成データのエクスポートおよびインポートを使用して、異なる環境間で Governance Automation 構成デ

ータを管理します。構成データには、グローバル設定、承認プロセス、ポリシー、サイト コレクションの作成サービス、

サイトの作成サービスが含まれます。 

設定 ページで、[構成データのエクスポートおよびインポート] をクリックして、構成データのエクスポートおよびイ

ンポートにアクセスします。 

構成データのエクスポート 

構成データのエクスポートおよびインポート ページで、以下の手順に従って、構成データをエクスポートします。 

1. リボン上で [エクスポート モード] をクリックします。 

2. エクスポート先 – エクスポート済みデータが含まれる、エクスポート済みファイルを保存するパスを選択し

ます。  

 [ローカル パスへエクスポートする] を選択して、エクスポート済みファイルをローカル パスで保

存します。 

 [エクスポート先へエクスポートする] を選択して、エクスポート済みデータをエクスポート先で

保存します。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。これを選択した場合、このサービスへの

構成を保存せずに、新しいレポート エクスポート先へ移動します。 

3. 範囲 – グローバル設定、承認プロセス、ポリシー、サービスを展開し、該当するチェックボックスをオンにし

て、希望する構成データを選択します。グローバル設定 には、ユーザー プロファイル サービス設定、

セキュリティ設定、部署、メタデータ、メール テンプレート、実行スケジュール、カテゴリー承認 が含ま

れます。承認プロセス、ポリシー、サービス には、すべての構成済み承認プロセス、ポリシー、サイト コレ

クションの作成サービス、サイトの作成サービスが含まれます。 

4. リボン上で [エクスポート] をクリックして、選択した構成データをエクスポートします。 

構成データのインポート 

構成データのエクスポートおよびインポート ページで、以下の手順に従って、構成データをインポートします。 

1. リボン上で [インポート モード] をクリックします。 

2. インポート場所 – [参照] をクリックして、インポートする構成ファイルを選択します。 
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3. [データの取得] をクリックして、インポート済み構成ファイル内のデータを取得します。 

4. マッピング – データがエクスポートされた環境とデータをインポートする環境のマッピングを構成します。 

 ドメイン マッピング – データをインポートする環境のドメイン名を入力します。 

 ファーム マッピング – データをインポートする環境のファームを選択します。 

 ユーザー プロファイル サービスのアプリケーション マッピング – ファームを展開してデータがエ

クスポートされた環境のユーザー プロファイル サービスのアプリケーションを表示します。その後、

データをインポートする環境のユーザー プロファイル サービスのアプリケーションを選択します。 

 Web アプリケーション マッピング – データをインポートする Web アプリケーションを選択します。 

 コンテンツ データベース マッピング – Web アプリケーションを展開してデータがエクスポートさ

れた Web アプリケーションのコンテンツ データベースを表示します。その後、データをインポート

する Web アプリケーションのコンテンツ データベースを選択します。 

5. インポート範囲 – 該当するチェックボックスをクリックして、インポートするデータを選択します。 

6. リボン上で [適用] をクリックして、選択した環境へデータのインポートを開始します。 

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インターフェ

イス 

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を使用して、ビジネス ユーザー機能をアクティブまたは

非アクティブにします。この操作により、ランディング ページでビジネス ユーザーに対して表示されるセクションを定

義することができます。 

設定 ページで、[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] をクリックして、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ページにアクセスします。 

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 インターフェイスで、該当するチェックボックスを選択

してビジネス ユーザーに対して表示されるセクションを選択します。リボン上で [保存] を選択して構成を保存し

ます。 

既存のサイト コレクションおよびサイトのインポート 

Governance Automation を使用して、Governance Automation によって作成されたもの以外の既存

の SharePoint 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、スキャン結果ファイルを構成することによって管理します。 
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設定 ページで、[既存のサイト コレクションおよびサイトのインポート] をクリックして、既存のサイト コレクション

およびサイトのインポートにアクセスします。 

エクスポート プランでのサイト コレクションおよびサイトのスキャン 

エクスポート プランでは、SharePoint に存在するものの、Governance Automation によって管理されてい

ないサイト コレクションおよびサイトをスキャンします。エクスポート プランでは、Governance Automation によ

り管理されていないサイト コレクションおよびサイトのリストを、指定したエクスポート先へ送信します。 

既存のサイト コレクションおよびサイトのインポート ページで、リボン上で [エクスポート モード] をクリックしま

す。エクスポート モード では、新しいエクスポート プランの作成、構成済みエクスポート プランの編集、構成済

みエクスポート プランの削除、既存のエクスポート プランのスキャン結果の即時エクスポートを実行することができ

ます。エクスポート プランの作成または編集については、エクスポート プランの作成および編集 を参照してください。 

エクスポート プランの表示および検索 

表示するエクスポート プラン数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューを使用します。 

表示されるエクスポート プランを検索するには、[検索] テキスト ボックスにキーワードを入力して、  をクリックし

ます。 

エクスポート プランの編集、削除、スキャン結果のエクスポート 

リボン上で [編集] を選択して、選択したエクスポート プランの設定を変更します。エクスポート プランの設定の

編集については、エクスポート プランの作成および編集 を参照してください。 

エクスポート プランを削除するには、構成済みエクスポート プランを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。削

除を確認するポップアップが表示されます。[OK] をクリックして選択したエクスポート プランを削除します。[キャンセ

ル] をクリックすると、選択したエクスポート プランを削除せずにエクスポート モードのインターフェイスに戻ります。 

エクスポート プランのスキャン結果をただちにエクスポートするには、構成済みエクスポート プランを選択して、リボ

ン上で [エクスポート] をクリックします。 

 

エクスポート プランの作成および編集 

新しいエクスポート プランを作成するには、リボン上で [作成] を選択します。構成済みのエクスポート プランを

変更するには、エクスポート プランを選択して、リボン上で [編集] をクリックします。  

エクスポート プランの作成 インターフェイスで、次の設定を構成します。 
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1. プラン名と説明 – 作成するプラン名を入力します。必要に応じて説明を入力します。 

2. ファーム名 – 管理するサイト コレクションおよびサイトを含むファームまたは個人用登録済みサイトを選

択します。表示されるファームは、Governance Automation のアカウント マネージャーで設定され

たログイン ユーザーの権限設定に準拠します。  

3. レベル – サイト コレクション ラジオ ボタンを選択すると、構成テンプレートを生成し、Governance A

utomation 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 ラジオ ボタンを選択すると、

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 – ファーム ツリーまたは個人用登録済みサイトを展開して、Governance Automation 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 を選択すると、ファーム ツリーから選択することができる

のは、Web アプリケーション レベルのみとなります。 

 レベル セクションで、サイト を選択すると、サイト コレクション レベルおよびサイト レベルをファ

ーム ツリーから選択することができます。ただし、サイトはテンプレート ファイルに含まれますが、

サイト コレクションは含まれません。 

5. メール通知 – 新しいスキャン結果が存在する場合のメール通知の受取人を指定します。メールの受

取人 テキスト ボックスにユーザー名を入力し、  をクリックして名前が有効であるかどうかを確認します。

 をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。メール テンプレート を選択します。既定では、

[既存のサイト コレクションまたはサイトをスキャンする Built-in メール テンプレート] が選択されま

す。 

6. スケジュール – エクスポート プランをスケジュールで実行するかどうかを選択してください。 

 スケジュールなし – [保存してエクスポート] をクリックすると、エクスポート プランが実行されます。 

 スケジュールを構成する – エクスポート プランを実行するスケジュールを構成します。 

o 開始時刻 – スケジュールの構成を開始する時間を選択します。 

o 間隔 – テキスト ボックスに間隔の値を入力して、[時間]、[日間]、[週間]、[ヶ月

間] を選択してスケジュールを実行する間隔を指定します。 

7. 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してスキャン結果を保存す

るか、または [新規場所の追加] をクリックして、新しいレポート エクスポート先 インターフェイスで新し

いエクスポート先を作成します。スケジュール セクションで、[スケジュールなし] が選択されると、[ロー

カル パスへエクスポートする] を選択することもできます。 

8. エクスポート プランの構成が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 [保存] をクリックしてすべての構成を保存し、エクスポート モード インターフェイスに戻ります。 

 [保存してエクスポート] をクリックすると、すべての構成を保存し、スキャン結果をエクスポート

します。  
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 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに エクスポート モード インターフェイスに戻ります。 

スキャン結果ファイルの変更 

スキャン結果ファイルには、サイト コレクション スキャン結果ファイルおよびサイト スキャン結果ファイルの 2 種類が

存在します。 

*注意: スキャン結果ファイルに含まれる情報は、完全なものである必要があります。インポート プロセスは大文

字と小文字を区別します。 

サイト コレクション スキャン結果ファイルの変更 

サイト コレクション スキャン結果ファイルを変更するには、次の手順に従ってください。 

1. エクスポート済みスキャン結果ファイルが保存されるローカル ドライブ場所、またはスキャン結果ファイルが

エクスポートされるエクスポート場所へ移動します。 

2. スキャン結果ファイルを開いて、次のフィールド設定を表示、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。 

 部署 – サイト コレクションが所属する部署を入力します。指定する部署は、事前に Gover

nance Automation Department で構成しておく必要があります。 

 ポリシー名 – サイト コレクションを準備するサイト コレクション ポリシー名を入力します。 

 サイト コレクション連絡先 – サイト コレクション連絡先となるユーザー名を入力します。 

 代理サイト コレクション連絡先 – 代理サイト コレクション連絡先となるユーザー名を入力し

ます。 

 カスタム メタデータ – カスタム メタデータの値を入力します。Governance Automation 

の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、サイト コレクション スキャン結果ファイルを保存します。 

サイト スキャン結果ファイルの変更 

サイト スキャン結果ファイルを変更するには、次の手順に従ってください。 

1. エクスポート済みスキャン結果ファイルが保存されるローカル ドライブ場所、またはスキャン結果ファイルが

エクスポートされるエクスポート場所へ移動します。 

2. スキャン結果ファイルを開いて、次のフィールド設定を表示、構成します。 
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*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 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。 

 サイト ID – サイトの 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。指定する部署は、事前に Governance Au

tomation Department で構成しておく必要があります。 

3. 構成の終了後、サイト スキャン結果ファイルを保存します。 

構成済みスキャン結果ファイルのインポート 

インポート モードでは、構成済みスキャン結果ファイル をインポートし、指定された SharePoint オブジェクトの

管理に使用することができます。  

既存のサイト コレクションおよびサイトのインポート ページで、次の手順に従って、構成済みスキャン結果ファイ

ルをインポートします。 

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. ファーム名 – ファーム名 ドロップダウン リストから、管理するサイト コレクションまたはサイトが存在するフ

ァームを選択します。 

3. レベル – サイト コレクション ラジオ ボタンを選択すると、構成済みサイト コレクション スキャン結果ファ

イルをインポートします。サイト ラジオ ボタンを選択すると、構成済みサイト スキャン結果ファイルをイン

ポートします。  

4. サイト コレクション管理者 (このセクションが表示されるのは、ファーム名 で個人用登録済みサイト お

よび レベル で サイト コレクション を選択した場合に限られます) – インポートするすべてのサイト コレ

クションの管理者を指定します。該当のテキスト ボックスに、ユーザー名 および パスワード を入力し

ます。 

*注意: 入力したユーザー名は、ログイン名である必要があります。 

5. インポート場所 – [参照] をクリックして、構成済みスキャン結果ファイルを選択します。 

6. リボン上で [適用] をクリックして、構成を適用するジョブを開始します。 

データ検証 

構成済みスキャン結果ファイルが Governance Automation へインポートされると、次のルールに従って情報

が検証されます。 
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URL (必須) 

 URL 形式が有効であるかどうか 

 サイト コレクションまたはサイトが SharePoint に存在しているかどうか 

 サイト コレクションまたはサイトが Governance Automation により作成されたものであるかどうか 

o はい – サイト コレクションまたはサイトをスキップして、コメント 列で原因を表示 

o いいえ – サイト コレクションまたはサイトの属性とメタデータを更新 

 列が空白であるかどうか 

o はい – スキップして、エラーをレポート 

o いいえ – 次のプロセスへ移動 

部署 (必須) 

 部署設定オプションの確認: 

o システム部署設定: 部署名が既に定義されているかどうか 

o 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: 部署名が UPS で定義済みであるかどうか 

 列が空白であるかどうか 

o はい – スキップして、エラーをレポート 

o いいえ – 次のプロセスへ移動 

 プロパティが既に存在しているかどうか 

o はい – スキップして、エラーをレポート 

o いいえ – 次のプロセスへ移動  

ポリシー名 (必須) 

 サイト コレクションの作成用ポリシー管理で定義済みであるかどうか 

 列が空白であるかどうか 

o はい – スキップして、エラーをレポート 

o いいえ – 次のプロセスへ移動 

 プロパティが既に存在しているかどうか 

o はい – スキップして、エラーをレポート 

o いいえ – 次のプロセスへ移動 
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サイト コレクション連絡先 

 有効なユーザーであるかどうか 

 単一ユーザーである必要があるかどうか 

 列が空白であるかどうか 

o はい – スキップして、エラーをレポート 

o いいえ – 次のプロセスへ移動 

 プロパティが既に存在しているかどうか 

o はい – スキップして、エラーをレポート 

o いいえ – 次のプロセスへ移動 

代理サイト コレクション連絡先 

 有効なユーザーであるかどうか 

 単一ユーザーである必要があるかどうか 

 列が空白であるかどうか 

o はい – スキップして、エラーをレポート 

o いいえ – 次のプロセスへ移動 

 プロパティが既に存在しているかどうか 

o はい – スキップして、エラーをレポート 

o いいえ – 次のプロセスへ移動 

メタデータ 

 有効なヘッダーであるかどうか 

有効な形式はカスタム メタデータ ([タイプ]:=[メタデータ名]) 

 タイプが有効であるかどうか 

 メタデータ名が既にメタデータ定義に存在するかどうか 

 タイプとメタデータが一致するがどうか 

 入力が必須であるかどうか。グローバル メタデータ定義を確認し、メタデータが必須である必要があるか

どうかを確認 

o 必須であるが空白である場合 

 はい – スキップして、エラーをレポート 
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 いいえ – 次のプロセスへ移動 

o 必須でなく空白である場合 

 はい – このメタデータをサイト コレクションへ追加しない 

 いいえ – 次のプロセスへ移動 

 入力値が有効であるかどうか 

o 1行テキスト / 複数行テキスト : 該当なし 

o はい / いいえ: はい / いいえを確認 (大文字と小文字を区別しない) 

 はい – スキップして、エラーをレポート 

 いいえ – 次のプロセスへ移動 

o 選択肢 （メニューから選択）: 入力した値がメタデータ定義値と一致するかどうかを確認 

(大文字と小文字を区別する) 

o ユーザーまたはグループ: 入力したユーザーまたはグループは有効であるかどうかを確認 (大文

字と小文字を区別しない) 

 はい – 次のプロセスへ移動 

 いいえ – スキップして、エラーをレポート 

システム セキュリティ設定インターフェイス 

システム セキュリティ設定を使用して、セッション タイムアウトを構成します。この操作により、指定した期間内に

アクティビティが存在しない場合、ユーザーが自動的にログオフされる時間を定義します。 

設定ページで、[システム セキュリティ設定] をクリックして、システム セキュリティ設定にアクセスします。 

システム セキュリティ設定 インターフェイスの セッション タイムアウト セクションで、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、[分間] または [時間] を選択します。 
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承認プロセス 

承認プロセスを作成および管理するには、管理者のランディング ページで (両側の矢印アイコンを使用してスクロ

ールします) [承認プロセス] をクリックします。 

Governance Automation 承認プロセスは、SharePoint または DocAve 管理オペレーションの承認を自

動的に取得するための定義済みプロセスです。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。 

承認プロセスの管理 

承認プロセスの管理では、構成済みのすべての Governance Automation 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。承認プロセスを並べ替

えるには [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  をクリ

ックします。  

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。  

  – 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。  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] を選択すると、すべての列のチェックボックスがオンになり、リストにすべての列が表示されま

す。[いいえ] を選択すると、すべての列のチェックボックスがオフとなり、リストには列が表示されません。 

  – 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。フィルターする列の  アイコンをクリック

し、アイテム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。 

 

承認プロセスの管理では、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 をクリックして、承認プロセスの作成のインターフェイスに移動します。このペー

ジには、承認プロセスのテンプレートのリストが表示されます。新しい承認プロセスの作成については、本

ガイド内の 承認プロセスの構成 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 承認プロセスの構成 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たら、[OK] をクリックして選択した承認プロセスを削除します。ま

たは、[キャンセル] をクリックして、承認プロセスを削除せずに承認プロセスの管理のインターフェイスに戻

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、[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 [非アクティブ化] をクリックします。 

承認プロセスの構成 

新しい承認プロセスを作成するには、承認プロセスの管理 インターフェイスで、[作成] をクリックします。承認プ

ロセスの作成 インターフェイスに移動します。構成済み承認プロセスを変更するには、承認プロセスの管理 イン

ターフェイスで、承認プロセスを選択して [編集] をクリックします。  

承認プロセスを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. 承認プロセスの基本設定を構成します。 

2.  承認プロセス名  -  この承認プロセスの 名前 と 説明 (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。    

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

系化します。[既存のカテゴリーを使用する] 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、

または、[新しいカテゴリーを追加する] をクリックしてこの承認プロセスのカテゴリーを作成し、名前を入

力します。 

4. 承認プロセス ステージ - 承認方法を指定します: 

 承認ステージを使用する - [承認ステージを使用する] をクリックして、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] をクリックすると、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。 

5. CC – 承認プロセスの開始および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 は、要求が完了した際に、承

認プロセスの承認者と要求者のすべてに通知を送信します。ユーザー名をテキスト ボックスに入力し、

 をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能

です。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。 

$ を入力して、以下のロールから選択することもできます。  

 ManagerofApprover – サービス要求の承認者のマネージャーに通知が送信されます。 
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 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。 

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

ernance Automation の設定で構成できます。  

7. [自動承認] を選択すると、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

スの作成のインターフェイスに戻ります。[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

スの作成のインターフェイスに戻ります。 

8. 承認ステージを使用するように選択した場合、ステージ 1 の構成 を続けます。 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、ステージの 説明 を入力します。 

b. 承認者 - 第 1 ステージの承認担当ユーザーを指定します。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。 

*注意: 役割による承認を利用する場合、ユーザー プロファイル サービスが少なくとも 1 つの 

SharePoint ファームで設定および有効化されている必要があり、Governance Automat

ion においても設定されている必要があります。 

 役割を指定する - 要求を行うユーザーに関連する承認者を指定します。役割による

承認は、組織内の人事異動に対応できるため、特定のユーザーを指定するよりも、

役割を指定することを推奨します。 

$ を 担当者 のテキスト ボックスに入力すると、役割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人物

の役割を選択します。ここでは複数の役割を指定することができますが、特定のステ

ージに複数の役割を指定する場合、次の承認ステージに進むためにはそのステージで

指定したすべての役割が要求を承認する必要があります。 

選択できる役割は、構成する承認プロセスのタイプによって変わります。以下の役割

は、選択できる役割です。 

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 - サービス要求者のマネージャーに、タスクの処

理が割り当てられます。 

o $PrimarySiteCollectionContact - サイト コレクション連絡先に、タスク

の処理が割り当てられます。サービスを構成する際にサイト コレクション連絡

先が割り当てられます。 

o $SecondarySiteCollectionContact - 代理のサイト コレクション連絡

先に、タスクの処理が割り当てられます。サービスを構成する際にサイト コレ

クション連絡先に割り当てられます。 
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o $PrimarySiteContact – サイト連絡先に、タスクの処理が割り当てられ

ます。サービスを構成する際に、サイト連絡先が割り当てられます。 

o $SecondarySiteContact – 代理のサイト連絡先に、タスクの処理が割

り当てられます。サービスを構成する際に、代理のサイト連絡先が割り当てら

れます。 

o $PrimarySiteCollectionAdministrator - サイト コレクション連絡先に、

タスクの処理が割り当てられます。 

o $SecondarySiteCollectionAdministrator - 代理のサイト コレクショ

ン管理者に、タスクの処理が割り当てられます。 

*注意: SharePoint Online Standard インスタンスおよび SharePoi

nt Online Dedicated インスタンスでは $SecondarySiteCollection

Administrator がサポートされていません。 

o $FarmAdministrator - タスクの処理がファーム管理者に割り当てられます。  

*注意: SharePoint Online Standard インスタンスおよび SharePoi

nt Online Dedicated インスタンスでは $FarmAdministrator がサポ

ートされていません。 

o 前ステージ承認者の管理者 (第 2 / 3 ステージの承認のみで使用可能) 

- 前ステージ承認者の管理者に、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/Administrator – サイト コレクション連

絡先/管理者の役割を引き継ぐユーザーです。 

o $PrimarySiteContactOfSource – 移動元ノードのサイト連絡先に、タ

スクの処理が割り当てられます。 

o $SecondarySiteContactOfSource – 移動元ノードの代理サイト連絡

先に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $PrimarySiteContactOfTarget – 移動先ノードのサイト連絡先に、タ

スクの処理が割り当てられます。 

o $SecondarySiteContactOfTarget – 移動先ノードの代理サイト連絡

先に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $NewSiteContact – サイト連絡先の役割を引き継ぐユーザーです。 

複数の役割を入力する場合、[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。 
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o 1 人ずつ参加 - 指定した役割のユーザーは、1 人ずつ承認しなければなり

ません。要求を却下する承認者がいた場合、それ以降の承認者による承

認要求は行われません。 

o 全員が同時参加 - 指定した役割のすべてのユーザーに、同時に通知しま

す。要求を却下する承認者がいた場合、その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] を選択できます。 指定したいずれか

のユーザーが承認すると、要求が完了します。  

 ユーザーの指定 - このステージの承認プロセスの承認者として指定したいユーザーの

名前を入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリッ

クして、ユーザーを検索することも可能です。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 - 指定したユーザーを 1 人ずつ承認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よる承認要求は

行われません。 

o 全員が同時参加 – 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。 

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] および [要求が却下されたとき、要求者に通知す

る] の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

ックボックスをクリックして、依頼が承認されたときに依頼者に通知するようにすることもできます。

ドロップダウン メニューから、それぞれの通知で使用するメール テンプレートを選択します。 

*注意: メール テンプレートは、設定画面の メール テンプレート セクションで構成します。 

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クリックして、

指定した時間内に元のタスクが処理されていないことをエスカレーション ユーザーに通知します。

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のに必

要な権限が持っていることを確認してください。 

 期間 – タスクがエスカレーションされるまでに認められる時間を、正の整数で、期間のテ

キスト ボックスに入力します。[日間] または [週間] を期間の単位として選択します。 

 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のきっかけとなるアクショ

ンを選択します。 
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o 通知 – 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られます。

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。  をクリックして名前が有効であるかどうかを

確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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トされると、指定のユーザーに割り当て

なおされます。テキスト ボックスにユーザー名を入力します。これはこのタスク

が割り当てなおすユーザーです。  をクリックして名前が有効であるかどうか

を確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。このユーザーは、タスクが自分に割り当てなおすことを通知するメールを

受信します。 

*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。 

ユーザー権限のクローン / 転送、権限の付与、権限の除去の作成の承認プロセスの

際に、テキスト ボックスに役割を入力することもできます。  

役割は構成する承認プロセスのタイプによって異なります。以下の役割は、選択でき

る役割です。 

o ManagerOfApprover 

o ManagerOfRequester 

o ManagerofSourceUser 

o ManagerofTargetUser 

 この承認タスクがドロップダウン メニューからエスカレーションされたときに通知を送信す

るように、通知の [メール テンプレート] を選択します。 

9. 複数の承認ステージを選択する場合、第 1 ステージの構成の説明に従って残りのステージを構成して

ください。  

10. 画面左側にある矢印をクリックすることで、いつでも前の手順に戻り、構成を確認または変更することが

できます。終了したら、次のオプションから 1 つ選択します。 

 [保存] をクリックして構成を保存し、承認プロセスの作成のインターフェイスに戻ります。  

 [保存してアクティブ化] をクリックして構成を保存し、状態をアクティブ化に変更します。  

 [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の作成のインターフェイスに戻り

ます。  
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カスタム承認プロセスの構築 

承認の前または後に、承認プロセスにカスタム ロジックを追加するには、以下の手順に従ってください: 

1. カスタム DLL ファイルを構築して、…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に追加します。 

2. …\AvePoint\GovernanceAutomation\config に移動して、Global.config ファイルをクリッ

クしてメモ帳で開きます。 

3. WorkflowEvents ノードを検索します。  

4. 承認の前に承認プロセスにカスタム ロジックを追加する場合、子ノード BeforeApproval を検索し

ます。  

 CustomMethod Enable の値を true に変更します。 

  以下のスクリーンショットのように必要な情報を追加します。 

o Assembly – 対応する DLL 情報です。 

o Type – 呼び出されたメソッドが存在するクラスです。 

o MethodName – 呼び出されたメソッドの名前です。ここで 1 つのパラメーターのみ

を定義することができます。パラメーターおよび戻り値のタイプはオブジェクトである必要

があります。 

 

図6: カスタム承認プロセスの構築 (1) 

 AgentProcess ノードで、AgentProcess Enabled の値を定義して、エージェント サ

ーバーに存在する EXE ファイルを呼び出すかどうかを選択します。WaitingForFinishing 

の値を変更して、プロセスが終了する際に値を返すように選択します。 

*注意: EXE ファイル名は対応する要求のサービス名と同じである必要があります。 

*注意: ファーム内の複数のエージェントが存在する場合、エージェントがインストールされた各

サーバーに EXE ファイルが存在することを確認してください。 

 

図7: カスタム承認プロセスの構築 (2) 
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5. 承認の後に承認プロセスにカスタマー ロジックを追加しる場合、子ノード AfterApproval を検索し、

BeforeApproval に表示されるように値を定義します。 

*注意:上記ノード内の Enabled の値を true に変更すると、カスタム承認プロセスは、すべてのサービス 

タイプの承認プロセスに反映されます。 
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ポリシー  

ポリシーを作成 / 管理するには、管理者のランディング ページで [ポリシー] をクリックするか、または、ナビゲーシ

ョン バーで [ポリシー管理] をクリックします。 

ポリシーとは、特定の SharePoint と DocAve 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ことで、SharePoint オブジェクトの自動実行を有効に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 が、同じ SharePoint および DocAve のオ

ペレーションを実行し、繰り返すことになるため、SharePoint オブジェクトの準備効率が大幅に向上します。ポリ

シーの同じ設定をすべてのサービスに適用することで、人的ミスを減らすこともできます。 

ポリシーの管理 

ポリシー管理ページでは、すべての構成済み Governance Automation 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。ポリシーを並べ替えるには [ポリシ

ー]、[カテゴリー]、[最終更新日時]、[作成者] などの列見出しの  をクリックして、[昇順] または [降順] 

を選択します。 

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 - キーワードで ポリシーをフィルターします。ポリシーと作成者の列では、必要なポリシーを検索して、

現在のページに検索された列のコンテンツのみを表示できます。  

  – 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。  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。 

  – 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オンにすると、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] をクリックしてポリシーの作成のインターフェイスに移動します。新しいポリシー

の作成については、ポリシーの構成 セクションを参照してください。 

 詳細の表示 – 詳細情報を表示するにはポリシー名をクリックします。 

 編集 - 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。既存ポリシーの編集については、本

ガイドの ポリシーの構成 セクションを参照してください。 



 63 

 

DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

 削除 - 非アクティブなポリシーを選択して [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たら、[OK] をクリックして選択したグループを削除するか、[キャンセル] をクリックして

選択したポリシーを削除せずに ポリシー管理 インターフェイスに戻ります。 

 コピー - 既存ポリシーをコピーして変更を加え、新しいポリシーとして保存します。該当するチェックボック

スをオンにして、ポリシーを選択します。リボン上で [コピー] をクリックして変更します。  

変更が終了したら、次のオプションから 1 つ選択します。 

o [保存] をクリックして設定を保存します。 

o [保存してアクティブ化] をクリックして構成を保存すると、サービスでポリシーがアクティブになり、

ポリシーが使用可能になります。  

o [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 インターフェイスに戻ります。  

 アクティブ化 - 非アクティブなポリシーを選択して [アクティブ化] をクリックします。  

 非アクティブ化 - アクティブなポリシーを選択して [非アクティブ化] をクリックします。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。 

ポリシーの構成 

新しいポリシーを作成するには、ポリシー管理 インターフェイスで、[作成] をクリックします。ポリシーの作成のイン

ターフェイスに移動します。現在使用できるポリシー タイプは、サイト コレクション ポリシーのみです。  

サイト コレクション ポリシーの構成 

サイト コレクション ポリシーでは、サイト コレクションを自動的に管理し、サイト コレクションが正しく作成されてい

れば、DocAve の機能をそのサイト コレクションと統合するかのルール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 ポリシーは、サイト コレクション作成サービスで使用することができます。サイト コレクション ポリシーを、

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れば、各ポリシーに関連付けられているサイト コレクシ

ョンを自動的に管理するだけでなく、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を簡単に管

理することもできます。 

サイト コレクション ポリシーを作成するには、ポリシー管理 のリボン上で [作成] をクリックします。構成済みポリ

シーを編集するには、ポリシー管理 インターフェイスで、非アクティブなポリシーを選択し、[編集] をクリックします。 

*注意: リボン上で [編集] 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。ポリシーに加えられた変更は、

[サイト コレクション ポリシーの変更を有効にする] オプションへの変更を除いて、ポリシーを適用している作成

済みサイト コレクションには反映されません。[OK] をクリックして、[ポリシーの編集] インターフェイスへ移動する

か、[キャンセル] をクリックしてポップアップ ウィンドウを閉じます。 
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サイト コレクションの作成ポリシーまたはポリシーの編集インターフェイスは、オンプレミス SharePoint ファームと S

harePoint Online サイトによって異なります。  

 [ファーム] セクションで特定のファームを選択してオンプレミス SharePoint のサイト コレクション ポリシ

ーを構成する場合、オンプレミス SharePoint のサイトコレクション ポリシーの構成 を参照してください。  

 [ファーム] セクションで [個人用登録済みサイト] を選択して SharePoint Online のサイト コレク

ション ポリシーを構成する場合、SharePoint Online のサイト コレクション ポリシーの構成 を参照し

てください。 

オンプレミス SharePoint のサイトコレクション ポリシーの構成  

サイト コレクション ポリシーまたはポリシーの編集のインターフェイスでは、以下の設定を構成します。  

1. ポリシーに関する以下の基本情報を構成します。 

 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 をテキスト 

ボックスに入力します。 

 ポリシー カテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation ポリシーを体系

化します。[既存のカテゴリーを使用する] 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、または、[新しいカテゴリーを追加する] をクリックしてこのポリシーのカテゴリーを作成し、

名前を入力します。 

 ファーム - ドロップダウン メニューからこのポリシーを適用するファームを選択します。ここに表示

されるファームは DocAve で管理されているファームです。 

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

ずにポリシーの作成のインターフェイスに戻ります。  

2. サイト コレクションの SharePoint に関連する設定を構成します。 

 コンテンツ データベース - サイト コレクションを保存するポリシーのコンテンツ データベースを構

成します。以下のいずれか 1 つを選択します。 

o 既定のコンテンツ データベースを使用する - 新規作成サイト コレクションを保存す

る Web アプリケーションの既定コンテンツ データベースを使用します。このオプションを

選択して、別の既定データベースを選択することもできます。 

o データベースを自動的に生成する - 新しいサイト コレクションを作成するたびにサイ

ト コレクションのデータベースを自動的に生成します。 

o 新しいデータベースを作成する - 既存データベースを使用するか、または動的なマッ

ピング ルール名に従って新しいデータベースを作成します。名前を データベース名 の

テキスト ボックスに入力します。 

名前の規則は次の通りです。 
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$WebAppSubDomain - Web アプリケーションのサブ ドメインです。 

$WebAppPort - Web アプリケーションのポートです。 

$ManagedPath – サイト コレクション URL の管理パスです。 

$SiteUrl - サイト コレクションの関連 URL です。 

例えば、作成するサイト コレクションの URL が http://sp.avepoint.net:8080/

sites/dev の場合、SPDB_$WebAppSubDomain_$SiteUrl をテキスト 

ボックスに入力します。コンテンツ データベース名は SPDB_sp_dev になります。 

*注意: このポリシーに関連付けられたサービスで作成されたサイト コレクションはすべ

て、このコンテンツ データベースを使用します。 

 サイト コレクションのクォータ テンプレート - サイト コレクションで使用できるストレージを制

限するために、ドロップダウン メニューから定義済みサイト コレクション [クォータ テンプレート] 

を選択します。クォータ テンプレートは、SharePoint で構成します。 

 SharePoint Designer の構成 - [SharePoint Designer を有効にする] 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

サイトを編集できるようになります。サイト コレクションの管理者は、この構成に関係なく、サイト

を編集できます。 

 サイトの深さの最大値制限 – サイト コレクション内に作成できるサイトの階層を制限します。

[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。 

画面右側の矢印アイコンをクリックして続行します。画面左側の矢印アイコンをクリックして前の手順に

移動し、構成を確認および変更するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずにポリシーの作成

のインターフェイスに戻ります。  

3. DocAve 製品を使用するポリシーを構成します。 

 最小単位バックアップを有効にする - チェックボックスをクリックすると、最小単位バックアップ プ

ランにサイト コレクションが含まれ、このポリシーに関連付けられたサイト コレクションのデータを

保護します。 

*注意: このオプションを有効にする場合、フィルター ポリシーを正しく構成し、選択した最小

単位バックアップ プランに追加するまでは、このポリシーをアクティブにしないようにしてください。 

Governance Automation で作成されたサイト コレクションのデータ保護を提供する Doc

Ave 最小単位バックアップ & リストアのフィルター ポリシーの構成方法については、付録 A を

参照してください。 

 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 コンテンツ ライブラリを有効

にすると、DocAve コネクタで SharePoint 外のドキュメントにアクセスすることができます。な

お、コネクタ ソリューションをポリシーで選択されたファームで展開する必要があります。 
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 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 コンテンツ ライブラリを有効

にすると、DocAve コネクタで SharePoint 外マルチメディア ファイルにアクセスすることができ

ます。なお、コネクタ ソリューションをポリシーで選択されたファームで展開する必要があります。 

 どきゅなびの機能を有効にする – Governance Automation によって管理されたサイト 

コレクションが、ファイルシェア コンテンツへのリンクをホストします。SQL server の容量を使用

することなく、SharePoint をファイルシェアのプレゼンテーション レイヤとして活用します。 

 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 - 

DocAve アーカイバを使用して、このポリシーに関連付けられたサイト コレクション コンテンツを

アーカイブすることができます。その後、アーカイバの [プロファイル] を選択する必要があります。

コンテンツはアーカイバ ルールに従って自動的にアーカイブします。 

アーカイバ ルールに基づいて、サイト コレクション コンテンツを自動アーカイブせず、手動で承認

後にアーカイブする場合は、[手動承認プロセスを有効にする] を選択し、承認プロセスを選

択して、手動承認の承認ステージおよび割り当て先を定義します。アーカイバ ルールを満たす

サイト コレクション コンテンツがある場合、アーカイブされるコンテンツのすべてのリストが含まれる

タスクは、承認者に割り当てられ、承認者はアーカイブするコンテンツを選択できます。  

Governance Automation で作成されたサイト コレクションをスケジュールすることで、スト

レージ コストを削減することができます。これらのサイト コレクションは、SharePoint から、より

経済的なストレージ デバイスに保存されるような設定が有効なポリシーに関連付らけれていま

す。DocAve アーカイバの構成については、付録 B を参照してください。 

 スケジュール ストレージ マネージャーを有効にする - スケジュール ストレージ マネージャーを

使用して、このポリシーに関連付けられているサイト コレクションのコンテンツについて、BLOB 

を SQL Server データベースからファイル ベースのストレージへ外部化します。サイト コレクシ

ョンのストレージ マネージャーの [プロファイル] を選択します。 

*注意: ポリシーで選択したファームで RBS を BLOB プロバイダとして有効にする必要があり

ます。コンテンツ データベースを構成する際に既定コンテンツ データベースを使用しない場合、

BLOB プロバイダに対して、新規コンテンツ データベースを含むオプションを有効にする必要が

あります。スケジュールに従ってBLOB は外部化されるため、次のストレージ マネージャー ジョ

ブを実行するまで、新規データベースには影響はありません。スケジュール ストレージ マネージ

ャー プロファイルと BLOB プロバイダの構成については、DocAve ストレージ マネージャー ユ

ーザー ガイド を参照してください。 

 監査を有効にする - このオプションを選択すると、サイト コレクションを DocAve レポート ポイ

ントの監査コントローラ プランに含まれ、このポリシーに関連付けられているサイト コレクションの

すべてのイベントを記録することができます。 

*注意: このオプションを有効にする場合、フィルター ポリシーを正しく構成し、選択した監査コ

ントローラ プランに追加するまで、このポリシーをアクティブにしないようにしてください。 

 Policy Enforcer を有効にする – このチェックボックスを選択して、DocAve Policy Enfo

rcer ルールをサイト コレクションへ適用します。Policy Enforcer は、サイト コレクションに対

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Storage_Manager_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Storage_Manager_User_Guide.pdf
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する継続的な監視と適切なアクションにより、サイト コレクションへのアクションおよび変更に対

し、構成済みルールを徹底します。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。Policy Enforcer プロファイルの構成について、DocAve 管理センター ユーザ

ー ガイド を参照してください。 

 AD 削除済みアカウントの整理を有効にする - サイト コレクションを AD 削除済みアカウン

トの整理プランに含めます。非アクティブまたは存在しない AD アカウントをサイト コレクションか

ら削除し、アカウントの権限は使用できるユーザーに転送できます。 

*注意: このオプションを有効にする場合、フィルター ポリシーを正しく構成し、選択した AD 

削除済みアカウントの整理プランに追加するまで、このポリシーをアクティブにしないようにしてく

ださい。 

ポリシーに関連する Governance Automation で作成されたサイト コレクションの AD 削

除済みアカウントの整理プランのフィルター ポリシーの構成については、付録 A を参照してくだ

さい。 

 サイト コレクション コンテンツの Vault を有効にする - Autonomy または Concordanc

e プラットフォームで管理するために、SharePoint コンテンツを外部ストレージ システムにエク

スポートします。  

 展開マネージャーを有効にする – このオプションを選択すると、サイト コレクションを展開マネ

ージャー プランに含め、サイト コレクションを効果的に展開できます。ドロップダウン メニューから

プランを選択します。 

画面右側の矢印アイコンをクリックして続行します。画面左側の矢印アイコンをクリックして、前の手順に

移動し、構成を確認および変更するか、[キャンセル] をクリックして、構成を保存せずにポリシーの作成

のインターフェイスに戻ります。  

4. ポリシーについて、以下の設定を構成します。 

 サイト コレクション全体のアーカイブ - [DocAve アーカイバによるサイト コレクション全

体のアーカイブ処理を有効にする] チェックボックスをオンにすると、このポリシーに関連付けら

れた DocAve アーカイバ プロファイルを基に、サイト コレクション全体を SharePoint から外

部ストレージに移動することができます。ドロップダウン メニューから、アーカイバの [プロファイ

ル] 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。サイト コレクションをアーカイブするサービス要求

を送信すると、この承認プロセスが開始されます。 

Governance Automation で作成されたサイト コレクションをスケジュールすることで、スト

レージ コストを削減することができます。これらのサイト コレクションは、SharePoint から、より

経済的なストレージ デバイスに保存されるような設定がポリシーに関連付けられています。Do

cAve アーカイバの構成については、付録 B を参照してください。 

 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

クスをクリックして、要求に従ってサイト コレクションを削除します。ドロップダウン メニューから 

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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[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。 

 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] 

をクリックして、要求があったときに、サイト コレクションのリースを延長します。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。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。 

 サイト コレクション ポリシーの変更を有効にする - ビジネス ユーザーがサイト コレクションに

別のポリシーを要求できるかどうかを選択できます。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

のポリシー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。 

 サイト コレクション ロック解除の有効化  – ビジネスユーザーに対してロック済みサイトコレク

ションのロック解除を要求できるかどうかを選択します。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。サイト コレク

ションのロックを解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。 

 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では、Sh

arePoint 環境で不要になったサイト コレクションや期間切れのサイト コレクションを削除する

ことができます。以下のライフサイクルの管理設定を構成します。 

o サイト コレクションの非アクティブ閾値を有効にする - サイト コレクションに指定の

期間中にアクセスがなかった場合に、この設定に関連付けられている承認プロセスで

指定されたビジネス ユーザーに通知します。テキスト ボックスに正の整数を入力して、

時間単位として [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択します。  

[自動ロックと自動削除を有効にする] を選択すると (必須ではありません)、指定

した非アクティブな閾値を超える期間と指定したロック期間に準拠して、サイト コレク

ションのロックと削除を行います。  

 

 サイト コレクションが次の期間非アクティブ閾値を超える後に自動的にロ

ックする – サイト コレクションはここで指定した期間非アクティブ閾値を超え

ると、自動的にロックされます。テキスト ボックスに正の整数を入力し、時間

単位として [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択します。 

サイト コレクションのロック状態 – コンテンツの追加不可、読み取り専用 

(追加、削除、更新の不可)、アクセス不可から、サイト コレクションのロック

状態を選択します。  

[サイト コレクションがロックされた場合、サイト コレクション連絡先および

代理のサイト コレクション連絡先に通知する] を選択することができます 

(必須ではありません)。 
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 サイト コレクションは次の期間ロックされた後に自動的に削除する – サイ

ト コレクションは指定した期間ロックされると、自動的に削除されます。テキス

ト ボックスに正の整数を入力し、時間単位として [日間]、[週間]、[ヶ月

間]、[年間] を選択します。 

[サイト コレクションが削除された場合、サイト コレクション連絡先および

代理のサイト コレクション連絡先に通知する] を選択することができます 

(必須ではありません)。 

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

れていることを、この設定に関連付けられている承認プロセスで指定されたビジネス ユ

ーザーに通知します。正の整数をテキスト ボックスに入力してサイト コレクションのリー

ス期間を構成します。時間単位として [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択

します。 

[自動ロックと自動削除を有効にする] を選択すると、指定した有効期限を超える

期間と指定したロック期間に準拠して、サイト コレクションのロックと削除を行います 

(必須ではありません)。 

 サイト コレクションのリースが切れてから次の期間が経過した後、自動的

にロックする  – サイト コレクションのリースが切れてから指定した期間が経

過すると、サイト コレクションは自動的にロックされます。テキスト ボックスに正

の整数を入力し、時間単位として [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を

選択します。 

 サイト コレクションのロック状態 – コンテンツの追加不可、読み取り専用 

(追加、削除、更新不可)、アクセス不可 からサイト コレクションのロック状

態を選択します。  

 サイト コレクションは次の期間ロックされた後に自動的に削除する – サイ

ト コレクションは指定した期間ロックされると、自動的に削除されます。テキス

ト ボックスに正の整数を入力し、時間単位として [日間]、[週間]、[ヶ月

間]、[年間] 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。いずれかの条件を満たす場合、この承認プロセス

がトリガーされます。 

 権限の再証明 – 権限の再証明を有効にするかどうかを選択してください。有効にすると、サイ

ト コレクションのユーザーおよびグループをスケジュールで検索します。権限の再証明を有効に

する場合、ユーザーおよびグループの検索済み権限を含む権限の再証明タスクが生成されま

す。この操作により、承認者は Governance Automation の権限を変更することができる

ようになり、権限の変更が SharePoint に更新されます。  
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o Active Directory グループ メンバーまたはフォーム認証ロール メンバーを含む 

– Active Directory グループ メンバーまたはフォーム認証ロール メンバーを検索す

るかどうかを選択します。 

o 日単位、週単位、月単位からスケジュールを構成します。 

o 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。 

*注意: 個人用サイトでは権限の再証明がサポートされません。 

*注意: 権限の再証明が有効であるものの、サイト コレクションの管理者連絡先が存在しな

い場合、[設定] > [管理者通知] に移動して代替管理者の連絡先を構成する必要があり

ます。  構成しない場合、サイト コレクションのユーザーおよびグループの検索中にエラーが発

生すると、エラー タスクおよび権限の再証明タスクが生成されません。 

5. ポリシーの構成が終了したら、次のオプションから 1 つ選択します。 

 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・変更します。 

 [保存] をクリックしてすべての構成を保存し、ポリシーの作成のインターフェイスに戻ります。   

 [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、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、変更を保存せずにポリシーの作成のインターフェイスに戻ります。 

SharePoint Online のサイト コレクション ポリシーの構成 

サイト コレクションの作成ポリシーまたはポリシーの編集インターフェイスでは、以下の設定を構成します。  

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 をテキスト ボックスに

入力します。 

2. ポリシー カテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation ポリシーを体系化します。

[既存のカテゴリーを使用する] 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、または、[新し

いカテゴリーを追加する] をクリックしてこのポリシーの新しいカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

3. ファーム – ドロップダウン メニューから [個人用登録済みサイト] を選択します。  

4. SharePoint Online standard インスタンスまたは SharePoint Online dedicated インスタンス

を選択します。 

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

ずにポリシーの作成のインターフェイスに戻ります。   

6. クォータ (SharePoint Online standard インスタンス) – 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指定してください。 
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7. サイト コレクションのクォータ テンプレート (SharePoint Online dedicated インスタンス) – ドロッ

プダウン メニューから定義済みサイト コレクションのクォータ テンプレートを選択して、サイト コレクションの

有効ストレージ数を制限します。 

8. SharePoint Designer の構成 – [SharePoint Designer を有効にする] 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で

きるようになります。サイト コレクションの管理者は、この構成に関係なく、サイトを編集できます。 

9. サイトの深さの最大値制限 – サイトの深さは、サイト コレクション内に作成できるサイトの階層を制限

します。[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。 

10. DocAve 構成は、このポリシーが DocAve 6 製品を利用するために構成します。 

 最小単位バックアップを有効にする – このオプションを選択すると、最小単位バックアップ プラ

ンにサイト コレクションが含まれ、このポリシーに関連付けられているサイト コレクションのデータ

保護を提供します。 

*注意: このオプションを有効にする場合、フィルター ポリシーを正しく構成し、選択した最小

単位バックアップ プランに追加するまでは、このポリシーをアクティブにしないようにしてください。 

Governance Automation で作成されたサイト コレクションのデータ保護を提供する Doc

Ave 最小単位バックアップ & リストアのフィルター ポリシーの構成方法については、付録 A を

参照してください。 

画面右側の矢印アイコンをクリックすると続行します。画面左側の矢印アイコンをクリックして、前の手

順に移動し、構成を確認 / 変更するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずにポリシーの管

理のインターフェイスに戻ります。 

6. ポリシーについて、以下の設定を構成します。 

 サイト コレクション全体のアーカイブ  - [DocAve アーカイバによるサイト コレクション全

体のアーカイブ処理を有効にする] チェックボックスをオンにすると、このポリシーに関連付けら

れた DocAve アーカイバ プロファイルを基に、サイト コレクション全体を SharePoint から外

部ストレージに移動することができます。ドロップダウン メニューから、アーカイバの [プロファイ

ル] 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。サイト コレクションをアーカイブするサービス要求

を送信すると、この承認プロセスが開始されます。 

DocAve アーカイバを使用すると、Governance Automation で作成されたサイト コレク

ションのストレージ コストを削減することができます。この設定が有効になったポリシーでアーカイ

バ設定を有効にすることで、SharePoint オブジェクトを定期的に SharePoint から抽出し

てより経済的なストレージ デバイスに保存することができます。詳細については、付録 B を参

照してください。 

 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

クスをオンにすると、要求に従ってサイト コレクションを削除します。ドロップダウン メニューから 
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[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。 

 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] 

をオンにすると、要求に従ってサイト コレクションのリースを延長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。 

 サイト コレクション ポリシーの変更を有効にする – このポリシーを使用して作成されたサイト 

コレクション用の別のポリシーを、ビジネス ユーザーが要求できるかどうかを選択します。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。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を送信すると、この承

認プロセスが開始されます。 

 サイト コレクション ロック解除の有効化  – ビジネスユーザーに対してロック済みサイトコレク

ションのロック解除を要求できるかどうかを選択します。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。サイト コレク

ションのロックを解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。 

 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では、S

harePoint 環境の不要サイト コレクションや期間切れのサイト コレクションを削除することが

できます。以下のライフサイクルの管理設定を構成します。 

o サイト コレクションの最終アクセス閾値を有効にする – サイト コレクションに指定の

期間中にアクセスがなかった場合、この設定に関連付けられている承認プロセスで指

定されたビジネス ユーザーに通知します。テキスト ボックスに正の整数を入力して、時

間単位として [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択します。  

[自動ロックと自動削除を有効にする] を選択すると (必須ではありません)、指定

した非アクティブな閾値を超える期間と指定したロック期間に準拠して、サイト コレク

ションのロックと削除を行います。 

 サイト コレクションが次の期間非アクティブ閾値を超える後に自動的にロ

ックする – サイト コレクションはここで指定した期間非アクティブ閾値を超え

ると、自動的にロックされます。テキスト ボックスに正の整数を入力し、時間

単位として [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択します。 

サイト コレクションのロック状態 – コンテンツの追加不可、読み取り専用 

(追加、削除、更新の不可)、アクセス不可からサイト コレクションのロック状

態を選択します。  

[サイト コレクションがロックされた場合、サイト コレクション連絡先および

代理のサイト コレクション連絡先に通知する] を選択することができます 

(必須ではありません)。 
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 サイト コレクションは次の期間ロックされた後に自動的に削除する – サイ

ト コレクションは指定した期間ロックされると、自動的に削除されます。テキス

ト ボックスに正の整数を入力し、時間単位として [日間]、[週間]、[ヶ月

間]、[年間] を選択します。 

[サイト コレクションが削除された場合、サイト コレクション連絡先および

代理のサイト コレクション連絡先に通知する] を選択することができます 

(必須ではありません)。 

o サイト コレクションのリース期間を有効にする – サイト コレクションのリース期間が

切れていることを、この設定に関連付けられている承認プロセスで指定されたビジネス 

ユーザーに通知します。正の整数をテキスト ボックスに入力してサイト コレクションのリ

ース期間を構成します。時間単位として [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選

択します。 

[自動ロックと自動削除を有効にする] を選択すると、指定した有効期限を超える

期間と指定したロック期間に準拠して、サイト コレクションのロックと削除を行います 

(必須ではありません)。 

 サイト コレクションのリースが切れてから次の期間が経過した後、自動的

にロックする  – サイト コレクションのリースが切れてから指定の期間が経過

すると、サイト コレクションは自動的にロックされます。テキスト ボックスに正の

整数を入力し、時間単位として [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を

選択します。 

 サイト コレクションのロック状態 – コンテンツの追加不可、読み取り専用 

(追加、削除、更新不可)、アクセス不可からサイト コレクションのロック状態

を選択します。  

 サイト コレクションは次の期間ロックされた後に自動的に削除する – サイ

ト コレクションは指定した期間ロックされると、自動的に削除されます。テキス

ト ボックスに正の整数を入力し、時間単位として[日間]、[週間]、[ヶ月

間]、[年間] 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。いずれかの条件を満たす場合、この承認プロセス

がトリガーされます。 

 権限の再証明 – 権限の再証明を有効にするかどうかを選択してください。有効にすると、サイ

ト コレクションのユーザーおよびグループをスケジュールで検索します。権限の再証明を有効に

する場合、ユーザーおよびグループの検索済み権限を含む権限の再証明タスクが生成されま

す。承認者は Governance Automation の権限を変更することができ、この操作により権

限の変更が SharePoint に更新されます。  
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o Active Directory グループ メンバーまたはフォーム認証ロール メンバーを含む 

– Active Directory グループ メンバーまたはフォーム認証ロール メンバーを検索す

るかどうかを選択します。 

o 日単位、週単位、月単位からスケジュールを構成します。 

o 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。 

11. ポリシーの構成が終了したら、次のオプションから 1 つ選択します。 

 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し変更します。  

 [保存] をクリックして構成を保存し、ポリシーの作成のインターフェイスに戻ります。  

 [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ます。ポリシーがアクティブにな

り、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、変更を保存せずにポリシーの作成のインターフェイスに戻ります。 
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サービス 

サービスは、SharePoint における管理オペレーションに関する一連の設定です。サービスは、ビジネス ユーザー

がサービス要求を実行する際に使用されます。管理者は組織の規定に基づき、ビジネス ユーザーが使用できる

オプションを制限することができます。  

サービスを作成 / 管理するには、管理者のランディング ページで [サービス] をクリックするか、または、サイドバー

で [サービス管理] をクリックします。 

サービスの管理 

サービス管理ページでは、構成済みの Governance Automation サービスが表示されます。ここではページ

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。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。サービスを並べ替えるには [サー

ビス]、[サービス タイプ]、[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  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 - キーワードで指定したサービスをフィルターします。サービスと作成者の列では、必要なサービスを

検索して、現在ページに表示される列のコンテンツのみを検索することができます。 

  – リストに表示させる列を指定し、表示したい情報のみを選択することができます。  をクリックして

列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 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。フィルターする列に表示された   をク

リックして、アイテム名の隣にあるチェックボックスを選択してアイテムをリストに表示します。 

ポリシー管理では次の操作を実行することができます。 

 作成 - リボン上で [作成] をクリックしてサービスの作成インターフェイスに移動します。新しいサービスの

作成については、本ガイド内の サービスの構成 セクションを参照してください。 

 詳細の表示 – 詳細情報を表示するにはサービス名をクリックします。 

 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。既存サービスの編集に

ついては、本ガイド内の サービスの構成 セクションを参照してください。 

 コピー - 既存サービスをコピーして変更を加え、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オンにして、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、関連する情報を

入力します。構成後は、[保存] をクリックしてすべての設定を保存するか、または、[保存してアクティ

ブ化] をクリックして構成を保存し、このサービスをアクティブにします。この操作により、このサービスの要
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求をユーザーが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

理のインターフェイスに戻ります。 

 削除 - 非アクティブなポリシーを選択して [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たら、[OK] をクリックして選択したグループを削除するか、または、[キャンセル] をク

リックして選択したグループを削除せずにサービス管理のインターフェイスに戻ります。 

 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、要求が可能なサービスです。 

 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 [非アクティブ化] をクリックします。ユー

ザーには、非アクティブなサービスは表示されないため、要求することはできません。 

サービスの構成 

サービスを作成するには、ランディング ページで [サービスの作成] をクリックするか、または、サービス管理 インタ

ーフェイスで [作成] をクリックします。サービスの作成ページに移動します。サービス タイプを選択して該当テンプ

レートを使用するサービスを作成します。既存サービスを変更するには、サービス管理のインターフェイスで、サービ

ス名の前の  をクリックしてサービスを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。 

各タイプのサービスの構成については以下のセクション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 ユーザーに対するサイト コレクションの作成サービス要

求をテンプレートとして定義することができます。このサービスによりサイト コレクションの作成の設定をカスタマイズ

することができ、ビジネス ユーザーがサービスを要求する際に使用可能なオプションを構成できます。サイト コレク

ションの作成サービスを使用して会社の規定に対するコンプライアンスを監視し、サイト コレクションに対するデータ

保護とコンテンツ保持ポリシーを適用することもできます。  

*注意: Governance Automation を使用すると、オンプレミス SharePoint および SharePoint Online 

でサイト コレクションを作成することができます。 

サイト コレクションの作成サービスまたはサイト コレクションの作成サービスの編集のインターフェイスでは、以下の

設定を構成します。 

1. サービス名と説明 - 必要に応じて、サービスの 名前 と 説明 を入力します。 

2. 言語 – このサービスの言語を選択します。要求を開始する際に、それらの言語に応じてサービスをフィ

ルターすることができます。 
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3. サービスのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリック

してこのサービスのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 - サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織における SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[新規作成] をクリックして作成します。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションおよびサービス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 ユーザーが部署を選択できるようにします。以下から選択します。 

 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 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の部署を

表示することができます。または、[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 - ビジネス ユーザーはサービス要求を送信すると際に、部

署を選択することができます。 

5. サービス権限 - [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] を選択してすべてのユー

ザーがこのサービスを要求できるようにするか、[このサービスを使用するユーザー / グループを選択す

る] を選択して、このサービスにアクセスできるユーザー / グループを指定しテキスト ボックスにユーザー / 

グループのユーザー名を入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリック

して、ユーザーを検索することも可能です。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセスできます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先として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

力します。  をクリックして、名前が有効であるかどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検

索することも可能です。 

7. 管理者の連絡先 - 管理者の連絡先として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 の管理者である必要があります。Governance Automatio

n では、承認プロセスが開始した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 テキスト ボックスに入力します。  をクリックして名前が有効であることを

確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発生したとき

に、管理者の連絡先にもメール通知を送信するためには、管理者の連絡先を構成します。管理者通

知の構成については、本ガイド内の 管理者通知 セクション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. Web アプリケーションと管理パス - サイト コレクションを作成する Web アプリケーションと関連する管

理パスを指定します。  

a. ドロップダウン メニューからファームまたは 個人用登録済みサイト を選択します。該当するチェ

ックボックスをクリックして Web アプリケーションまたは SharePoint 管理センターと管理パスを

選択します。ファーム ツリーのドロップダウン メニューから、サイト コレクションを作成する Web 

アプリケーションと管理パスを指定します。複数の Web アプリケーションまたは管理センターを

選択することができます。[既定の選択] ドロップダウン メニューから、このサービスによって作成

されたサイト コレクションの既定の場所を指定します。  

b. URL 形式 - [URL を自動生成する] をオンにすると、Governance Automation で自

動的に URL を生成します。オフにすると、要求者が URL を指定することができます。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションおよびサービスに Web アプリケーションと管

理パスを割り当てるか、サービス要求を送信する際にビジネス ユーザーが Web アプリケーショ

ンと管理パスを選択できるようにします。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成された Web アプリケーションと管理パスから、

ビジネス ユーザーを選択します。[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の Web アプリケーショ

ンと管理パスを表示することができます。または、[ビジネス ユーザーから隠す] を選

択すると、サービスに関連付けられている Web アプリケーションと管理パスは、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 - このサービスの要求を送信する際に、ビジネス 

ユーザーは Web アプリケーションと管理パスを選択できます。 

c. サイト コレクション URL – URL にサイト コレクション タイトルを使用するか、サービス要求フ

ォーム範囲内の親パラメーターを使用するかを選択します。 

 URL にサイト コレクション タイトルを使用する – サービス要求にサイト コレクション 

タイトルを入力すると、サイト コレクション URL が自動的に入力されます。 

 サービス要求フォーム範囲内の親パラメーターを使用する – サービス要求フォーム

範囲内の親パラメーターを取得して使用します。Governance Automation We

b パーツ インターフェイスでは、サービス要求 URL は Web パーツの URL に設定さ

れ、新しいサイト コレクションが作成されます。  

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 コレクションを準備します。

該当するチェックボックスを選択するか、または、[新規作成] をクリックしてサイトコレクション準備ポリシ

ーのインターフェイスに移動して新しいポリシーを作成します。以下のようにこのセクションを構成します。 

a. [ポリシーの選択] でチェックボックスがオンにされているポリシーから、ビジネス ユーザーは選択

することができます。担当者のドロップダウン メニューから [ビジネス ユーザー毎に割り当てる] 
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を選択する場合、ビジネス ユーザーはここで選択したポリシーを使用することができます。このサ

ービスに適した既存のポリシーがない場合、[新規作成] をクリックして新しいポリシーを作成し

ます。 

*注意: 範囲で、SharePoint Online standard インスタンスまたは SharePoint Onlin

e dedicated インスタンスを選択したら、両方のポリシーが読み込まれます。適切なポリシー

が選択されていることを確認します。異なるポリシーを選択すると、サービス要求を承認した後

に、エラー タスクが生成されます。 

b. [既定の選択] ドロップダウン メニューから既定ポリシーを選択します。[ビジネス ユーザー毎に

割り当てる] を選択すると、このポリシーは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] で選択したポリシーから他のポリシーを選択することもできます。[IT 管

理者毎に割り当てる] を選択すると、このポリシーがサービス要求で選択できる唯一のポリシー

となり、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。 

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、サービス要求を送信する際にビ

ジネス ユーザーが [ポリシーの選択] からポリシーを選択できるようにします。次から選択します。 

 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

求で既定ポリシーを表示することができます。または、[ビジネス ユーザーから隠す] を選

択すると、サービスに関連付けられているポリシーはビジネス 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] で表示され

たポリシーから選択できます。 

11. 言語 (このオプションは言語パックを Web サーバーにインストールした場合のみ利用できます) - サイト 

コレクションの言語を指定します。複数の言語を選択する場合、既定言語を [既定の選択] のドロップ

ダウン メニューから指定します。 

 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、サービス要求を送信

する際にビジネス ユーザーが言語の選択から言語を選択できるようにします。 

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

言語は、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

ーザーには既定の言語でサービス要求を表示することができます。または、[ビジネス 

ユーザーから隠す] を選択すると、指定の言語でのサービスはビジネス ユーザーには

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 ユーザーは言語選択の構成で選択し

た言語を選択できます。 

12. エクスペリエンス バージョン (このオプションは Web アプリケーションと管理パスで SharePoint 2013 

Web アプリケーションまたは SharePoint Online サイトを選択する場合のみ使用可能です) – ビジ
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ネス ユーザーが作成するサイトコレクションのエクスペリエンス バージョン (2010 または 2013) を選

択します。 

 このサービス要求を送信する際に、このサービスによって作成されたサイト コレクションにエクスペ

リエンス バージョンを割り当てるか、または、ビジネス ユーザーがエクスペリエンス バージョンを選

択できるようにします。次から選択します。 

o IT 管理者毎に割り当てる – Governance Automation は、このサービスによっ

て作成されたすべてのサイト コレクションに選択したエクスペリエンス バージョンを適用

します。[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エクスペリエンス バージョン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

ーザーにエクスペリエンス バージョンを表示しません。 

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 ユーザーがエクスペリエンス バージョンを選択することができます。 

13. 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 コレクションで使用するサイト 

コレクション テンプレートを指定します。以下のようにこのセクションを構成します。 

a. [テンプレートの選択] で該当するチェックボックスをオンにして、サイト コレクション テンプレート

を選択してビジネス ユーザーに使用することができます。担当者のドロップダウン 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サ

イト コレクション テンプレートを使用することができます。 

b. ドロップダウン メニューから既定サイト コレクション テンプレートを選択します。[ビジネス ユーザ

ー毎に割り当てる] を選択すると、このサイト コレクション テンプレートはサービス要求で選択さ

れますが、ビジネス ユーザーは [テンプレートの選択] で選択したテンプレートから別のテンプ

レートを選択することもできます。[IT 管理者毎に割り当てる] を選択すると、このテンプレー

トがサービス要求で選択できる唯一のテンプレートとなり、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。 

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 テンプレートを割り当てるか、サー

ビス要求を送信する際にビジネス ユーザーが [テンプレートの選択] からサイト コレクション テンプレー

トを選択できるようにします。次から選択します。 

 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 テンプレートはすべてのサイト コレクションに関連します。[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サイト コレク

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、サービスに関連

付けられているサイト コレクション テンプレートはビジネス 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 ユーザーは [テンプレートの選択] の構成で選

択したサイト コレクション テンプレートを選択できます。 

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。 
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15. 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 コレクションのサイト権限をカスタマイズす

ることができます。  

 既定グループ - 該当する権限を割り当てるために、ユーザーを既定グループに追加します。

[既定グループ] チェックボックスをオンにして、該当するグループのテキスト ボックスにユーザー

名を入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユー

ザーを検索することも可能です。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。 

 カスタム グループ - 新しいグループを作成しユーザーをこのグループに割り当てます。[カスタ

ム グループ] チェックボックスをオンにして、[グループの追加] をクリックし、グループの追加ウィ

ンドウに移動します。グループの 名前 を入力して、グループに含まれるユーザーを選択します。

該当するチェックボックスをオンにして、この SharePoint グループのメンバーにはサイトのアクセ

ス許可レベルを指定します。SharePoint アクセス許可レベルの管理のインターフェイスで、ア

クセス許可レベルをカスタマイズすることができます。[OK] をクリックして構成を保存するか、ま

たは、[キャンセル] をクリックして変更を保存せずにサービスの作成のページに戻ります。  

 ユーザーにアクセス許可を直接付与する - ユーザーに指定のアクセス許可を直接付与します。

[ユーザーにアクセス許可を直接付与する] を選択して [ユーザーの追加] をクリックして、グ

ループの追加ウィンドウに移動します。グループの 名前 を入力して、グループに含まれるユーザ

ーを選択します。該当するチェックボックスをオンにして、ユーザーに与える権限を指定します。 

SharePoint アクセス許可レベルの管理インターフェイスで、アクセス許可レベルをカスタマイズ

することができます。 [OK] をクリックして構成を保存するか、[キャンセル] をクリックして変更

を保存せずにサービスの作成のページに戻ります。  

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

する際にビジネス ユーザーが権限を選択できるようにします。 

o IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成された権限は、すべてのサイト コレクションに

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を送信する際に、ここで構成された権限を表示す

ることができます。または、[ビジネス ユーザーから隠す] を選択すると、サービスに関

連付けられている権限はビジネス ユーザーには表示されません。 

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

る際にサイト コレクション管理者を構成できます。 

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. サイト コレクション管理者 - サイト コレクション管理者になるユーザーの名前をテキスト ボックスに入力

します。  をクリックして名前が有効であるかどうかを確認します。  をクリックしてユーザーを検索する

ことも可能です。 

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 コレクション管理者を割り当てるか、サービス

要求を送信する際にビジネス ユーザーがサイト コレクション管理者を選択できるようにします。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 です。 
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 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成されたサイト コレクション管理者は、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、サービスに関連付け

られているサイト コレクション管理者はビジネス 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 コレクション管理者を構成できます。 

18. 代理のサイト コレクション管理者 - 代理のサイト コレクション管理者になるユーザーの名前をテキスト 

ボックスに入力します。  をクリックして名前が有効であるかどうかを確認します。  をクリックしてユー

ザーを検索することも可能です。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションに代理のサイト コレクション管理者を割り当てるか、サ

ービス要求を送信する際にビジネス ユーザーが代理のサイト コレクション管理者を選択できるようにしま

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 です。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成されたサイト コレクションの代理管理者は、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 ユーザーにはこのサービス要求で代理のサイト 

コレクション管理者を表示できます。[ビジネス ユーザーから隠す] を選択すると、ビジネス ユ

ーザーはサービスに関連付けられている代理のサイト コレクション管理者を非表示します。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが代理のサイト コレクション管理者を

構成できます。 

19. サイト コレクション連絡先 - サイト コレクション連絡先は、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ユーザーです。サイト コレクション連絡先となるユーザーの名前をテキス

ト ボックスに入力します。  をクリックして名前が有効であるかどうかを確認します。  をクリックしてユ

ーザーを検索することも可能です。 

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 コレクション連絡先を割り当てるか、サービス

要求を送信する際にビジネス ユーザーがサイト コレクション連絡先を選択できるようにします。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成されたサイト コレクションの連絡者は、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、サービスに関連付

けられているサイト コレクション連絡先はビジネス 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 コレクションの連絡者を構成で

きます。   

20. 代理のサイト コレクション連絡先 - サイト コレクション連絡先に通知できない場合に備え、代理のサ

イト コレクション連絡先にユーザーを指定することができます。指定されたユーザーは、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ユーザーになります。サイト コレクションの代
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理連絡先として割り当られるユーザー名をテキスト ボックスに入力します。  をクリックして名前が有効

であるかどうかを確認します。  をクリックしてユーザーを検索することも可能です。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションに代理のサイト コレクション連絡先を割り当てるか、サ

ービス要求を送信する際にビジネス ユーザーが代理のサイト コレクション連絡先を選択できるようにしま

す。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成された代理サイト コレクションの連絡者は、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 ユーザーにはこのサービス要求で代理のサイト 

コレクション連絡先を表示できるます。[ビジネス ユーザーから隠す] を選択すると、サービスに

関連付けられている代理のサイト コレクション連絡先はビジネス 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 コレクションの連絡者を構成で

きます。 

21. DocAve 展開マネージャー プラン - ドロップダウン メニューから展開プランを選択して、このサービスに

よって作成されたサイト コレクションを DocAve 展開マネージャー プランに追加します。ジョブを実行す

るために各サイト コレクションのプランをコピーして、不要なデータ保存を防ぐため、ジョブの完了後にコピ

ーを削除します。 

*注意: サイト コレクションが作成されている場合、Governance Automation 展開ジョブのスケジ

ュールを展開プランに設定することはできません。 

22. 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

ボックスをオンにして、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、ドロップダウン メニューから [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択することで、リース期間

を指定します。 

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、サー

ビス要求を送信する際にビジネス ユーザーがサイト コレクションのリース期間を選択できるようにします。

次から選択します。 

  IT 管理者毎に割り当てる – ここで構成され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

成できます。 

サイト コレクションのリース期間が有効になっている場合、[有効期限の警告を有効にする] を選択す

ることで有効期限の警告を有効にすると、サイト コレクションの期限が切れる前に警告メールを送信す
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る時刻を設定できます。テキスト ボックスに正の整数を入力して、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 コレクションにリース失効の警告を割り当てるか、または、ビジネス 

ユーザーがリース失効の警告を選択できるようにします。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで構成され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 ユーザーには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できます。 

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

データの追加] ハイパーリンクをクリックすると、カスタム 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 ポップアップ ウィンドウでは、以下の操作を行うことができます。 

 メタデータ名の前の  をオンにして、メタデータを選択します。ここに表示されるメタデータは、メ

タデータのインターフェイスで構成します。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデータのインタ

ーフェイスに移動して新しいメタデータを作成することもできます。メタデータの構成については、

メタデータ インターフェイス セクションを参照してください。 

 リボン上で [詳細の表示] をクリックすると、選択されているメタデータの詳細情報が表示されます。 

 [OK] をクリックすると、構成を保存しサービスの作成ページに戻ります。[キャンセル] をクリッ

クすると、構成を保存せずにサービスの作成ページに戻ります。  

24. 承認プロセス – ドロップダウン メニューからサイト コレクション作成の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サイト コレクションの作成の承認プロセスを作成します。この操作により、構

成を保存せずにサイト コレクションの作成の承認プロセス インターフェイスに移動します。承認プロセスを

選択すると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選択した承認プロセスによって異なり

ます。担当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロールを入力します。  

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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。 

25. カスタム アクション – 承認プロセスを変更することができます。実行可能ファイル、PowerShell スクリ

プト ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム ア

クションを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。 

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行可能ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  
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 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ…\Agent\bin\Gover

nanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。選択した

範囲が SharePoint Online  standard インスタンスまたは SharePoint Online dedicate

d インスタンス上に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセ

ンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ …\AvePoint\GovernanceAuto

mation\bin に存在することを確認してください。 

26. 実行スケジュール – [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 がサービス要求を実行する時間を指定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。 

27. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する (このセク

ションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表示されま

す。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] が

選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上書きし、

ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを選択し

ます。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめスケ

ジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール要求を

承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート を選択します。 

28. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

 [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。  

 [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の作成のインターフェイスに戻ります。 

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 ユーザーに対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たサイトの設定をカスタマイズできるだけでなく、このサービスを要

求するときに、ビジネス ユーザーが選択できるオプションを構成することもできます。Governance Automation 
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で作成したサイトは、既存のサイト コレクションからデータ保護とコンテンツ保持ポリシーを継承します。サイトは既

存のサイト コレクションと 同じ DocAve 最小単位バックアップ & リストア、コネクタ、アーカイバおよびライフサイク

ル管理の設定を使用します。 

サイトの作成サービスまたはサイトの作成サービスの編集のインターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

1. サービス名と説明 - サービスの 名前 と 説明 (必須ではありません) を入力します。 

2. 言語 – このサービスの言語を選択します。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 サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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

サービスのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 - サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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。 

このサービスによって作成されたサイトおよびサービス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 ユーザーが部署を選択できるようにします。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューから選択した部署はすべてのサイトに

関連されます。[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の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、サービスに関連付けられている既定の部署はビジネス 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 ユーザーがサービス要求を送信する際に、部署

を選択することができます。 

5. サービス権限 - [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] を選択してすべてのユー

ザーがこのサービスを要求できるようにするか、[このサービスを使用するユーザー / グループを選択す

る] を選択して、このサービスにアクセスできるユーザーおよびグループを指定し、テキスト ボックスにユー

ザー / グループのユーザー名を入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  

をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセスすることができます。 
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6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先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

ます。  をクリックして、名前が有効であるかどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索す

ることも可能です。 

7. 管理者の連絡先 - 管理者の連絡先として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 の管理者でなければなりません。Governance Automation 

では、承認プロセスが開始した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 ボックスに入力します。   をクリックして、名前が有効であるか

どうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発生

したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、管理者の連絡先を構成します。管理者

の通知を構成する方法については、本ガイド内の 管理者通知 セクション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 - 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 ユーザーサイトを作成するサイト 

コレクションを選択します。  

a. ドロップダウン メニューからファームまたは 個人用登録済みサイト を選択します。 

b. 範囲を構成する方法を以下から選択します。 

 URL を手動で入力する - このラジオ ボタンを選択して、[URL を追加する] リンク

をクリックして URL のテキスト ボックスにサイト コレクションの URL を入力します。サ

イト コレクションを追加するには、URL を入力してから [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 - ラジオ ボタンをオンにして、データ ツリーからサイト コレ

クションを選択します。 

[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] を選択すると、要求者に

対して範囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます (必須ではありません)。  

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

c. サイト URL – URL にサイト タイトルを使用するか、サービス要求フォーム範囲内の親パラメ

ーターを使用するかを選択します。 

 URL にサイト タイトルを使用する – サービス要求にサイト タイトルを入力すると、

[Web サイトのアドレス] セクションにサイト URL が自動的に入力されます。 

 サービス要求フォーム範囲内の親パラメーターを使用する – サービス要求フォーム

範囲内の親パラメーターを取得して使用します。Governance Automation We

b パーツ インターフェイスでは、サービス要求 URL は Web パーツの URL に設定さ

れ、新しいサイトが作成されます。Governance Automation インターフェイスでは、

サービス要求 URL が親パラメーターの URL に設定され、新しいサイトが作成されま

す。要求 URL が次の形式であることを確認してください: https://servernam
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e:port/ProvSSRequest/NewRequest?serviceId={serviceID}&

parent={parentsiteURL}  

 

10. 言語 (このオプションは、言語パックを Web サーバーにインストールしている場合にのみ利用できます) 

- サイトの言語を指定します。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、サービス要求を送信する際にビジネス ユ

ーザーが言語を選択できるようにします。次から選択します。 

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

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

既定言語を表示することができます。または、[ビジネス ユーザーから隠す] を選択すると、サ

ービスで言語はビジネス 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 ユーザーは言語選択の構成で選択した言語を

選択できます。 

11. サイト テンプレート - サイトの作成に使用するテンプレートを指定します。[テンプレート保管場所] 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、該当の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] のドロップダウン メニューから既定テンプレートを選択します。 

ドロップダウン メニューから、このエントリが管理者によって定義済みであるか、または、サービス要求を送

信する際にビジネス ユーザーが割り当てられるかを選択することができます。   

 IT 管理者毎に割り当てる - 管理者はサイトに使用するテンプレートを選択できます。ビジネ

ス ユーザーにテンプレート情報を表示するかどうかを選択します。[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を送信する際に、

既定の選択で構成されているテンプレートだけが表示されます。[ビジネス ユーザーから隠す] 

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を作成する際に使用されるテンプ

レートが表示されません。 

 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作成に使用するテンプレート

を選択できます。既定の選択で選択されているテンプレートが、サービス要求で既定値として

表示され、ビジネス ユーザーはサービス要求を送信する際に、そのテンプレートを他のテンプレ

ートに変更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. セキュリティ グループ - 親サイトから権限を継承するか、または、固有の権限を使用するかどうかを選

択します。  
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 親サイトと同じ権限を使用する - [親サイトと同じ権限を使用する] を選択して親サイトの

権限設定を継承します。既定では、[IT 管理者毎に割り当てる] が担当者のドロップダウン 

メニューで選択されます。[ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する] または [ビジネ

ス ユーザーから隠す] を選択することもできます。 

 固有の権限を使用する - [固有の権限を使用する] を選択すると、このサービスによって作

成されたサイトの権限をカスタマイズすることができます。 

o 既定グループ - 該当する権限を割り当てる場合、ユーザーを既定グループに追加し

ます。[既定グループ] チェックボックスをオンにして、該当するグループのテキスト ボッ

クスにユーザー名を入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。

 をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。 

o カスタム グループ - 新しいグループを作成しユーザーをこのグループに割り当てます。

[カスタム グループ] チェックボックスをオンにして、[グループの追加] をクリックしてユ

ーザー権限の付与ウィンドウに移動します。グループの 名前 を入力して、グループに

含まれるユーザーを選択します。該当するチェックボックスをオンにすると、この Share

Point グループのメンバーにサイトのアクセス許可を指定することができます。ShareP

oint アクセス許可レベルの管理のインターフェイスで、アクセス許可レベルをカスタマイ

ズすることができます。[OK] をクリックして構成を保存するか、[キャンセル] をクリック

して変更を保存せずにサービスの作成のページに戻ります。  

o ユーザーにアクセス許可を直接付与する - ユーザーに指定アクセス許可レベルを直

接付与します。[ユーザーにアクセス許可を直接付与する] を選択して [ユーザーの

追加] をクリックし、グループの追加ウィンドウに移動します。グループの 名前 を入力

して、グループに含まれるユーザーを選択します。該当するチェックボックスをオンにして、

ユーザーにはサイトのアクセス許可を指定します。SharePoint アクセス許可レベルの

管理のインターフェイスで、アクセス許可レベルをカスタマイズすることができます。[O

K] をクリックして構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリックして変更を保存

せずにサービスの作成のページに戻ります。 

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

する際にビジネス ユーザーが権限を選択できるようにします。 

o IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成された権限は、すべてのサイト コレクションに

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を送信する際に、ここで構成された権限を表示す

ることができます。または、[ビジネス ユーザーから隠す] を選択すると、サービスに関

連付けられている権限はビジネス ユーザーには表示されません。 

o ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーはこのサービス要求を送信す

る際にサイト コレクション管理者を構成できます。 

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。 
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15. サイト連絡先 – サイト連絡先は、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です。サイ

ト連絡先となるユーザーの名前をテキスト ボックスに入力します。   をクリックして、名前が有効である

かどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。 

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

ネス ユーザーがサイト連絡先を指定できるようにします。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで構成されたサイト連絡先は、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コレクション連絡先を表示することが

できます。または、[ビジネス ユーザーから隠す] を選択することもできます。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – ビジネス ユーザーがサイト連絡先を構成できます。 

16. 代理のサイト連絡先 – サイト連絡先に通知できない場合に備えて、代理のサイト連絡先が、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になります。代理のサイト連絡先となるユーザーの名

前をテキスト ボックスに入力します。   をクリックして、名前が有効であるかどうかを確認します。  を

クリックして、ユーザーを検索することも可能です。 

このサービスによって作成されたサイトに代理のサイト連絡先を割り当てるか、サービス要求を送信する

際にビジネス ユーザーが代理のサイト連絡先を指定できるようにします。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで構成された代理のサイト連絡先は、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代理のサイト連絡先を表示する

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代

理のサイト連絡先は、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 ユーザーが代理のサイト連絡先を構成できます。 

17. 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。 

 このサイトをサイド リンク バーに表示するかどうかを選択します。 

 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 コレクションにサイト コレクション管理者を割り当てるか、サービス

要求を送信する際にビジネス ユーザーがサイト コレクション管理者を選択できるようにします。次から選

択します。 

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

成された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、サービスに関連付けられているナビゲーシ

ョン オプションはビジネス 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 コレクション管理者を構成でき

ます。 



 91 

 

DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

18. ナビゲーションの継承 – 対応するラジオ ボタンを選択して、このサービスによって作成されたサイトで 

[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。 

このサービスおよびこのサービスによって作成されたサイト コレクションにオプションを適用するか、サービス

要求を送信する際にビジネス ユーザーはオプションを選択できるようにします。次から選択します。 

 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。 

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

データの追加] ハイパーリンクをクリックすると、カスタム メタデータの追加ウィンドウに移動します。メタデ

ータの追加のポップアップ ウィンドウでは、以下の操作を行うことができます。 

 該当するチェックボックスをオンにして、メタデータを選択します。ここに表示されるメタデータは、

メタデータのインターフェイスで構成します。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデータのイン

ターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することもできます。メタデータの構成については、

メタデータの構成 セクションを参照してください。 

 リボン上で [詳細の表示] をクリックすると、選択されているメタデータの詳細情報が表示され

ます。 

 [OK] をクリックすると、構成を保存しサービスの作成ページに戻ります。[キャンセル] をクリッ

クすると、構成を保存せずにサービスの作成ページに戻ります。  

[親サイトのメタデータ値を継承する] チェックボックスを選択します (必須ではありません)。このオプショ

ンを選択すると、このサービスを基準として作成される新規サービスは、親サイトのメタデータ値を継承し

ます。 

20. 承認プロセス - ドロップダウン メニューからサイト コレクションの承認プロセスを選択するか、または、[新

規作成] をクリックして新しいサイト コレクションの承認プロセスを作成します。これを選択した場合、こ

のサービスへの構成を保存せずに、承認の新規作成プロセスへ移動します。承認プロセスを選択すると、

承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選択した承認プロセスによって異なります。担当者 

のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロールを入力します。 

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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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21. カスタム アクション – 承認プロセスを変更することができます。実行可能ファイル、PowerShell スクリ

プト ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム ア

クションを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。 

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行可能ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ …\Agent\bin\Gove

rnanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。選択した

範囲が SharePoint Online  standard インスタンスまたは SharePoint Online dedicate

d インスタンス上に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセ

ンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ …\AvePoint\GovernanceAuto

mation\bin に存在することを確認してください。 

22. 実行スケジュール – [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 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ものを作成します。 

23. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する   

(このセクションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表

示されます。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効に

する] が選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上

書きし、ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを

選択します。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

24. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つ選択します。 

 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レビューし変更します。  

 [保存] をクリックして構成を保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  
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 [保存してアクティブ化] をクリックして、構成を保存し、このサービスをアクティブにします。これ

で、このサービスの要求をユーザーが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の作成のインターフェイスに戻ります。 

個人用サイトの作成サービスの構成 

個人用サイトの作成サービスを構成すると、ビジネス ユーザーに対する個人用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た個人用サイトの設定をカスタマイズすることが

でき、サービスを要求する際にビジネス ユーザーが使用可能なオプションを構成できます。Governance Auto

mation によって作成された個人用サイトは、それらが存在するサイト コレクションからデータ保護およびコンテン

ツ保持ポリシーを継承します。Governance Automation によって作成された個人用サイトは、それらが作成

されたサイト コレクションと同じ DocAve 最小単位バックアップ & リストア、DocAve コネクタ、DocAve アーカ

イバおよびライフサイクル管理の設定を使用します。 

個人用サイトの作成サービスまたは個人用サイトの作成サービスの編集インターフェイスでは、以下の設定を構

成します。 

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。 

2. 言語 – このサービスの言語を選択します。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 サービスを体系化しま

す。[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリ

ックしてこのサービスのカテゴリーを作成し名前を入力します。  

4. 部署 - サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[新規作成] をクリックして作成します。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションおよびサービス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します。次から選択します。 

 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個人用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の部署を表

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。 
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5. サービス権限 – [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] を選択してすべてのユー

ザーがこのサービスを要求できるようにするか、[このサービスを使用するユーザー / グループを選択す

る] を選択してこのサービスにアクセスできるユーザーを指定し、ユーザーおよびグループのユーザー名をテ

キスト ボックスに入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、

ユーザーを検索することも可能です。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセス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

入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索す

ることも可能です。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始した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 ボックスに入力します。  をクリックして、名前が有効であ

るかどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが

発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セクショ

ンを構成します。管理者の通知を構成する方法については、管理者通知 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. ファーム – ビジネスユーザーは個人用サイトを作成できるようにするファームを選択します。 

10. ユーザー プロファイル – 個人用サイトに使用するユーザー プロファイルを選択します。 

11. 一括モード – 一括モードを有効にするかどうかを選択します。[個人用サイトの一括作成を有効にす

る] を選択すると、サービス要求内で異なるユーザー用に対し、複数の個人用サイトを作成することが

できます。 

12. ポリシー – 該当するチェックボックスをオンにして、個人用サイトに適用するサイト コレクション ポリシーを

選択するか、[新規作成] をクリックして、サイト コレクション ポリシーのインターフェイスに移動し、新しい

ポリシーを作成します。以下のようにこのセクションを構成します。  

 [ポリシーの選択] でチェックボックスがオンにされているポリシーから、ビジネス ユーザーを選択

することができます。[担当者] のドロップダウン 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。 
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 [既定の選択] ドロップダウン メニューから既定のポリシーを選択します。サービス要求で [ビジ

ネス ユーザー毎に割り当てる] を選択すると、ビジネス ユーザーは、[ポリシーの選択] で選

択したポリシー以外の他のポリシーを選択することもできます。[担当者] のドロップダウン メニュ

ーから [IT 管理者毎に割り当てる] を選択すると、このポリシーがサービス要求で選択できる

唯一のポリシーとなり、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なくなります。 

このサービスによって作成された個人用サイトにポリシーを割り当てるか、サービス要求を送信する際に、

ビジネス ユーザーは [ポリシーの選択] で選択したポリシーからポリシーを選択できるようにします。次か

ら選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – 上記の [既定の選択] ドロップダウン メニューで選択されたポリ

シーは、このサービスによって作成されたすべての個人用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

で既定の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 ユーザーは [ポリシーの選択] で選択したポリ

シーからポリシーを選択することができます。 

13. 言語 (このオプションは言語パックを Web サーバーにインストールしている場合にのみ利用できます) - 

サイトの言語を指定します。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個人用サイト 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。次から選択し

ます。 

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

言語は、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既定言語を表示することができます。または、[ビジネ

ス ユーザーから隠す] を選択すると、このサービスをリクエストするビジネス 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 ユーザーに対して 言語 の構成で選択

した言語を選択できます。 

*注意: SharePoint 2013 のユーザー プロファイルで、[サイト管理者によって定義された地域の設

定を使用する] を選択する場合、 Governance Automation で選択した言語は反映されません。

個人用サイトの言語は、[地域の設定] で選択された地域によって変化します。 

14. 代理の個人用サイト管理者 – 代理の個人用サイト管理者になるユーザーの名前をテキスト ボックス

に入力します。   をクリックして、名前が有効であるかどうかを確認します。  をクリックして、ユーザー

を検索することも可能です。 
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このサービスによって作成された個人用サイトに代理の個人用サイト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 ユーザーが代理の個人用サイト管理者を選択できるようにします。既

定では、[IT 管理者毎に割り当てる] および [ビジネス ユーザーから隠す] です。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで構成された代理の個人用サイト管理者は、このサービス

によって作成されたすべての個人用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代理の個人用サイ

ト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

に関連付けられた代理の個人用サイト管理者は、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 ユーザーが代理の個人用サイト管理者を構成

できます。 

15. 代理の個人用サイト連絡先 – 個人用サイト連絡先に通知できない場合に備え、代理の個人用サイ

ト連絡先が、このサービスによって作成された個人用サイトを管理するユーザーになります。代理の個人

用サイト連絡先となるユーザーの名前をテキスト ボックスに入力します。   をクリックして、名前が有

効であるかどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。 

このサービスによって作成された個人用サイトに代理の個人用サイト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 ユーザーが代理の個人用サイト連絡先を選択できるようにします。次

から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで構成された代理の個人用サイト連絡先は、このサービス

によって作成されたすべての個人用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代理の個人用サイ

ト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

に関連付けられた代理の個人用サイト連絡先は、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 ユーザーが代理の個人用サイト連絡先を構成

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

データの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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

加のポップアップ ウィンドウでは、以下の操作を行うことができます。 

 メタデータ名の前に表示された  をオンにして、メタデータを選択します。ここに表示されるメタ

データは、メタデータのインターフェイスで構成します。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデ

ータの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することもできます。メタデータ

の構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

 選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 
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 [OK] をクリックすると、構成を保存しサービスの作成ページに戻ります。[キャンセル] をクリッ

クすると、構成を保存せずにサービスの作成ページに戻ります。 

18. 承認プロセス– ドロップダウン メニューから個人用サイトの作成の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個人用サイトの作成の承認プロセスを作成します。構成を保存せずに個人用

サイトの作成の承認プロセス インターフェイスに移動します。承認プロセスを選択すると、承認ステージ 

セクションが表示されます。セクションは選択した承認プロセスによって異なります。担当者 のテキスト ボ

ックスに承認者となるユーザーまたはロールを入力します。 

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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 – 承認プロセスを変更することができます。実行可能ファイル、PowerShell スクリ

プト ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム ア

クションを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。 

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行可能ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ …\Agent\bin\Gove

rnanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 

20. 実行スケジュール – [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 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ものを作成します。 

21. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する   

(このセクションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表

示されます。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効に

する] が選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上
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書きし、ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを

選択します。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

22. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つ選択します。 

 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レビューし、変更します。   

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

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 ユーザーに対するライブラリおよび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。このサービスでは、作成されたライブラリおよびリストの設定をカスタ

マイズし、サービスを要求する際にビジネス ユーザーが使用可能なオプションを構成できます。Governance Au

tomation によって作成されたライブラリおよびリストは、それらが存在するサイト 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ます。  

ライブラリ / リストの作成サービスまたはライブラリ / リストの作成サービスの編集インターフェイスでは、以下の設

定を構成します。 

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。 

2. 言語 – このサービスの言語を選択します。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 – カテゴリーを指定して、Governance Automation サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[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、名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[新規作成] をクリックして作成します。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションおよびサービス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。 
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 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の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 – [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] を選択してすべてのユー

ザーがこのサービスを要求できるようにするか、[このサービスを使用するユーザー / グループを選択す

る] を選択して、このサービスにアクセスできるユーザーを指定しユーザー / グループのユーザー名をテキ

スト ボックスに入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユ

ーザーを検索することも可能です。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセス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

に入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索

することも可能です。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始した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 ボックスに入力します。   をクリックして、名前が有効で

あるかどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラー

が発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セク

ションを構成します。管理者の通知を構成する方法については、本ガイド内の 管理者通知 セクション

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. 一括モード – 一括モードを有効にするかどうかを選択します。[ライブラリ / リストの一括作成を有効

にする] を選択すると、1 つのサービス要求で複数のライブラリ / リストの作成を要求することができます。 

10. 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 ユーザーはライブラリ / リス

トを作成するサイト コレクションを選択します。  

a. ドロップダウン メニューからファームまたは 個人用登録済みサイト を選択します。 
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b. 範囲を構成する方法を以下から選択します。 

 URL を手動で入力する – このラジオ ボタンを選択して、[URL を追加する] リン

クをクリックして URL のテキスト ボックスにサイト コレクションの URL を入力します。

サイト コレクションを追加するには、URL を入力してから [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 – ラジオ ボタンをオンにして、データ ツリーからサイト コレ

クションを選択します。 

[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] を選択すると、要求

者に対して範囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます (必須ではあり

ません)。 

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

c. ライブラリ / リスト URL – URL にライブラリ / リスト名を使用するか、サービス要求フォーム

範囲内の親パラメーターを使用するかを選択することができます。 

 URL にライブラリ / リスト名を使用する  – サービス要求にライブラリ / リスト名を

入力すると、[ライブラリまたはリストのアドレス] セクションにライブラリ / リスト名が

自動的に入力されます。 

 サービス要求フォーム範囲内の親パラメーターを使用する サービス要求フォーム範

囲内の親パラメーターを取得して使用します。Governance Automation Web 

パーツ インターフェイスでは、サービス要求 URL が Web パーツの URL に設定され、

新しいライブラリ / リストが作成されます。  

11. 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、このサー

ビス要求をビジネス ユーザーが送信する際、[ナビゲーション] 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。次から選択します。 

 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

べてのライブラリまたは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選択された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、選択されたオプションは、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。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – ビジネス ユーザーは [ナビゲーション] でオプションを選

択することができます。 

12. タイプ – 作成できるオブジェクトのタイプ (ライブラリ または リスト) 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 ユーザーは [タイプ] でタイプを選択できるようにします。次から選択します。 
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 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 ユーザーにはサービス要求で選択され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、選択されたタイプは、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 ユーザーは [タイプ] でタイプを選択することが

できます。 

13. 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。 

14. ライブラリ / リストのテンプレート – [テンプレート保管場所] に、すべてのライブラリもしくはリストのテ

ンプレート保存先となるサイト コレクション URL を入力して、[取得] をクリックしてテンプレートを選択し

ます。新しいライブラリまたはリストを作成する際に使用可能なテンプレートを選択します。複数のテンプ

レートを選択することもできます。[既定の選択] のドロップダウン メニューから、このサービスによって作

成された新しいライブラリまたはリストの既定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ライブラリまたはリストにテンプレートを割り当てるか、[ライブラリ / リス

ト] 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。次から選択します。 

 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 ユーザーにはサービス要求で選択され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、選択されたテンプレートは、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 ユーザーはライブラリ / リスト 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。 

15. ドキュメントのバージョン履歴 (タイプとして ライブラリ を選択する場合、このセクションが表示されま

す) – このライブラリ内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して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のフ

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。 

 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 – このライブラリのファイルを編集するたび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 – このライブラリのフ

ァイルを編集するたびにメジャー バージョンとマイナー バージョンを作成します。 
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 保存するバージョンの数を限定する (必須ではありません) – 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 バージョンの数を限定するには、[次の数のメジャー バージョン

を保存する] のチェックボックスをオンにして、正の整数をテキスト ボックスに入力します。[次の

数のメジャー バージョンの下書きを保存する] のチェックボックスをオンにして、正の整数をテ

キスト ボックスに入力すると、メジャー バージョンの下書きを保存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] でこれらの設定を構成できるようにします。 

 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 ユーザーにはサービス要求で構成され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、構成された設定は、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 ユーザーは [ドキュメントのバージョン履歴] で

設定を構成することができます。 

16. アイテムのバージョン履歴 (タイプ として リスト を選択する場合、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のア

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– 新しいアイテムまたは既存のア

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。 

o バージョンを管理しない – 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し

ません。 

o メジャー バージョンを作成する – このリストのアイテム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 – このリストのアイテ

ムを編集するたびにメジャー バージョンとマイナー 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 (必須ではありません) – 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 バージョンの数を限定するには、[次の数のメジャー バージョン

を保存する] のチェックボックスをオンにして、正の整数をテキスト ボックスに入力します。[次の

数のメジャー バージョンの下書きを保存する] のチェックボックスをオンにして、正の整数をテ

キスト ボックスに入力すると、メジャー バージョンの下書きを保存することができます。 

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ビジネス ユー

ザーが送信する際、[アイテムのバージョン履歴] でこれらの設定を構成することを許可するかを選択

できます。 
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 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 ユーザーにはサービス要求で構成され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、構成された設定はこのサービスを要求するビジネス ユー

ザーに表示されなくなります。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – ビジネス ユーザーは [アイテムのバージョン履歴] で設

定を構成することができます。 

17. 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。 

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

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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。 

 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することができます。 メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

  選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックし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。[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の作成ページに戻ります。 

19. 承認プロセス – ドロップダウン メニューからライブラリ / リストの作成の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ライブラリ / リストの作成の承認プロセスを作成します。これを選択した場

合、構成を保存せずに、ライブラリ / リストの作成の承認プロセス インターフェイスに移動します。承認プ

ロセスを選択すると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選択した承認プロセスによっ

て異なります。担当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロールを入力します。 

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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。 

20. カスタム アクション – 承認プロセスを変更することができます。実行可能ファイル、PowerShell スクリ

プト ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム ア

クションを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。 

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行可能ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  
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*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ…\Agent\bin\Gover

nanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。 選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 

21. 実行スケジュール – [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 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。 

22. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する (このセク

ションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表示されま

す。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] が

選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上書きし、

ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを選択し

ます。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

23. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

で、このサービスの要求をユーザーが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の作成のインターフェイスに戻ります。 
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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、ユーザーが Governance Automation で作成 / 管理

するサイト コレクションのライフサイクルをコントロールすることができます。設定を構成し、リース期間の有効期限と

サイト コレクションの使用頻度をサイト コレクションの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の作成またはサイト コレクションのライフサイクル管理の編集のインターフェ

イスで、以下の設定を構成します。 

1. サービス名と説明 - サービスの 名前 と 説明 (必須ではありません) を入力します。 

2. 言語 – このサービスの言語を選択します。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 サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリック

してこのポリシーのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[新規作成] をクリックして作成します。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションおよびサービス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。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 前のドロップダウン メニューから選択された部署のユーザーが、こ

のサービスの要求者になります。[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の部署を表示することができます。または、

[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 - ビジネス ユーザーがサービス要求を送信する際に、部署

を選択することができます。 

5. サービス権限 - [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] を選択してすべてのユー

ザーがこのサービスを要求できるようにするか、[このサービスを使用するユーザー / グループを選択す

る] を選択して、このサービスにアクセスできるユーザーまたはグループを指定します。テキスト ボックスに

ユーザー / グループのユーザー名を入力し、  をクリックして名前が有効であることを確認します。  

をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 
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 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセスすることができます。 

 [サイト コレクション連絡先 / 管理者、またはサイト連絡先 / 管理者のみがこのサービス

要求を送信できるようにする] を選択すると、サイト コレクション連絡先、サイト コレクション管

理者、サイト連絡先のみが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、

 をクリックして名前が有効であるかどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも

可能です。 

7. 管理者の連絡先 - 管理者の連絡先として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 の管理者である必要があります。Governance Automa

tion では、承認プロセスが開始した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、   をクリックして、名前が有効であるか

どうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発生

したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、管理者の連絡先を構成します。管理者

の通知を構成する方法については、本ガイド内の 管理者通知 セクション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 – Web アプリケーションを選択します。ドロップダウン メニューからファームまたは 個人用登録済み

サイト を選択して、ファーム ツリーを展開します。該当するチェックボックスをオンにして、Web アプリケー

ションを選択します。 

必要に応じて、[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] を選択すると、要

求者に対して範囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます。  

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

10. 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 コレクションの延長 - 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できる

ようにします。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できるよ

うにします。 

 サイト コレクションをアーカイブする – ビジネス ユーザーが、自分のサイト コレクションを Share

Point から移動させ、より安価なストレージ デバイスに保存することを要求できるようにします。 

 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所有するサイト コレクションに

関連付けられた別の Governance Automation ポリシーを要求し、個人用サイトの所有
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者を指定することによって、個人用サイトに関連付けられた別の Governance Automatio

n ポリシーを要求することを可能にします。 

 サイト コレクションをロック解除する – ビジネス ユーザーがロックされているサイト コレクション

のロック解除を要求することを許可します。 

*注意: ライフサイクル管理サービスは、サービス権限の構成で指定されたユーザーが使用することがで

きます。ただし、ライフサイクル管理に関連するサービス要求は、各サイト コレクションの所有者だけが送

信することができます。 

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

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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。 

 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することができます。 メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

  選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックし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。[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の作成ページに戻ります。 

12. 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] チェックボックスを選択する

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。 

13. カスタム アクション – 承認プロセスを変更することができます。実行可能ファイル、PowerShell スクリ

プト ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム ア

クションを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。 

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行可能ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ…\Agent\bin\Gover

nanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。 選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 
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Governance Automation ディレクトリ…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 

14. 実行スケジュール – [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 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. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する (このセク

ションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表示されま

す。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] が

選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上書きし、

ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを選択し

ます。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

16. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。   

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

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、ユーザーが Governance Automation で作成 / 管理するサイトの

ライフサイクルをコントロールすることができます。 

サイト ライフサイクル管理の作成またはサイト ライフサイクル管理の編集インターフェイスでは、以下の設定を構

成します。 

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。 

2. 言語 – このサービスの言語を選択します。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。 
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3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリック

してこのポリシーのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[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。次から選択します。 

 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 メニューで選択され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の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 – [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] を選択してすべてのユー

ザーがこのサービスを要求できるようにするか、[このサービスを使用するユーザー / グループを選択す

る] を選択して、このサービスにアクセスできるユーザーおよびグループを指定します。テキスト ボックスに

ユーザー / グループのユーザー名を入力し、  をクリックして名前が有効であることを確認します。  

をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。  

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセスすることができます。 

 [サイト コレクション連絡先 / 管理者、またはサイト連絡先 / 管理者のみがこのサービス

要求を送信できるようにする] を選択すると、サイト コレクション連絡先、サイト コレクション管

理者、サイト連絡先のみが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、  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索する

ことも可能です。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始した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。
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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、  をクリックして、名前が有効である

かどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発

生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セクション

を構成します。管理者の通知を構成する方法については、管理者通知 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。まずドロップダウン メニューからファームまたは 個人用登録済

みサイト を選択してから、手動で URL を入力するか、ツリーから範囲を選択します。 

 URL を手動で入力する – [URL を追加する] リンクをクリックして URL のテキスト ボックス

に URL を入力します。複数の URL を追加する場合、この手順を繰り返します。 

 ツリーから範囲を選択する – ファームまたは個人用登録済みサイト をクリックしてツリーを展

開します。該当するチェックボックスをオンにして希望のノードを選択します。 

[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] を選択すると、要求者に対して範

囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます (必須ではありません)。  

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

10. 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。 

 サイトを削除する – 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。 

 サイトをアーカイブする – ビジネス ユーザー、自分のサイト コレクションを SharePoint から

移動させ、より安価なストレージ デバイスに保存することを要求できるようにします。 

*注意: [サイトをアーカイブする] を選択すると、ドロップダウン メニューからアーカイバ プロファイル

を選択する必要があります。アーカイバ プロファイルは DocAve で構成されます。 

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

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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。 

 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することができます。 メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

  選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックし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。[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の作成ページに戻ります。 

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] リンクをクリックして、

構成を保存せずに承認プロセス設定 のインターフェイスに移動し、新しい承認プロセスを作成します。サ

イト ライフサイクルを管理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。承認プロセ
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スを選択すると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選択した承認プロセスによって異

なります。担当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロールを入力します。   

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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 – 承認プロセスを変更することができます。実行可能ファイル、PowerShell スクリ

プト ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム ア

クションを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。   

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行可能ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ…\Agent\bin\Gover

nanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。 選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 

14. 実行スケジュール – [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 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. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する   

(このセクションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表

示されます。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効に

する] が選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上

書きし、ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを

選択します。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウ
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ン リストから [日間] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

16. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。   

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

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、役割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 サービスまたはユーザー権限のクローン サービスの編集のインターフェイスでは、以下の設

定を構成します。 

1. サービス名と説明 - サービスの 名前 と 説明 (必須ではありません) を入力します。 

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 サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリックし

てこのポリシーのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[新規作成] をクリックして作成します。 

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。次から選択します。 

 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の部署を表示することができます。または、[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 - ビジネス ユーザーがサービス要求を送信する際に、部署

を選択することができます。 
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5. サービス権限 - [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] を選択してすべてのユー

ザーがこのサービスを要求できるようにするか、[このサービスを使用するユーザー / グループを選択す

る] を選択して、このサービスにアクセスできるユーザーおよびグループを指定します。テキスト ボックスに

ユーザー / グループのユーザー名を入力し、  をクリックして名前が有効であることを確認します。  

をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセス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なければなりません。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、

 をクリックして、名前が有効であるかどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索すること

も可能です。 

7. 管理者の連絡先 - 管理者の連絡先として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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始した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、  をクリックして、名前が有効であるか

どうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスが、エラーが発

生した場合に管理者の連絡先にメール通知を送信することを可能にするには、管理者通知の設定を

構成します。管理者の通知を構成する方法については、本ガイド内の 管理者通知 セクションを参照

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 - ユーザー権限のクローン元となる Web アプリケーションを選択します。ドロップダウン メニューから

ファームまたは 個人用登録済みサイト を選択して、ファーム ツリーを展開します。該当するチェックボッ

クスをクリックして Web アプリケーションを選択します。  

10. クローン元ユーザーの選択の制限 - 権限のクローン元ユーザーとなるユーザーを指定します。次から選

択します。 

 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。  

 ピアおよび直接 / 間接レポートを許可する - 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クローン元ユ

ーザーとして選択することができます。  

 直接 / 間接レポートを許可する - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者

に管理されている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。   
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*注意: ユーザー プロファイル サービスを DocAve Governance Automation で構成す

るか、または外部ロール ソース サービスをユーザーが構成する必要があります。構成しない場

合、この設定は反映されません。 

11. クローン先ユーザーの選択の制限 - 権限のクローン先となるユーザーユーザーを指定します。次から選

択します。 

 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。  

 ピアおよび直接 / 間接レポートを許可する - 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クローン元ユ

ーザーとして選択することができます。  

 直接 / 間接レポートを許可する - このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者

に管理されている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。  

*注意: ユーザー プロファイル サービスを Governance Automation で構成するか、外部

ロール ソース サービスをユーザーが構成する必要があります。構成しない場合、この設定は反

映されません。 

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. 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

およびグループに割り当てる方法を指定します。 

 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の権限を削除して、クローン元ユーザーの権限をクローン先

ユーザーに置き換えます。 

このサービスによる権限オプションをビジネス ユーザーに割り当てるか、サービス要求を送信する際に、ビ

ジネス ユーザーが権限オプションを選択できるようにします。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成され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、サービスに関連付けられている権限オプションはビジネス ユ

ーザーには表示されなくなります。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが権限オプションを構成できます。 

14. ユーザー通知オプション - クローン元ユーザーによって設定されたユーザー通知を、クローン先ユーザー

へ送信するかどうかを選択します。 

サービス要求を送信する際に、[クローン元ユーザー通知をクローン先ユーザーに送信する] を選択し

ます。この機能は既定オプションです。  
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このサービスによってユーザー通知オプションを直接割り当てるか、サービス要求を送信する際に、ビジネ

ス ユーザーがユーザー通知オプションを選択できるようにします。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成されたユーザー通知オプションは、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

ユーザー通知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、

サービスに関連付けられているユーザー通知オプションはビジネス 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 ユーザーがユーザー通知オプションを構成できます。 

15. メタデータの変更 - クローン元ユーザーのメタデータをクローン先ユーザーへ変更するかどうかを選択しま

す。このオプションを選択した場合は、[クローン元ユーザーのメタデータの追加] をクリックして変更す

るクローン元ユーザーのメタデータを追加します。このサービスについて、変更を認めるメタデータを入力し

ます。 

このサービスによってメタデータの変更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 ユーザーはそれを構成できるようにします。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで構成したメタデータの変更は、ユーザー権限のクローン サ

ービス要求の範囲で選択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

メタデータの変更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タデータの変更オプションは、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 ユーザーがオプションを構成できます。 

16. 追加オプション - SharePoint グループにいるクローン元ユーザーの権限の処理方法を選択します。

次から選択します。 

 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いる ShareP

oint グループにクローン先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が

いる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、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。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成され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追加オプ

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、サービスに関連

付けられている追加オプションはビジネス ユーザーには表示されなくなります。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが追加オプションを構成できます。 



116  

 
DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

17. 転送のオプション -  このオプションを指定すると、権限を転送する際にクローン元ユーザー / グループを

管理します。 サービス要求を送信する際に既定の選択になるオプションを選択します。 

 クローン元ユーザーの固有の権限を除去する - 権限をクローンしてからクローン元ユーザー / 

グループの権限を削除します。  

 SharePoint グループからクローン元ユーザーを除去する - 権限をクローンしてから、Sha

rePoint 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 - 権限をクローンしてから、サイト コレ

クションからクローン元のユーザーおよび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、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することができます。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成された転送オプションは、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転送オプ

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、サービスに関連

付けられている転送オプションはビジネス ユーザーには表示されなくなります。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが転送のオプションを構成できます。 

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

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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。 

 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することができます。 メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

  選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックすると、構成を保存しサービスの作成ページに戻ります。[キャンセル] をクリッ

クすると、構成を保存せずにサービスの作成ページに戻ります。 

19. 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。 

20. 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] リンクをクリックして、

構成を保存せずに、ユーザー権限のクローン・転送作成の承認プロセスのインターフェイスに移動し、新

しい承認プロセスを作成します。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。承認プロセスを選択すると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選

択した承認プロセスによって異なります。担当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロー

ルを入力します。 

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。
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[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。 

21. カスタム アクション – 承認プロセスを変更することができます。実行可能ファイル、PowerShell スクリ

プト ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム ア

クションを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。 

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行可能ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ…\Agent\bin\Gover

nanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。 選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 

22. 実行スケジュール – [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 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。 

23. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する (このセク

ションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表示されま

す。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] が

選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上書きし、

ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを選択し

ます。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

24. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 



118  

 
DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

 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レビューし、変更します。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

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 ユーザーに対するサイト 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の変更を選択できます。  

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またはサイト コレクションの連絡先 / 管理者の変

更サービスの編集インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

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。  

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 サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリック

してこのポリシーのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[新規作成] をクリックして作成します。 

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。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – 前のドロップダウン メニューで選択され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の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 – [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] を選択すると、すべての

ユーザーがこのサービスを要求できるようになります。[このサービスを使用するユーザー / グループを選

択する] を選択すると、このサービスにアクセスできるユーザーを指定することができます。ユーザー / グル
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ープのユーザー名をテキスト ボックスに入力し、  をクリックして名前が有効であることを確認します。

 をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセス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、  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索する

ことも可能です。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始した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、   をクリックして、名前が有効である

かどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発

生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セクション

を構成します。管理者の通知を構成する方法については、管理者通知 セクション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 –  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 Web アプリケーションを選択します。  

 オンプレミスの SharePoint の場合、ドロップダウン メニューからファームを選択して、ファーム 

ツリーを展開します。該当するチェックボックスをオンにして、Web アプリケーションを選択します。 

 SharePoint Online の場合、[個人用登録済みサイト] をクリックし展開し、該当のチェック

ボックスをオンにして希望の SharePoint サイト グループを選択します。 

[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] を選択すると、要求者に対して範

囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます (必須ではありません)。  

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

10. 連絡先 / 管理者の変更設定 – ビジネス ユーザーがプライマリおよび代理サイト コレクションの連絡先、

またはプライマリおよび代理サイト コレクションの管理者を変更できるかどうかを選択します。必要に応じ

て、ビジネス ユーザーが個人用サイトの連絡先および個人用サイトの管理者を変更できるかどうかを定

義します。 

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

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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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 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することができます。 メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

 選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックすると、構成を保存しサービスの作成ページに戻ります。[キャンセル] をクリッ

クすると、構成を保存せずにサービスの作成ページに戻ります。 

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] リンクをクリックして、

構成を保存せずに、サイト コレクションの連絡先もしくは管理者の変更の承認プロセスのインターフェイ

スに移動し、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。承認プロセスを選択すると、承認ステージ セクションが

表示されます。セクションは選択した承認プロセスによって異なります。担当者 のテキスト ボックスに承

認者となるユーザーまたはロールを入力します。 

必要に応じて、[すべての承認者により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して、

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。 

13. カスタム アクション – 承認プロセスを変更することができます。実行可能ファイル、PowerShell スクリ

プト ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム ア

クションを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。  

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行可能ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ …\Agent\bin\Gove

rnanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。 選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 

14. 実行スケジュール – [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 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ものを作成します。 
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15. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する (このセク

ションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表示されま

す。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] が

選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上書きし、

ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを選択し

ます。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

16. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つ選択します。 

 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レビューし、変更します。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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の作成のインターフェイスに戻ります。 

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またはサイト連絡先の変更サービスの編集インターフェイスでは、以下の設

定を構成します。 

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。  

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 サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリック

してこのポリシーのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[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。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – 前のドロップダウン メニューで選択され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の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 – [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] を選択すると、すべての

ユーザーがこのサービスを要求できるようになります。[このサービスを使用するユーザー / グループを選

択する] を選択すると、このサービスにアクセスできるユーザーを指定することができます。ユーザー / グル

ープのユーザー名をテキスト ボックスに入力し、   をクリックして、名前が有効であるかどうかを確認し

ます。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセス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

に入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索

することも可能です。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始した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、  をクリックして、名前が有効である

かどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発

生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セクション

を構成します。管理者の通知を構成する方法については、管理者通知 セクション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、ツリーから範囲を選択します。 

 URL を手動で入力する – [URL を追加する] リンクをクリックして URL のテキスト ボックス

に URL を入力します。複数の URL を追加する場合、この操作を繰り返します。 
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 ツリーから範囲を選択する – ファームまたは 個人用登録済みサイト を展開します。該当す

るチェックボックスをオンにして、ノードを選択します。 

[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] を選択すると、要求者に対し

て範囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます (必須ではありません)。 

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

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

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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。 

 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することができます。 メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

  選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックすると、構成を保存しサービスの作成ページに戻ります。[キャンセル] をクリッ

クすると、構成を保存せずにサービスの作成ページに戻ります。 

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] リンクをクリックして、

構成を保存せずに、サイト連絡先の変更の承認プロセスのインターフェイスに移動し、新しい承認プロセ

スを作成します。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。

承認プロセスを選択すると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選択した承認プロセス

によって異なります。担当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロールを入力します。 

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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 – 承認プロセスを変更することができます。実行可能ファイル、PowerShell スクリ

プト ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム アク

ションを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。 

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行可能ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ …\Agent\bin\Gove
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rnanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンスで

ある場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが Gover

nance Automation ディレクトリに存在することを確認してください。 

13. 実行スケジュール – [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 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. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する   

(このセクションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表

示されます。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効に

する] が選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上

書きし、ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを

選択します。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

15. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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の作成のインターフェイスに戻ります。 

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 ユーザーに対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。設定を構成すると、SharePoint コンテンツをコピーまたは移動することができます。この

操作により、SharePoint 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。 

コンテンツ移動の作成またはコンテンツ移動の編集インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

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。 
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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、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 サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリック

してこのポリシーのカテゴリーを作成し名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[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。次から選択します。 

 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 メニューで選択され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の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なくなります。 

5. サービス権限 – [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] を選択してすべてのユー

ザーがこのサービスを要求できるようにするか、[このサービスを使用するユーザー / グループを選択す

る] を選択して、このサービスにアクセスできるユーザーおよびグループを指定します。 テキスト ボックスに

ユーザーおよびグループのユーザー名を入力し、  をクリックして名前が有効であることを確認します。

 をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。  

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセス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、  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索する

ことも可能です。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始した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、  をクリックして、名前が有効である
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かどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発

生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セクション

を構成します。管理者の通知を構成する方法については、管理者通知 セクション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。  

 オンプレミス SharePoint の場合、読み込まれたファームを選択してファーム ツリーを展開しま

す。該当するチェックボックスをオンにして、Web アプリケーションを選択します。 

 SharePoint Online の場合、[個人用登録済みサイト] をクリックして展開し、該当のチェッ

クボックスをオンにして希望の SharePoint サイト グループを選択します。 

[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] を選択すると、要求者に対して範

囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます (必須ではありません)。  

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

10. 方法 – [コピーする] または [移動する] を選択するか、または要求を送信するときにビジネス ユーザ

ーが指定することができます。 

 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

なくなります。 

[移動する] を選択すると、次の設定を構成可能です。 

 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、移動ジョブが完了

すると、DocAve で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、リボン上で [削除] を選択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] を選択すると、移動ジョブの完了後に移動元コンテンツが削除されます。  

このサービスによって作成されたサイト コレクションおよび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 ユーザーが方法を選択できるようにします。次から選択

します。 

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
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ーザーには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なくなります。 

 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] が選択されます。

移動元コンテンツを削除するとき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には、[は

い] を選択します。 

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 コレクションに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 ユーザーがオプションを選択できるようにします。次

から選択します。 

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なくなります。 

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。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションおよび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 ユーザーがアクションを選択できるようにします。次から選択します。 

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

表示されなくなります。 

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. フィルター ポリシー – ドロップダウン メニューから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、Web アプリケー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。 

このサービスによって作成されたサイト コレクション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。次から選択し

ます。 



128  

 
DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

 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

ーザーがアクションを選択することができます。 

 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 – 構成を移行先に移行するかどうかをを選択します。 

 [構成をコピーする] を選択すると、移動ノードのプロパティ、説明、タイトル、設定、機能を移

動先ノードにコピーします。  

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 テーマ、マスター ページな

どの外観を保持するには、[外観を保持する] チェックボックスをオンにします。 

*注意: 移動元ノードはサイト、移動先ノードはトップレベル サイト、またはサイト コレ

クションとして [マージする] を選択する場合のみ、この機能は反映されます。 

 構成を移行先に移行しない場合、[構成をコピーしない] を選択します。次から選択します。 

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。] を選択します。ドロップダウン メニューからこれら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 – 列、コンテンツ 

タイプ、該当アイテムの競合を無視し、移動元および移動先を保持します。 

 列およびコンテンツ タイプを移動先へ上書きする – 移動元ノートを移動

先の列およびコンテンツ タイプに上書きします。 

 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 

タイプを追加の数値サフィックスで移動先にコピーします。(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）を選択する

と、対応するアイテムは移動先にコピーしません。移動先に対応する列またはコンテン

ツ タイプが見つからない場合、ジョブ レポートにアイテムを表示します。 

*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ている場合、移動先ノードに管理されたメ

タデータ列が見つからないと、移動元の管理されたメタデータ列を移動先にコピーまたは移動しません。 

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 コレクション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 ユーザーがオプションを選択できるようにします。次から選択します。 
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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

表示されなくなります。 

15. セキュリティ – [セキュリティをコピーする] チェックボックスをオンにすると、SharePoint アクセス許可レ

ベル、SharePoint オブジェクトの権限継承などのユーザー / グループの権限を移動元ノードから移動

先ノードにコピーします。[権限を持たないユーザー / グループを排除する] チェックボックスをオンにす

ると、移動先の権限を持たないユーザーまたはグループをコピーしません。 

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。次から選択し

ます。 

 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

表示されなくなります。 

16. コンテンツ – [コンテンツをコピーする] チェックボックスをオンにすると、ファイル、アイテムなどのコンテンツ

を移動元ノードから移動先ノードにコピーします。[リストの添付ファイルを含む] チェックボックスをオンに

すると、移動元ノードのリストに添付したコンテンツも移動先ノードにコピーします。 

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。次から選択し

ます。 

 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

表示されなくなります。 

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オンにすると、移動元ノードから選択したコ

ンテンツの既存ワークフローの定義を移動先ノードにコピーします。[ワークフロー インスタンスを含む] 
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を選択すると、移動元ノードから選択したコンテンツの既存ワークフローの状態、履歴、タスクを移動先ノ

ードにコピーします。 

[ワークフロー インスタンスを含む] を選択すると、[完了済みインスタンスを含む] は必須となり、移

動元完了済みインスタンスが移動先へコピーされます。[実行中のインスタンスを含む] を選択して、

実行中のインスタンスを移動元から移動先へコピーすることもできます。 

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。次から選択し

ます。 

 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

表示されなくなります。 

18. Managed Metadata Service 設定 – [Managed Metadata Service をコピーする] を

選択して、関連する Managed Metadata Service を移動元ノードから移動先ノードへコピーしま

す。次のオプションから 1 つ選択します。 

 用語 – 用語、親の用語、使用されている用語が存在する用語セット、グループ名を移動元

から移動先へコピーします。 

 用語セット – 移動元内の使用されている用語が存在する用語セット全体を移動先へコピー

します。(用語セット内の用語が移動元ノードで使用されるかどうかに関係なく動作します) 

 Managed Metadata Service – 移動元ノードに関連する Managed Metadata S

ervice 全体を移動先へコピーします。 

*注意: 移動先の Managed Metadata Services が無効である場合であっても、Mana

ged Metadata Services をコピーすると自動的に有効化されます。 

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。 

 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

表示されなくなります。 
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19. 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。 

20. 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されている場合で

も、アイテム列の NULL 値を保持します。[いいえ] を選択すると、移動先ノードで NULL 値を既定

値に置き換えます。 

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。次から選択し

ます。 

 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

表示されなくなります。 

21. データ圧縮 – コピーする際にデータを圧縮する場合、[圧縮] チェックボックスをオンにします。データ圧

縮を選択する場合、スライドを使用して圧縮率を選択します。高速圧縮を使用すると、データ セットが

大きくなります。高圧縮レートを使用すると、データ セットは小さく高品質となりますが、実行にかかる時

間が長くなります。   

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。次から選択し

ます。 

 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

表示されなくなります。 

22. データ暗号化 – データを暗号化するには、[暗号化] チェックボックスをオンにします。ドロップダウン メニ

ューから既定のセキュリティ プロファイルまたは DocAve で構成したセキュリティ プロファイルを選択して、

指定した暗号化方法によって生成されたセキュリティ キーを使用してバックアップ データを保護します。 

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。次から選択し

ます。 

 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。 
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 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

表示されなくなります。 

23. マッピング – 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 で作成されますが、必

須ではありません。 

 列マッピング – 移動元列を移動先列へマッピングすることができます。移動元の列名は構成

済みの移動先の列名に置き換えられます。値のマッピングを追加することも可能です。列タイプ

は、移動元列と移動先列は同じでも異なっていても同様に処理されます。 

 コンテンツ タイプ マッピング – 移動元コンテンツ タイプを移動先で指定したコンテンツ タイプ

へマッピングするか、設定する条件に従って、コンテンツ タイプ名を別のものに変更することがで

きます。 

 ユーザー マッピング – 既存移動元ノード ユーザー名を、既存移動先ノードのユーザー名また

は既定移動先ユーザー名に置き換えるか、削除済みアカウントのメタデータを保持するため所

持アカウントを追加することができます。 

 ドメイン マッピング – 移動元ドメインを移動先ドメインへマッピングすることができます。移動先

ドメイン名は構成した移動元ドメイン名に置き換えられ、移動元ドメイン内のユーザーは移動

先の同じ名前のユーザーへマッピングされます。 

 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。 

このサービスによって作成されたサイト コレクション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。 

 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

表示されなくなります。 

24. プランを実行する前に環境のバックアップ – コンテンツをコピー / 移動する前に、移動元もしくは移動

先の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、移動元ノードをバックア

ップします。 
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 移動先環境をバックアップする – コピーを実行する前に、移動先ノードをバックアップします。

(コピーを undo することが可能になります) 

*注意: 移動元環境をバックアップする / 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。 

このサービスによって作成されたサイト コレクションおよびサービスに移動元/移動先環境をバックアップす

るか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーがオプションを選択できるようにします。次か

ら選択します。 

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

表示されなくなります。 

25. 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] の3 つのオプションが含まれます。[スキッ

プする] を選択すると、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ができます。[マージする] を選択すると、

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] を選択する場合、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]、[追加する] が含まれます。 

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。 

 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

表示されなくなります。 

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

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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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 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することができます。 メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

 選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックし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。[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の作成ページに戻ります。 

27. 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。 

28. 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] リンクをクリックして、

構成を保存せずに承認プロセス設定 のインターフェイスに移動し、新しい承認プロセスを作成します。 

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。承認プロセスを選択す

ると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選択した承認プロセスによって異なります。担

当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロールを入力します。 

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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。 

29. カスタム アクション – 承認プロセスを変更することができます。実行ファイル、PowerShell スクリプト 

ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム アクショ

ンを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。 

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ …\Agent\bin\Gove

rnanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。 選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ …\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 
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30. 実行スケジュール – [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 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ものを作成します。 

31. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する   

(このセクションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表

示されます。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効に

する] が選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上

書きし、ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを

選択します。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

32. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

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 ユーザーに対するサイト 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。ここではサイト 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またはサイト コレクション設定の変更の編集インターフェイスでは、以下の設定を

構成します。 

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。 

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。 
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3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリック

してこのポリシーのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[新規作成] をクリックして作成します。 

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。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – 前のドロップダウン メニューで選択され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なくなります。 

 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。 

5. サービス権限 – [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] を選択すると、すべての

ユーザーがこのサービスを要求できるようになります。[このサービスを使用するユーザー / グループを選

択する] を選択すると、このサービスにアクセスできるユーザーを指定することができます。ユーザー / グル

ープのユーザー名をテキスト ボックスに入力し、  をクリックして名前が有効であることを確認します。

 をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセスすることができます。 

 [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] を選択すると、サイト コレクション連絡先またはサイト連絡先のみがこの

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

に入力します。  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索

することも可能です。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始された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。
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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、  をクリックして、名前が有効である

かどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発

生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セクション

を構成します。管理者の通知を構成する方法については、管理者通知 セクション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 – サイト コレクション設定を変更する Web アプリケーションを指定します。  

 オンプレミス SharePoint の場合、ファームを選択してファーム ツリーを展開します。該当する

チェックボックスをオンにして、Web アプリケーションを選択します。 

 SharePoint Online の場合、[個人用登録済みサイト] をクリックして展開し、該当のチェッ

クボックスをオンにして希望の SharePoint サイト グループを選択します。 

[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] を選択すると、要求者に対して範

囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます (必須ではありません)。 

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

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オンにして、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

ックボックスをオンにする場合は、[メタデータの追加] をクリックすると、ポップアップ ウィンドウでビジネス 

ユーザーが編集できるサイト コレクションにメタデータを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ときに、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。 

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

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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。 

 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することもできます。メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

  選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックし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。[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の作成ページに戻ります。 

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] リンクをクリックして、

構成を保存せずに、サイト連絡先の変更の承認プロセスのインターフェイスに移動し、新しい承認プロセ

スを作成します。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。承認プロセスを選択すると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選択した
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承認プロセスによって異なります。担当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロールを入

力します。 

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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 – 承認プロセスを変更することができます。 実行ファイル、PowerShell スクリプト 

ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム アクショ

ンを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。    

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ…\Agent\bin\Gover

nanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 

14. 実行スケジュール – [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 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. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する (このセク

ションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表示されま

す。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] が

選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上書きし、

ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを選択し

ます。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウ
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ン リストから [日間] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

16. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。 

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

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 ユーザーに対するサイト 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 メタデータの変更またはサイト メタデータの変更の編集インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

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。 

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 サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリック

してこのポリシーのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[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。次から選択します。 

 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 メニューで選択され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なくなります。 

5. サービス権限 – [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] を選択してすべてのユー

ザーがこのサービスを要求できるようにするか、[このサービスを使用するユーザー / グループを選択す
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る] を選択して、このサービスにアクセスできるユーザーおよびグループを指定します。テキスト ボックスに

ユーザーおよびグループのユーザー名を入力し、  をクリックして名前が有効であることを確認します。

 をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。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。  

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセスすることができます。 

 [サイト コレクション連絡先 / 管理者、またはサイト連絡先 / 管理者のみがこのサービス

要求を送信できるようにする] を選択すると、サイト コレクション連絡先またはサイト連絡先の

みが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、  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索する

ことも可能です。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始した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、  をクリックして、名前が有効である

かどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発

生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セクション

を構成します。管理者の通知を構成する方法については、管理者通知 セクション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、ツリーから範囲を選択します。  

 URL を手動で入力する – [URL を追加する] リンクをクリックして URL のテキスト 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 – ドロップダウン メニューからファームまたは 個人用登録済みサイ

ト を選択します。ファーム ツリーを展開して、該当するチェックボックスをオンにして希望のノード

を選択します。 

必要に応じて、[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] を選択すると、要

求者に対して範囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます。 

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

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。 
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11. メタデータの変更 – [メタデータの追加] をクリックして、ポップアップ ウィンドウでビジネス ユーザーが

編集できるサイトにメタデータを追加します。[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ときに、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 – このサービスの要求を送信する際に、ユーザーが使用できるメタデータを選択します。[メ

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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。 

 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することができます。 メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

  選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックし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。[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の作成ページに戻ります。 

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] リンクをクリックして、

構成を保存せずに、サイト メタデータの変更の承認プロセスのインターフェイスに移動し、新しい承認プ

ロセスを作成します。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。承認プロセスを選択すると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選択した承

認プロセスによって異なります。担当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロールを入力

します。 

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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 – 承認プロセスを変更することができます。実行ファイル、PowerShell スクリプト 

ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム アクショ

ンを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。    

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ…\Agent\bin\Gover

nanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。 選択した
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範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 

15. 実行スケジュール – [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 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. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する (このセク

ションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表示されま

す。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] が

選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上書きし、

ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを選択し

ます。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

17. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

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 ユーザーに対するライブラリおよびリスト設定の変

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 ユーザーが使用可能

することのできるライブラリ / リスト設定を選択できます。ライブラリ / 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。 

ライブラリおよびリスト設定の変更またはライブラリおよびリスト設定の変更の編集インターフェイスでは、以下の設

定を構成します。 
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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。 

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 サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリック

してこのポリシーのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[新規作成] をクリックして作成します。 

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。 

 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なくなります。 

 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。 

5. サービス権限 – [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] を選択すると、すべてのユ

ーザーがこのサービスを要求できるようになります。[このサービスを使用するユーザー / グループを選

択する] を選択すると、このサービスにアクセスできるユーザーを指定することができます。ユーザー / グル

ープのユーザー名をテキスト ボックスに入力し、  をクリックして名前が有効であることを確認します。

 をクリックして、ユーザーを検索することも可能です 。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセス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、  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索する

ことも可能です 。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati
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on では、承認プロセスが開始した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、  をクリックして、名前が有効である

かどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発

生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セクション

を構成します。管理者の通知を構成する方法については、管理者通知 セクション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、ツリーから範囲を選択します。 

 URL を手動で入力する – [URL を追加する] リンクをクリックして URL のテキスト 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 – ドロップダウン メニューからファームまたは 個人用登録済みサイ

ト を選択します。ファーム ツリーを展開して、該当するチェックボックスをオンにして希望のノード

を選択します。 

[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] を選択すると、要求者に対して範

囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます (必須ではありません)。 

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

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オンにする場合、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 – このサービスの要求を送信する際に、ユーザーが使用できるメタデータを選択します。[メ

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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。 

 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することもできます。メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

  選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックし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。[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の作成ページに戻ります。 

12. 承認プロセス – ドロップダウン メニューからライブラリおよびリスト設定の変更の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ライブラリおよびリスト設定の変更の承認プロセスを作成します。こ

れを選択した場合、構成を保存せずに、ライブラリおよびリスト設定の変更の承認プロセス インターフェ

イスに移動します。承認プロセスを選択すると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選

択した承認プロセスによって異なります。担当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロー

ルを入力します。 
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[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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 – 承認プロセスを変更することができます。実行ファイル、PowerShell スクリプト 

ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム アクショ

ンを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。  

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行ファイル名を入力します。   

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ …\Agent\bin\Gove

rnanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。 選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ …\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 

14. 実行スケジュール – [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 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ものを作成します。 

15. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する (このセク

ションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表示されま

す。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] が

選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上書きし、

ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを選択し

ます。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 
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16. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

で、このサービスの要求をユーザーが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、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

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。ここでは、権限を付与する指定のサイトおよびライブラリのユーザーを指定することができます。  

権限の付与サービスまたは権限の付与サービスの編集インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

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。 

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 サービスを体系化します。

[1 つを選択] 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、または、[新規作成] をクリック

してこのサービスのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[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。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – 前のドロップダウン メニューで選択され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なくなります。 

 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。 

5. サービス権限 – [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] を選択すると、すべての

ユーザーがこのサービスを要求できるようになります。[このサービスを使用するユーザー / グループを選

択する] を選択すると、このサービスにアクセスできるユーザーおよびグループを指定することができます。

テキスト ボックスにユーザーおよびグループのユーザー名を入力し、  をクリックして名前が有効であるこ
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とを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です 。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォーム権限の上書きを許可する] を選択すると、

ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービス

にアクセス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、  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索する

ことも可能です 。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始した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、  をクリックして、名前が有効である

かどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発

生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セクション

を構成します。管理者の通知を構成する方法については、管理者通知 セクション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 – このサービスを有効にする Web アプリケーションを選択します。  

 オンプレミス SharePoint の場合、読み込まれたファームを選択してファーム ツリーを展開しま

す。該当するチェックボックスをオンにして、Web アプリケーションを選択します。 

 SharePoint Online の場合、[個人用登録済みサイト] をクリックして展開し、該当のチェッ

クボックスをオンにして希望の SharePoint サイト グループを選択します。 

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。次から選択します。 

 ドメイン グループの権限割り当てのみを許可する – このオプションをオンにすると、ビジネス 

ユーザーは権限のクローン元としてドメイン グループのみを選択できます。  

 ユーザー / グループへの権限割り当てを許可する – このオプションをオンにすると、ビジネス 

ユーザーは権限のクローン元としてユーザーおよびグループを選択することができます。  

o 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。 
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o ピアおよび直接 / 間接レポートを許可する – 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

ザーをクローン元ユーザーとして選択することができます。 

o 直接 / 間接レポートを許可する – このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは

要求者に管理されている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。  

o 要求者を既定ユーザーとして設定する – このオプションを選択すると、権限の付与

要求を開始するときに、要求者を既定ユーザーとして追加することができます。 

11. 権限の期間 – 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。 

 永久権限 – 選択したユーザー / グループに永久権限を付与します。 

 一時権限 – 選択したユーザー / グループに一時権限を付与します。 

このサービスによって権限の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 ユーザーが権限の持続期間の選択を許可するかを選択します。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで構成された権限の期間オプションは、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 ユーザーに、権限の期間オプションを構成

することを許可します。 

[一時権限] を選択する場合、[一時権限の設定] を構成する必要があります。 

 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] を選択します。 

 権限の有効期間は次の日数を超えることはできません – 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。 

 権限が付与されたユーザーに対し、権限の有効期限について通知する – チェックボック

スをオンにして通知を送付する期間を定義します。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。承認者への通知用 メール テンプレート 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 (このオプションは、権限の期間 で、[永久権

限] を選択した場合のみ有効です。) – ユーザーをグループへ追加して、グループ権限を指定

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。次から選択します。 
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 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。 

[要求者が持つ所有権より高レベルの権限を他のユーザーに対して付与できない] チェックボックスを

オンにすると、要求者が持つ所有権より高レベルの権限を他のユーザーに対して付与することができなく

なります。  

 

13. メールの送信 – 新しい権限を通知することをユーザーにメールで送信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オンにして、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します。  

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。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – ここで構成され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。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

れなくなります。 

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

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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。 

 該当のチェックボックスをクリックして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することができます。 メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

  選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックし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。[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の作成ページに戻ります。 

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] リンクをクリックして、

構成を保存せずに、権限付与の作成の承認プロセスのインターフェイスに移動し、新しい承認プロセス

を作成します。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。承認プロセ
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スを選択すると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選択した承認プロセスによって異

なります。担当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロールを入力します。 

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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 – 承認プロセスを変更することができます。実行ファイル、PowerShell スクリプト 

ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム アクショ

ンを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。    

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  

*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ…\Agent\bin\Gover

nanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。 選択した

範囲が SharePoint Online 標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に

存在することを確認してください。 

18. 実行スケジュール – [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 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ものを作成します。 

19. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する (このセク

ションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表示されま

す。) – 実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] が

選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上書きし、

ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを選択し

ます。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウ
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ン リストから [日間] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

20. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

権限の除去サービスの構成 

権限の除去サービスを構成すると、ビジネス ユーザーの権限の除去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。ここでは、該当サイト コレクションで権限を除去するユーザーを指定できます。  

権限の除去サービスまたは権限の除去サービスの編集のインターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

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。 

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 サービスを体系化します。

リンクをクリックして、構成を保存せずに、権限付与の作成の承認プロセスのインターフェイスに移動し、

新しい承認プロセスを作成します。  

4. 部署 – サービスを体系化し、基本的な Governance Automation のレポート情報を提供し、組

織内での SharePoint の利用状況を把握できるようにします。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、または、[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。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる – 前のドロップダウン メニューで選択され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なくなります。 

 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。 

5. サービス権限 – [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] を選択すると、すべての

ユーザーがこのサービスを要求できるようになります。[このサービスを使用するユーザー / グループを選
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択する] を選択すると、このサービスにアクセスできるユーザーを指定することができます。テキスト ボック

スにユーザーおよびグループのユーザー名を入力し、  をクリックして名前が有効であることを確認しま

す。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です 。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。 

 [ユーザーは対応フォーム経由でこのサービスにアクセスする] を選択すると、ユーザーは対応

フォームに回答した後、このサービスを要求することができます。 

 [このサービスにアクセスするために、対応フォームの権限の上書きを許可する] を選択する

と、ユーザーに対応フォーム権限はあるがサービス権限がない場合、対応フォーム経由でサービ

スにアクセス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、  をクリックして名前が有効であることを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索する

ことも可能です 。 

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 の管理者である必要があります。Governance Automati

on では、承認プロセスが開始した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、  をクリックして、名前が有効である

かどうかを確認します。  をクリックして、ユーザーを検索することも可能です。このサービスでエラーが発

生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信するには、[設定] の [管理者通知] セクション

を構成します。管理者の通知を構成する方法については、管理者通知 セクション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 – サービスを有効にする Web アプリケーションを選択します。 

 オンプレミス SharePoint の場合、読み込まれたファームを選択してファーム ツリーを展開しま

す。該当するチェックボックスをオンにして、Web アプリケーションを選択します。 

 SharePoint Online の場合、[個人用登録済みサイト] をクリックして展開し、該当のチェッ

クボックスをオンにして希望の SharePoint サイト グループを選択します。 

[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] を選択すると、要求者に対して範

囲ツリーで権限を持っているノードを表示することができます (必須ではありません)。 

*注意: このオプションを選択すると、ツリーの読み込み時間が長くなる場合があります。 

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. ユーザーの選択 – 権限を削除するユーザーを指定します。次から選択します。 

 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。  
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 ピアおよび直接 / 間接レポートを許可する – 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クローン元ユ

ーザーとして選択することができます。  

 直接 / 間接レポートを許可する – このオプションを選択すると、ビジネス ユーザーは要求者

に管理されている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。  

*注意: ユーザー プロファイル サービスを DocAve Governance Automation で構成するか、また

は外部ロール ソース サービスをユーザーが構成する必要があります。 

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

タデータの追加] ハイパーリンクをクリックすると、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。 

 該当するチェックボックスをオンにして、希望のメタデータを選択します。ここに表示されるメタデー

タは、メタデータのインターフェイスで構成されます。リボン上で [作成] をクリックすると、メタデー

タの作成のインターフェイスに移動して新しいメタデータを作成することができます。 メタデータの

構成については、メタデータの構成 セクションを参照してください。 

  選択したメタデータの詳細情報を表示するには、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。 

 [OK] をクリックし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。[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の作成ページに戻ります。 

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] リンクをクリックして、

構成を保存せずに、権限除去の作成の承認プロセスのインターフェイスに移動し、新しい承認プロセス

を作成します。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。承認プロセスを選択すると、承認ステージ セクションが表示されます。セクションは選択した承

認プロセスによって異なります。担当者 のテキスト ボックスに承認者となるユーザーまたはロールを入力

します。 

[すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] チェックボックスをオンにすると、サービス要求

を表示する際、すべての承認者に対してサービス要求を編集できるようにします (必須ではありません)。

[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 – 承認プロセスを変更することができます。実行可能ファイル、PowerShell スクリ

プト ファイル、アセンブリを使用して要求の [承認前]、[承認後]、[実行後] など、希望のカスタム ア

クションを選択します。該当のチェックボックスを選択して、必要な情報を入力します。  

 実行可能ファイル (.exe) – テキスト ボックスに実行ファイル名を入力します。  

 PowerShell スクリプト ファイル (.ps1) – テキスト ボックスに PowerShell スクリプト フ

ァイル名を入力します。  

 アセンブリ (.dll) – 対応するテキスト ボックスに [アセンブリ名]、[Namespace.class]、

[方法] を入力します。  
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*注意: 選択した範囲がオンプレミスの SharePoint 上に存在する場合、実行可能ファイルおよ

び PowerShell スクリプト ファイルが DocAve エージェント ディレクトリ…\Agent\bin\Gover

nanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation ディレクトリ

…\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に存在することを確認してください。 選択した

範囲が SharePoint Online標準インスタンスまたは SharePoint Online 専用インスタンス上

に存在する場合、実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイルおよびアセンブリ ファイルが 

Governance Automation ディレクトリ …\AvePoint\GovernanceAutomation\binに

存在することを確認してください。 

15. 実行スケジュール – [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 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. スケジュールの日付 – [要求者が要求実行日時を指定できるようにする] を選択して、ビジネス ユ

ーザーがこのサービスのサービス要求を実行するスケジュールを構成することができます。 

 ビジネス ユーザーが IT 管理者の実行スケジュールを上書きすることを許可する (このセク

ションは、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] を選択した場合のみ表示されま

す。) –実行スケジュール セクションで、[サービス要求の実行スケジュールを有効にする] が

選択されている場合、ビジネス ユーザーに対して IT 管理者の実行スケジュールを上書きし、

ビジネス ユーザー所有の要求実行スケジュール時間を定義できるようにするかどうかを選択し

ます。 

 次の時間の前にスケジュール要求を承認者に通知する – 指定した時間の前に、あらかじめ

スケジュール要求を承認者に通知するかどうかを選択します。[次の時間の前にスケジュール

要求を承認者に通知する] を選択したら、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] または [週間] を選択します。承認者への通知用 メール テンプレート 

を選択します。 

17. サービスの構成設定が終了したら、次のオプションから 1 つを選択します。 

 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レビューし、変更します。  

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。  

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

操作により、このサービスの要求をユーザーが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、サービスの作成のインターフェイスに戻ります。 
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モニターとレポート 

モニターとレポートを使用することにより、管理者はユーザーによって作成されたすべての要求やタスク、ユーザーに

割り当てられたすべての要求とタスクを管理し、Governance Automation のプロセスをレビューし、Govern

ance Automation で作成されたサイトおよびサイト コレクションの状態を測定することができます。 

モニターとレポート にアクセスするには、[モニターとレポート] を管理者のランディング ページでクリックしてください。 

モニター 

モニターでは、すべての要求とタスクに関する設定と詳細情報を管理することができます。 

すべての要求 

すべての要求機能では、ユーザーによって実行されたサービス要求のすべてを中央で管理するため、単一のイン

ターフェイスですべての要求を把握できます。  

すべての要求 にアクセスするには、モニターとレポートページで [すべての要求] をクリックします。[戻る] をクリッ

クすると、すべての要求のインターフェイスを閉じます。  

ページ毎に表示する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。要求を並べ替えるには [サ

ービス要求]、[要求者]、[カテゴリー]、[サービス タイプ]、[サービス]、[最終更新日時]、[担当者] などの

列見出しに表示された  をクリックして、[昇順] または [降順] を選択します。 

以下の方法で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  - キーワードで指定したサービス要求をフィルターします。サービス要求、サービスおよび担当者の

列では、必要なサービス要求を検索して、現在のページに表示される列のコンテンツのみを検索すること

ができます。 

  – 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。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 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。フィルターする列の  をクリックして、ア

イテム名の隣にあるチェックボックスを選択してアイテムをリストに表示します。 

すべての要求画面では、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] をクリックすると、要求をキャンセルします。 
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 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 

すべてのタスク機能では、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。  

すべてのタスク機能にアクセスするには、モニターとレポート ページで [すべてのタスク] をクリックします。終了する

には [戻る] をクリックします。 

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。タスクを並べ替えるには、[タ

イトル]、[カテゴリー]、[サービス]、[要求者]、[担当者]、[最終更新日時] などの列見出しに表示された 

 をクリックして、[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ができます。 

 検索 – キーワードでタスクをフィルターします。要求者および担当者の列では、必要なタスクを検索して、

現在のページに表示される列のコンテンツのみを検索することができます。 

  – 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。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターする列に表示された  をクリックして、ア

イテム名の隣にあるチェックボックスを選択してアイテムをリストに表示します。 

サイト コレクションの作成、アーカイブ、削除、延長、および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 コレクションの延長サービスから、タスクに対して以下の操作を実行することができます。 

 タスクの表示 – 詳細情報を表示するには、タスク タイトルをクリックします。詳細の表示ページでは、

次の操作が可能です。 

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 ([すべての承認者により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 インターフェイスでこの要求のすべての設定を編集します。 
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o 要求履歴の表示 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可

する] を選択する場合にのみ、このボタンは承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイス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、リボン上で [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 インターフェイスに戻ります。 

 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 インターフェイスに戻ります。  

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から、タスクに対して以下の操作を実行することができます。  

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、詳細の表示 ページに詳細情報が表示されます。 

 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のインターフェイスに戻ります。 

 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 ウィンドウでは、以下のオプションを構成してください。 

o 規則契約  – ラジオ ボタンで [はい] または [いいえ] を選択することで、規則および使用条

件に同意するかどうかを選択します。[いいえ] を選択する場合、[この要求を送信するには、

規約および使用条件に同意する必要があります。] メッセージがポップアップ表示されます。 

o サイト コレクションのリースを延長する – 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] を選択して、サイト コレクションのリース期間を延長する時

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

タスクのインターフェイスに戻ります。 

 アーカイブ – タスクを選択して、リボン上で [アーカイブ] をクリックし、サイト コレクション全体のアーカ

イブ 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のインターフェイスに戻ります。 

 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

クを実行せずに個人用タスクのインターフェイスに戻ります。 

 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のインターフェイスに戻ります。 
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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から、タスクに対して以下のアクションを実行することができます。 

 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 ページには、

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 ([すべての承認者により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 インターフェイス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 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可

する] を選択する場合にのみ、このボタンは承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイス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、リボン上で [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、すべてのタスク インターフェイスに戻ります。 

 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、すべてのタスク インターフェイスに戻ります。 

ユーザー権限およびアーカイブ タスク 

ユーザー権限のクローン / 転送、権限の付与、権限の削除、手動でサービスのアーカイブから、タスクに対して以

下の操作を実行することができます。   

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、情報が表示されます。詳細の表示 ページには、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 ([すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] を選択する場合の

み、このボタンは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 インターフェイス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 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可

する] を選択する場合にのみ、このボタンは承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイスでこの要求のバージョンを表示します。 
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o このタスクの詳細レポートをレビューするには、リボン上で [レポートのレビュー] をクリックして、

[画面に表示] または [レポートのダウンロード] 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。 

 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。 

 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、すべてのタスク インターフェイスに戻ります。 

 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] を完了すると、すべてのタスク インターフェイスに戻ります。 

アクションの変更、コンテンツ移動、および作成のタスク 

サイト コレクションの連絡先もしくは管理者の変更、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、個人用サイトの作成、ライブラリ / リストの作成、ライブラリ / リスト設定の

変更サービスから、タスクに対して以下の操作を実行することができます。 

 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 ページには、

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 ([すべての承認者により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 インターフェイス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 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可

する] を選択する場合にのみ、このボタンは承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイスでこの要求のバージョンを表示します。 

 承認 – 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 インターフェイスに戻ります。 

 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 インターフェイスに戻ります。 



160  

 
DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

権限洗い替えタスク 

権限の洗い替えがサイト コレクションで有効になっている状態で、サイト コレクション ポリシーが Governance 

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 で権限の変更を実行すると、変更が SharePoint に反映されます。 

権限再証明タスクに対しては、以下のアクションを実行することができます。 

 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 ページには、

次のオプションが表示されます。 

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 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] を選択します。

権限の編集 インターフェイスでは、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、  をクリックして [ユーザー権限の削除] を選

択します。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] を選択します。

権限の編集 インターフェイスでは、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、  をクリックして [グループ権限の削除] を選

択します。操作確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。OK をクリックするとグループの権

限が削除され、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 – グループを拡張し、1 人以上のグループ ユーザーを選択します。リボン上

で [ユーザーの削除] 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。[O

K] をクリックすると、選択したユーザーを削除します。 

o グループからユーザーの削除 – グループを展開し、1 人以上のグループ ユーザーを選択しま

す。  をクリックし、グループからユーザーを削除 を選択します。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 – グループを展開し、1 人以上のグループ ユーザーを選択します。  をク

リックして グループの変更 を選択します。  

グループの変更 インターフェイスで、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
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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。 

o 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。 

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックしてタスクを却下し、すべての構成をキャンセルします。 

 送信 – タスクを選択し、[送信] 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 インターフェイスに戻ります。 

 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 インターフェイスに戻ります。 

エラー タスク 

管理者に割り当てられたエラー タスクで、次のアクションを実行できます。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、情報が表示されます。詳細の表示ページでは、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実行します。[スキップする] をクリックする

と、失敗したセクションを無視してワークフローを実行します。 

 リトライする – 失敗したセクションが含まれるタスクに対して、タスク タイトルの前に表示された  をクリ

ックしてこのタスクを選択し、リボン上で [リトライする] をクリックして失敗したセクションを再実行します。 

 スキップする – 失敗したセクションが含まれるタスクに対して、テスク タイトルの前に表示された  をクリ

ックしてこのタスクを選択し、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無視してワ

ークフローを実行します。 

監査レポート 

監査レポートには、管理者、サービス要求、承認プロセスのアクティブ化に関する情報が表示されます。 

 ユーザー アクティビティ レポート – Governance Automation ユーザー (ユーザーおよびビジネス 

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。  
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 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。  

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 レポートにアクセスするには、モニターとレポート ページで [ユーザー アクティビティ レポー

ト] をクリックします。[戻る] をクリックすると、ユーザー アクティビティ レポートのインターフェイスを閉じます。  

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 [オブジェクト]、[オブジェクト タイプ]、[アクション] などの列見出しの 

 をクリックして、[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。ユーザー名 および インスタン

ス名 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。 

  – 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選択することができます。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 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  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 

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] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで [ローカル パスへエクスポート]、または [エ

クスポート先へエクスポート] を選択します。 

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を

選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 イ

ンターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。  
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c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として [CSV] または [X

LS] のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを作成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、前のインターフェイスに戻ります。  

ユーザー アクティビティ レポートのエクスポート 

現在表示されているレポートをエクスポートするには、リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の 

[レポート エクスポート先] および [レポート形式] を選択します。 

サービス要求レポート 

サービス要求レポートにアクセスするには、モニターとレポート ページで [サービス要求レポート] をクリックします。

[戻る] をクリックすると、サービス要求レポートのインターフェイスを閉じます。  

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 [サービス タイプ]、[カテゴリー]、[部署]、[状態]、[担当者] などの

列見出しに表示された  をクリックして、[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。サービス名、サービス要求名、

要求および担当者列では、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。 

  – 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選択することができます。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 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  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 

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]、[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] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  
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a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで [ローカル パスへエクスポート]、または [エ

クスポート先へエクスポート] を選択します。 

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を

選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 イ

ンターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。  

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として [CSV] または [X

LS] のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを作成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、前のインターフェイスに戻ります。  

サービス要求レポートのエクスポート 

現在表示されているレポートをエクスポートするには、リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックして、[レポ

ート エクスポート先] および [レポート形式] を選択します。 

承認プロセス レポート 

承認プロセス レポートにアクセスするには、モニターとレポート ページで [承認プロセス レポート] をクリックします。

[戻る] をクリックすると、承認プロセス レポートのインターフェイスを閉じます。  

承認プロセス レポートの管理 

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、[サービス タイプ]、[状態]、[部署] などの列見出しに表示された  をクリックして、[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。サービス要求名 および ユーザ

ー 列では、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。 

  – 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選択することができます。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 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  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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承認プロセス レポートのフィルター 

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] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで [ローカル パスへエクスポート]、または [エ

クスポート先へエクスポート] を選択します。  

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を

選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 イ

ンターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。  

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として [CSV] または [X

LS] のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを作成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、前のインターフェイスに戻ります。  

承認プロセス レポートのエクスポート 

現在の表示されるレポートをエクスポートするには、リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の [レ

ポート エクスポート先] および [レポート形式] を選択します。 

管理者レポート 

管理レポートには、Governance Automation 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

情報が表示されます。 

 サイト コレクション レポート - Governance Automation で作成されたサイト コレクションと、その

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 

コレクション管理者、代理のサイト コレクション管理者、サイト コレクション連絡先、代理のサイト コレク

ション連絡先など) の詳細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 で作成されたすべてのサイトと、その関連情報 (サイ

ト URL、部署、タイトル、サイト テンプレート、サイト連絡先、代理のサイト連絡先など) 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。  



166  

 
DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

サイト コレクション レポート 

サイト コレクション レポートにアクセスするには、モニターとレポート ページで [サイト コレクション レポート] をクリッ

クします。[戻る] をクリックすると、サイト コレクション レポート インターフェイスを閉じます。  

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 [部署]、[ポリシー]、[サイト コレクション テンプレート]、[GA_Publ

ished]、[クォータ サイズ (GB)]、[サイト コレクション サイズ (GB)]、[ストレージ マネージャーに使用す

る階層ストレージ (GB)]、[状態]、[サイトの深さの最大値] などの列見出しに表示された  をクリックして、

[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。[URL]、[タイトル]、[説明]、

[サイト コレクション管理者]、[代理のサイト コレクション管理者]、[サイト コレクション連絡先]、

[代理のサイト コレクション連絡先]、[メタデータ列] では、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。 

  – 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選択することができます。既定では、

[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

管理者]、[サイト コレクション連絡先]、[代理のサイト コレクション連絡先]、[GA_Published]、

[コンテンツ データベース名]、[クォータ テンプレート]、[クォータ サイズ (GB)]、[サイト コレクショ

ン サイズ (GB)]、[ストレージ マネージャーに使用する階層ストレージ (GB]、[アクセス閾値の有

効期限]、[リース期間の有効期限]、[状態]、[サイトの深さの最大値制限]、[展開マネージャー 

プラン] が表示されます。  をクリックして列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリ

ストに表示させることができます。 

  – 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  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 コレクション レポートのフィルター 

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

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。[アク

セス閾値の有効期限] 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] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  
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a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで [ローカル パスへエクスポート]、または [エ

クスポート先へエクスポート] を選択します。 

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を

選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 イ

ンターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。  

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として [CSV] または [X

LS] のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックして、レポートを生成するか、またはポップアップ ウィン

ドウを閉じて、前のインターフェイスに戻ります。 

サイト コレクション レポートのエクスポート 

現在表示されているレポートをエクスポートするには、リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レ

ポート エクスポート先 および レポート形式 を選択します。 

サイト レポート 

サイト レポートにアクセスするには、モニターとレポートのページで [サイト レポート] をクリックします。 [戻る] を

クリックすると、サイト レポート のインターフェイスを閉じます。  

サイト 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 [部署]、[サイト テンプレート]、[サイト連絡先]、[代理のサイト連絡

先] などの列見出しに表示された  をクリックして、[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。URL およびタイトル列では希

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。 

  – 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選択することができます。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 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  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 レポートのエクスポート 

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 コレクション連絡先] に対してフィルターを設定することができます。  
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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] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで [ローカル パスへエクスポート]、または [エ

クスポート先へエクスポート] を選択します。 

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を

選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 イ

ンターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。  

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として [CSV] または [X

LS] のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 

サイト レポートのエクスポート 

現在表示されているレポートをエクスポートするには、リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックします。 
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要求とタスク 

SharePoint 管理者は、組織のルールと規定を遵守する SharePoint 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 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 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。 

要求 

要求の開始 

要求できるサービスおよび対応フォーム (構成済みであり、かつアクティブ化されている場合) はサービス カタログ

に表示されます。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。対応フォームを

選択する場合、まず対応フォームに回答を入力する必要があります。  

*注意: ユーザーが URL を入力する必要のあるサービス要求は、常にサービス カタログに表示されます。入力

する URL に関連する設定によって、要求が完了する場合としない場合があります。  

要求の開始 インターフェイスにアクセスするには、管理者のランディング ページで [要求の開始] をクリックします。

サービス要求および対応フォームを検索するには、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、また

は対応フォーム名のキーワードを入力します。リボン上で 言語 をクリックすると、言語によってサービス要求もしく

は対応フォーム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オンにすると、これらの言

語のサービスまたは対応フォームが表示されます。 

要求の開始 インターフェイスで、サービス名をクリックしてサービスを選択します。対応フォームを選択する場合は、

質問に答え、[送信] をクリックして対応フォームを送信します。利用可能なサービスが、送信した回答に応じて

表示されます。サービス要求に示された必要な情報を入力します。構成の編集後、[保存] をクリックして設定

を保存するか、[保存して送信] をクリックして要求を承認者に送信するか、または、[キャンセル] をクリックして

構成を保存せずに 要求の開始 インターフェイスに戻ります。 
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Nintex ワークフローを経由したサイト コレクションの作成サービス要求の送信 

Governance Automation は Nintex ワークフローと統合し、Nintex ワークフローの開始により、サイト コレ

クションの作成 サービス要求の送信を行うことができます。Nintex ワークフローとの統合には、GAPlusApi.n

wf および GAPlusApiListTemplate.stp の 2 つのファイルが必要となります。これらのファイルの取得を

希望する場合は、弊社技術サポートまで連絡してください。ファイルの取得後、以下の手順を完了してください。 

GAPlusApiListTemplate.stp リスト テンプレートのアップロード 

1. Nintex ワークフローを適用するサイトで、リボン上で [サイトのアクション] をクリックして、サイト設定 

を選択します。 

2. ギャラリー セクションで、[リスト テンプレート] をクリックします。 

3. リボン上で [ドキュメント] をクリックし、[ドキュメントのアップロード] をクリックします。 

4. [参照…] をクリックして、GAPlusApiListTemplate.stp ファイルを選択します。 

5. [ＯＫ] をクリックして、リスト テンプレートをアップロードします。 

6. リスト テンプレート ギャラリー ウィンドウに、希望の 名前、タイトル、説明 を入力します。 

7. [保存] をクリックして構成を保存します。 

8. このサイトで、アップロードされたリスト テンプレートを使用し、新しいリストを作成します。 

GAPlusApi.nwf ワークフローの発行 

1. GAPlusApiListTemplate.stp リスト テンプレートを使用して作成されたリストで、リボン上で [リ

スト] をクリックします。 

2. リボン上で [ワークフロー設定] をクリックして、Nintex ワークフローでワークフローの作成 を選択します。 

3. ワークフロー テンプレートを選択して、[作成] をクリックします。 

4. リボン上で [インポート] をクリックします。[ワークフロー のインポート] ウィンドウが表示されます。 

5. [参照...] をクリックして、GAPlusApi.nwf ファイルを選択します。 

6. リボン上で [インポート] をクリックします。 

7. リボン上で [発行] をクリックして、ワークフローを保存、発行します。 

8. タイトルと説明のセット ウィンドウで、該当するテキスト ボックスにタイトル、説明、コメントの変更を入

力します。 

9. リボン上で [保存] を選択して構成を保存しウィンドウを閉じるか、リボン上で [閉じる] を選択して、ワ

ークフロー デザイナを終了し、リストへ戻ります。  
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サイト コレクションの作成サービス要求の送信 

1. リストで、[新規アイテムの追加] を選択します。次の列の値を指定します。 

 タイトル – アイテムのタイトルです。 

 要求サイト タイトル – サイト コレクションの作成サービス要求を使用して作成するサイト コレ

クションのタイトルです。 

 要求タイトル – 作成するサイト コレクションの作成サービス要求のタイトルです。 

 要求サイト URL – サイト コレクションの作成サービス要求を使用して作成するサイト コレク

ションの URL です。 

 構成ホスト – Governance Automation がインストールされるサーバーの IP アドレスです。 

 構成ポート – Governance Automation にアクセスするポート番号です。 

 構成ユーザー名 – Governance Automation にログインするアカウントです。 

 構成パスワード – Governance Automation にログインするアカウントのパスワードです。 

2. リボン上で [保存] を選択してアイテムを保存します。 

3. このアイテムを選択して、リボン上で [ワークフロー] をクリックします。 

4. 保存して発行したワークフローをクリックします。 

5. [開始] をクリックしてワークフローを開始します。サイト コレクションの作成サービス要求が送信されます。 

個人用要求 

個人用要求画面には、以前に作成した Governance Automation の要求がすべて表示されます。これら

の要求には、送信済み要求と保存済み要求が含まれます。  

要求を管理するには、管理者のランディング ページで [個人用要求の表示] をクリックします。ランディング ペー

ジから個人用要求画面にアクセスする際、対象が現在のページに表示されていない場合、矢印アイコンをクリッ

クすると、ページを切り替えることができます。 

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済みの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。送信済み要求を並べ
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替えるには [サービス要求]、[カテゴリー]、[サービス]、[最終更新日時]、[担当者] などの列見出しに表示

された  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、サービスおよび担当者の

列では、必要なサービス要求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。 

  – 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。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 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オンにすると、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。 

 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、

すべての要求のインターフェイスへ戻ります。  

 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。 サービス要求名の前の  を選択して、送信済み要求を選択します。 リボンの [コピー] をクリッ

クして変更します。  

変更が終了したら、次のオプションから 1 つ選択します。 

o [保存] をクリックして、新しいサービス要求として保存します。 

o [保存して送信] をクリックして、要求を承認者に送信します。 

o [キャンセル] をクリックして、構成を保存せずに要求の開始のインターフェイスに戻ります。 

 要求の取り消し - 取り消す送信済み要求を選択して、リボン上で [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。保

存済み要求を並べ替えるには、[サービス要求]、[カテゴリー]、[サービス]、[最終更新日時] などの列見出

しに表示された  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、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 – キーワードで指定したサービス要求をフィルターします。サービス要求とサービスの列では、必要

なサービス要求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。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 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オンにすると、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  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、[保存] をクリックして設定を保存するか、

[保存して送信] をクリックして要求を承認者に送信するか、または、[キャンセル] をクリックして構成を

保存せずに、要求の開始 インターフェイスに戻ります。 

 削除 - サービス要求名の前に表示された  をクリックして要求を選択し、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たら、[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ポリシー管理 インターフェ

イスに戻ります。  

 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。サービス要求名の前に表示された  をクリックして送信済み要求を選択し、リボンの [コピ

ー] をクリックして変更します。  

変更が終了したら、  

o [保存] をクリックすると、設定を保存します。 

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、構成を保存せずに要求の開始のインターフェイスに戻ります。 

タスク 

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。  

タスクを表示および実行するには、管理者のランディング ページで [個人用タスクの表示] をクリックします。 

個人用タスク 

個人用タスクには、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。タスクを並べ替えるには [タイトル]、[要求
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者]、[サービス]、[カテゴリー]、[サービス タイプ]、[最終更新日時] などの列見出しに表示された  をクリ

ックして、[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 – キーワードで指定したメタデータをフィルターします。タイトル列および要求列では、希望のタスク

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。 

  – 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。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 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オンにすると、選択したアイテムがリストに表示されます。 

サイト コレクションの作成、アーカイブ、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 コレクションの拡張サービスから、タスクに対して以下の操作を実行することができます。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、情報が表示されます。詳細の表示 ページには、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 ([すべての承認者により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 インターフェイス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 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可

する] を選択する場合にのみ、このボタンは承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイス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 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 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] をクリックしてタスクを完了するか、 [キャンセル] をク

リックしてタスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

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から、タスクに対して以下の操作を実行することができます。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、詳細の表示 ページに詳細情報が表示されます。 
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 アクセス続行 – 該当するサイト コレクションをまだ使用中で、そのサイト コレクションへのユーザー アク

セスを引き続き認めてもらうように要求したい場合は、タスクを選択し、リボン上で [アクセス続行] をク

リックします。ポップアップ ウィンドウで [OK] をクリックして要求の送信を確認するか、または、[キャンセ

ル] をクリックしてタスクを実行せずに個人用タスクのインターフェイスに戻ります。 

 延長 – タスクを選択し、リボン上で [延長] をクリックして、このタスクでサイト 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、以下のオプションを構成してください。 

o 規則契約 – [はい] または [いいえ] を選択することで、規約および使用条件に同意するか

どうかを選択します。 [いいえ] を選択する場合、[この要求を送信するには、規約および使

用条件に同意する必要があります。] メッセージがポップアップ表示されます。 

o サイト コレクションのリースを延長する – 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] を選択して、サイト コレクションのリース期間を延

長する時間を構成します。[OK] をクリックすると操作を完了します。 [キャンセル] をクリック

すると、タスクを実行せずに個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 アーカイブ – タスクを選択して、リボン上で [アーカイブ] をクリックし、サイト全体のアーカイブ タスクを

実行します。ポップアップ ウィンドウで [OK] をクリックして要求の送信を確認するか、または、[キャンセ

ル] をクリックしてタスクを実行せずに個人用タスクのインターフェイスに戻ります。 

 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 コレクションを削除します。ポップアップ 

ウィンドウで [OK] をクリックして要求の送信を確認するか、[キャンセル] をクリックしてタスクを実行せ

ずに個人用タスクのインターフェイスに戻ります。 

 ポリシーの変更 – タスクを選択して、リボン上の [ポリシーの変更] をクリックし、サイト コレクションに

関連するポリシーを変更します。ポップアップ ウィンドウで [OK] をクリックして要求の送信を確認するか、

[キャンセル] をクリックしてタスクを実行せずに個人用タスクのインターフェイスに戻ります。 

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から、タスクに対して以下のアクションを実行することができます。 

 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 ページには、

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 ([すべての承認者により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 インターフェイス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 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可

する] を選択する場合にのみ、このボタンは承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイスでこの要求のバージョンを表示します。 
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 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 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 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。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個人用タスクのインターフェイスに戻ります。 

ユーザー権限および手動アーカイブ タスク 

ユーザー権限のクローン / 転送、権限の付与、権限の削除、手動でサービスのアーカイブから、タスクに対して以

下の操作を実行することができます。  

 タスクの表示 – タスク名をクリックすると、タスクの詳細情報が表示されます。詳細の表示 ページには、

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 ([すべての承認者により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 インターフェイス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 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可

する] を選択する場合にのみ、このボタンは承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイスでこの要求のバージョンを表示します。 

o このタスクの詳細レポートをレビューするには、リボン上で [レポートのレビュー] をクリックして、

[画面に表示] または [レポートのダウンロード] 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。 

 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。 

 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 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 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] をクリックしてタスクを完了するか、 [キャンセル] をク

リックしてタスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 
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アクションの変更、コンテンツ移動、タスクの作成 

サイト コレクションの連絡先もしくは管理者の変更、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、個人用サイトの作成、ライブラリ / リストの作成、ライブラリ / リスト設定の

変更サービスから、タスクに対して以下の操作を実行することができます。 

 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 ページには、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 ([すべての承認者により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 インターフェイス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 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可

する] を選択する場合にのみ、このボタンは承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイスでこの要求のバージョンを表示します。 

 承認 – 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] をクリックしてタスクを完了するか、または [キャ

ンセル] をクリックしてタスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 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 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

権限洗い替えタスク 

権限の洗い替えがサイト コレクションで有効になっなっている状態で、サイト コレクション ポリシーが Governanc

e 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およびグループの検索済み権限が含まれます。承認者は Gover

nance Automation の権限を変更することができ、この操作により権限の変更が SharePoint にアップデー

トすることができます。 

権限再証明タスクに対しては、以下のアクションを実行することができます。 

 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 ページには、

次のオプションが表示されます。 

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、[すべてのアイテム] が選択されています。 
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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] を選択します。

権限の編集 インターフェイスでは、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、  をクリックして [ユーザー権限の削除] を選

択します。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] を選択します。

権限の編集 インターフェイスでは、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、  をクリックして [グループ権限の削除] を選

択します。操作確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックするとグループの

権限が削除され、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 – グループを拡張し、1 人以上のグループ ユーザーを選択します。リボン上

で [ユーザーの削除] 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。[O

K] をクリックすると、選択したユーザーを削除します。 

o グループからユーザーの削除 – グループを展開し、1 人以上のグループ ユーザーを選択しま

す。  をクリックし、グループからユーザーを削除 を選択します。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 – グループを展開し、1 人以上のグループ ユーザーを選択します。  をク

リックして グループの変更 を選択します。  

グループの変更 インターフェイスで、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。 

o 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。 

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックしてタスクを却下し、すべての構成をキャンセルします。 

 送信 – タスクを選択し、[送信] をクリックすると、タスクの変更を承認します。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 インターフェイスに戻ります。 
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 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 インターフェイスに戻ります。 

エラー タスク 

自分に割り当てられたエラー タスクで、次のアクションを実行できます。 

 タスクの表示 – 詳細情報を表示するには、タスク タイトルをクリックします。詳細の表示ページでは、リ

ボン上で [完了] をクリックしてこのタスクを完了するか、リボンの [閉じる] をクリックしてこのページを終

了します。 

 リトライする – 失敗したセクションが含まるタスクに対して、タスク タイトルの前に表示された  をクリッ

クしてこのタスクを選択し、リボン上で [リトライする] をクリックして失敗したセクションを再実行します。 

 スキップする – 失敗したセクションが含まるタスクに対して、テスク タイトルの前に表示された  をクリッ

クしてこのタスクを選択し、リボン上で [スキップする] をクリックすると、失敗したステップを無視してワーク

フローを実行します。  
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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 ディレクトリ画面では、ビジネス ユーザーはビジネス所有権と利用状況を監視するこ

とができます。なお、GA_Published メタデータを含むサイト 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。GA_Published メタデータについては、本ガイド内の メタデータ インターフェイス セクションを参照して

ください。  

パブリック サイト コレクション ディレクトリ にアクセスするには、管理者のランディング 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

から数字を選択します。ディレクトリ レポートを並べ替えるには [部署]、[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 サイズ (GB)]、[状態]、[サイトの深さの最大値] などの列見出しの  をクリ

ックして、[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。[URL]、[タイトル]、[説明]、

[サイト コレクション管理者]、[代理のサイト コレクション管理者]、[サイト コレクション連絡先]、

[代理のサイト コレクション連絡先]、[メタデータ列] では、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。 

  –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選択することができます。既定では、

[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

管理者]、[サイト コレクション連絡先]、[代理のサイト コレクション連絡先]、[GA_Published]、

[コンテンツ データベース名]、[クォータ テンプレート]、[クォータ サイズ (GB)]、[サイト コレクショ

ン サイズ (GB)]、[ストレージ マネージャーに使用する階層ストレージ (GB)]、[アクセス閾値の

有効期限]、[リース期間の有効期限]、[状態]、[サイトの深さの最大値制限]、[展開マネージャ

ー プラン] が表示されます。  をクリックして列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみ

をリストに表示させることができます。 

  – 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  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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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 

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

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。[アク

セス閾値の有効期限] 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] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。 

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで [ローカル パスへエクスポート]、または [エ

クスポート先へエクスポート] を選択します。  

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を

選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 イ

ンターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。  

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として [CSV] または [X

LS] のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックして、レポートを生成するか、またはポップアップ ウィン

ドウを閉じて、前のインターフェイスに戻ります。 

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのエクスポート 

現在の表示される ディレクトリ レポートをエクスポートするには、リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックし

て、[レポート エクスポート先] および [レポート形式] を選択します。 
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個人用サイト 

個人用サイトには、ログイン ユーザーが連絡先または代理の連絡先となっているサイト コレクションおよびサイトの

リストが表示されます。 

個人用サイト へアクセスするには、管理者のランディング ページで [個人用サイト] をクリックします。 

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、[タイトル]、[部署]、[タイプ]、[ポリシー] などの列見出しに

表示された  をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法で、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、表示したレポートをフィルターします。タイトル および URL 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。 

  – 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。既定では、

URL、タイプ、部署、タイトル、ポリシー、連絡先、代理の連絡先、サイト コレクション管理者、代理

のサイト コレクション管理者 が表示されます。  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 レポートの管理 

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、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] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートを保存用にエクスポートします。 

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで [ローカル パスへエクスポート]、または [エ

クスポート先へエクスポート] を選択します。 

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を

選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 イ

ンターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。 
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c. レポート形式 のドロップダウン メニューから [CSV] または [XLS] をレポート形式として選択

します。 

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 

個人用サイト レポートのエクスポート 

現在表示されているレポートをエクスポートするには、リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レ

ポート エクスポート先 および レポート形式 を選択します。 
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Governance Automation Web API 

Governance Automation Web API では、サービス カタログの取得およびサービス要求の送信をサポート

しています。  

*注意: すべてのサービス要求は Governance Automation Web API で使用可能です。 

API インターフェイス 詳細 

Get…/API/Services/ サマリー サービス モデル コレクションを一覧で

返します。 

戻り値 IEnumerable<ServiceModel> 

services 

Get…/API/Services/{Id} サマリー 指定した ID の特定のサービス モデ

ルを返します。このサービス モデルに

は、サービス プロパティおよびサービス

要求列が含まれます。サービス要求

列は、指定したサービス要求を送信す

るためにすべて必要のあるものです。サ

ービスには、選択できる各要求列が一

覧表示されます。 

パラメーター GUID Id 

戻り値 ServiceDefination service 

Post…/API/ServiceRequests サマリー ポストされた要求モデルに従って、サー

ビス要求を作成します。モデルには、

指定したサービス要求を送信するため

に必要のあるすべてのサービス要求列

が含まれます。   

パラメーター RequestModel request 

戻り値 GUID Id 

Get…/API/ServiceRequests サマリー 保存済み要求および送信済み要求

を含む現在作成されたすべてのサービ

ス要求を一覧形式で返します。 

戻り値 IEnumerable<RequestsModel

> requests 

Get…/API/ServiceRequests/{Id} サマリー 指定したサービス要求を返します。 

パラメーター GUID Id 

戻り値 RequestsModel request 

Put…/API/ServiceRequests/ サマリー サービス要求を更新します。サーバー

にサービス要求モデルを配置し、サービ



 185 

 

DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

API インターフェイス 詳細 

ス要求モデルを更新します。 

パラメーター RequestModel request 

Post…/API/ServiceRequests/Submit サマリー ID によるサービス要求を送信します。 

パラメーター Bool 

Post…/API/ServiceRequests/Cacel?Id

=“”&Comment=“” 

 

Summary Id によるサービス リクエストをキャンセ

ルします。 

パラメーター GUID Id 

戻り値 True / False 
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付録 A 

ここでは、Governance Automation で、DocAve 最小単位バックアップ & リストア、DocAve レポート ポ

イントの監査機能および DocAve 管理センターの AD 削除済みのアカウント整理機能を利用できるように、コ

ントロール パネルでフィルター ポリシーを構成する方法を説明します。 

最小単位バックアップ & リストア使用のためのフィルター ポリシーの

構成 

DocAve にログインして、[コントロール パネル] > [フィルター ポリシー] の順に進んで、[作成] をクリックしま

す。以下のようにフィルター ポリシーを構成します。 

1. 名前 – フィルター ポリシー名を入力します。 

2. 説明 – 必要に応じて説明を入力します。 

3. [フィルター レベル グループの追加] をクリックして、フィルター ルールを追加します。フィルター ルール

構成フィールドが表示されます。 

a. 最初のドロップダウン メニューから、[サイト コレクション] を選択します。 

b. [条件の追加] をクリックして、カスタム プロパティを選択します。次のドロップダウン メニューから、

[カスタム プロパティ:テキスト] を選択します。2 番目のドロップダウン メニューが表示された

後に、テキスト ボックスが表示され、カスタム プロパティ テキストを入力することができます。 

c. 新しく表示されたテキストボックスに、Governance Automation ポリシー を入力します。 

d. 条件 列で、次のドロップダウン メニューから [次の値に等しい] を選択します。 

e. 値 列で、DocAve の構成セクションで最小単位バックアップ & リストアを有効にしているポリ

シーに完全に一致する名前を入力します。 

4. 条件にすべてのポリシーを追加し終わったら、[OK] をクリックしてフィルター ポリシーを保存します。 

フィルター ポリシーを作成した後に、最小単位バックアップ & リストア プランにそのポリシーを追加する必要があり

ます。最小単位バックアップ & リストアの構成については、DocAve 最小単位バックアップ & リストアのユーザー 

ガイド を参照してください。 

*注意: ポリシーの影響を受けるすべてのサイト コレクションに対して、同じ最小単位バックアップ & リストア プラ

ンを使用したい場合には、それぞれのフィルター ポリシーに 1 つ以上の Governance Automation ポリシー

を追加することができます。それ以外の場合は、別々のフィルター ポリシーを作成して、Governance Automa

tion ポリシーに異なる最小単位バックアップ & リストア プランを関連付けるようにします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Granular_Backup_and_Restore_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Granular_Backup_and_Restore_User_Guide.pdf
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DocAve レポート ポイントでの監査コントローラ使用のためのフィルタ

ー ポリシー構成 

DocAve にログインして、[レポート ポイント] > [設定] > [監査コントローラ] の順に進みます。新しい監査

コントローラ プランの作成や既存の監査コントローラ プランの編集を実行する場合、ルールの設定の適用画面

で、以下のようにフィルター ポリシーを構成します。 

1. [フィルター カテゴリーの追加] をクリックします。 

2. ルール列で、サイト コレクションが選択されていることを確認します。このカテゴリーの中のすべての条件は、

サイト コレクション レベルでのみで適用されます。 

3. [条件の追加] をクリックします。 

4. 最初の条件について、以下の設定を構成します。 

a. ルール列で [カスタム プロパティ:テキスト] を選択します。 

b. ルール列で、ドロップダウン メニューの隣にあるテキスト ボックスに Gov Auto Policy と入力

します。 

c. 条件列で、[次の値に等しい] を選択します。 

d. 値列で、この監査コントローラ プランを使用したい Governance Automation に完全に一

致するポリシー名を入力します。 

5. 必ずすべての変更を保存してください。 

DocAve レポート ポイントでの監査コントローラの構成については、DocAve レポート ポイント ユーザー ガイド 

を参照してください。 

*注意: ポリシーの影響を受けるすべてのサイト コレクションに対して同じ監査コントローラ プランを使用したい場

合には、それぞれのフィルター ポリシーに複数の Governance Automation ポリシーを追加することができま

す。Governance Automation ポリシーを複数追加するには、それぞれのポリシーに条件を追加します。それ

以外の場合には、別々の監査コントローラ プランを作成します。 

DocAve 管理センターでの AD 削除済みアカウント整理機能の使

用のためのフィルター ポリシー構成 

DocAve にログインして、[コントロール パネル] > [フィルター ポリシー] の順に進んで、[作成] をクリックしま

す。以下のようにフィルター ポリシーを構成します。 

1. 名前 – フィルター ポリシー名を入力します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
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2. 説明 – 必要に応じて説明を入力します。 

3. [フィルター レベル グループの追加] をクリックして、フィルター ルールを追加します。フィルター ルール

構成フィールドが表示されます。 

a. 最初のドロップダウン メニューから、[サイト コレクション] を選択します。 

b. [条件の追加] をクリックして、カスタム プロパティを選択します。次のドロップダウン メニューから 

[カスタム プロパティ:テキスト] を選択します。2 番目のドロップダウン メニューが表示された

後にテキスト ボックスが表示され、カスタム プロパティ テキストを入力することができます。 

c. 新しく表示されたテキストボックスに、Governance Automation ポリシー を入力します。 

d. 条件 列で、次のドロップダウン メニューから [次の値に等しい] を選択します。 

e. 値 列で、DocAve の構成セクションで AD 削除済みアカウントの整理を有効にしているポリ

シーに完全に一致する名を入力します。 

4. 条件にすべてのポリシーを追加し終わったら、[OK] をクリックしてフィルター ポリシーを保存します。 

フィルター ポリシーを作成した後に、AD 削除済みアカウントの整理プランに作成したポリシーを追加する必要が

あります。AD 削除済みアカウントの整理プランの構成については、DocAve 管理センター ユーザー ガイド を参

照してください。 

*注意: ポリシーの影響を受けるすべてのサイト コレクションに対して、同じ AD 削除済みアカウントの整理プラ

ンを使用したい場合には、それぞれのフィルター ポリシーに複数の Governance Automation ポリシーを追

加することができます。それ以外の場合は、別々のフィルター ポリシーを作成して、Governance Automatio

n ポリシーに異なるAD 削除済みアカウントの整理プランを関連付けるようにします。 

展開マネージャー使用のためのフィルター ポリシーの構成 

DocAve にログインし、[コントロール パネル] > [フィルター ポリシー] の順に進み、[作成] をクリックします。

以下のようにフィルター ポリシーを構成します。 

1. 名前 – フィルター ポリシー名を入力します。 

2. 説明 – 必要に応じて説明を入力します。 

3. [フィルター レベル グループの追加] をクリックして、フィルター ルールを追加します。フィルター ルール

構成フィールドが表示されます。 

a. 最初のドロップダウン メニューから、[サイト コレクション] を選択します。 

b. [条件の追加] をクリックして、カスタム プロパティを選択します。次のドロップダウン リストから 

[カスタム プロパティ:テキスト] を選択します。2 番目のドロップダウン リストが表示された後

にテキスト ボックスが表示され、カスタム プロパティ テキストを入力することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Administrator_User_Guide.pdf
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c. 新しく表示されたテキストボックスに、Governance Automation ポリシー を入力します。  

d. 条件 列で、次のドロップダウン メニューから [次の値に等しい] を選択します。 

e. [追加] ボタンの前にあるテキスト ボックスに、展開マネージャーを有効にしているポリシーに完

全に一致する名前を入力します。 

4. フィルター ポリシーにすべてのポリシーを追加し終わったら、[OK] をクリックしてフィルター ポリシーを保存

します。 

フィルター ポリシーを作成した後に、展開プランにそのポリシーを追加する必要があります。展開プランの構成につ

いては、付録 Cセクションを参照してください。 

*注意: ポリシーの影響を受けるすべてのサイト コレクションに対して、同じ展開プランを使用したい場合には、そ

れぞれのフィルター ポリシーに複数の Governance Automation ポリシーを追加することができます。それ以

外の場合は、別々のフィルター ポリシーを作成して、Governance Automation ポリシーに異なる展開プラン

を関連付けるようにします。 
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付録 B  

DocAve アーカイバ プロファイルの構成 

Governance Automation で DocAve アーカイバでサイト コレクションをアーカイブするためには、DocAve 

でアーカイバ プロファイルを作成する必要があります。 

*注意: それぞれのファームに、専用のアーカイバ プロファイルが必要です。 

DocAve にログインして、[アーカイバ] > [プロファイル マネージャー] の順に進み、[作成] をクリックします。

以下のようにアーカイバ プロファイルを構成します。 

1. プロファイル名 - 新しいアーカイバ プロファイルの 名前 と 説明 (必須ではありません) を入力します。 

2. ファーム - ドロップダウン メニューからファームを選択します。 

3. カテゴリー - カテゴリーをテキスト ボックスに選択します。 

4. [次へ] をクリックします。 

5. ルールのページで [作成] をクリックします。アーカイバ プロファイルのルールを構成するためのポップアップ 

ウィンドウが表示されます。以下のようにルールを構成します。 

 ルール名 - 新しいルールを作成します。このルールの名前と説明 (必須ではありません) を入

力します。 

 オブジェクト レベル - ドロップダウン メニューから [サイト コレクション] を選択します。 

 条件 - 以下の条件を構成します。 

o 最初のドロップダウン メニューから URL を選択します。 

o 次のドロップダウン メニューから [次の値に一致する] を選択します。 

o * をテキスト ボックスに入力します。 

 ストレージ ポリシー - ストレージ ポリシーを選択します。ストレージ ポリシーの構成については、

DocAve コントロール パネル ユーザー  ガイド を参照してください。 

 データ圧縮 - アーカイブする際にデータを圧縮するかどうかを選択します。低い圧縮レベルを使

用すると、圧縮速度は速くなりますが、データ セットは大きくなります。一方、高い圧縮レベルを

使用すると、圧縮速度は遅くなりますが、小さく高品質なデータセットになります。なお、小さい

データ セットの場合、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

 データ暗号化 - データ暗号化を有効にするかどうかを選択します。このオプションを有効にする

と、バックアップおよびリカバリーにかかる時間が長くなります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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新しいアーカイバ ルールを構成し終わったら、[OK] をクリックしてアーカイバ プロファイルの構成に戻ります。 

6. 処理プールの設定を構成します。この設定によって、多くの特定のリソースに対して、アーカイバ ジョブ、

ワークフローおよび通知を実行することができます。 

7. スケジュール - 必ず [スケジュールなし] を選択してください。 

8. [次へ] をクリックします。 

9. 設定をレビューし、[完了] をクリックして、新しいアーカイバ プロファイルを保存します。 
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付録 C 

DocAve 展開マネージャー プランの構成 

Governance Automation で DocAve 展開マネージャーを使用してサイト コレクションを展開するには、D

ocAve で展開プランを作成する必要があります。   

*注意: 各ファームは、それぞれの展開プランを持つ必要があります。 

DocAve にログインして、[管理] > [展開マネージャー] の順に進みます。次の手順に従って、展開プランを

構成します。 

展開マッピングの作成 

展開プランの構成を実行する前に、展開マッピングを作成する必要があります。 

1. 展開元パネルでファームをクリックし、オブジェクト ツリーを展開します。展開元となるオブジェクトを発見

するまで、関連するオブジェクトを継続してクリックします。展開元オブジェクトを選択します。 

2. 展開先パネルでファームをクリックし、オブジェクト ツリーを展開します。展開元となるオブジェクトを発見

するまで、関連するオブジェクトを継続してクリックします。展開先オブジェクトを選択します。 

3. リボン上で [キューに追加] をクリックします。キューに追加 ウィンドウが表示されます。作成しているマッ

ピングによって、次の設定を構成することも可能です。 

*注意: 展開元と展開先が同じバージョンの SharePoint を使用している場合のみ、展開のマッピン

グが可能です。SharePoint 2013 サイトの試用バージョンが SharePoint 2010 である場合、同じ

試用バージョンのサイトのみに展開が可能です。 

 ソリューションの並べ替え – 複数のソリューションを展開する場合、順序列で希望の場所をク

リックすると、展開するソリューションの順序を構成することができます。 

 競合解決 –  コンテナ レベル競合解決 ドロップダウン メニューから、[スキップする]、[マージ

する]、[置き換える] を選択することができます。 [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ができます。コンテンツ レベル

の競合解決 から、[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] を

選択します。展開マネージャーで競合を解決する方法については、DocAve 展開マネージャ

ー ユーザー ガイド を参照してください。 

 マッピング – コントロール パネルで ドメイン マッピング、ユーザー マッピング、言語マッピング を

既に構成している場合、キューに展開を追加する際に、展開マッピングへ適用することができます。 

 フィルター ポリシー - 特定のオブジェクトまたはデータを指定することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Deployment_Manager_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Deployment_Manager_User_Guide.pdf
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o 展開元 – ドロップダウン メニューから作成済みフィルター ポリシーを選択して、展開

元のオブジェクトまたはデータをフィルターするか、フィルター ポリシーの新規作成 をク

リックして、新しいフィルター ポリシーを選択します。 

o 展開先 – ドロップダウン メニューから作成済みフィルター ポリシーを選択して、展開

先のオブジェクトまたはデータをフィルターするか、フィルター ポリシーの新規作成 をク

リックして新しいフィルター ポリシーを選択します。  

*注意: 展開先 ドロップダウン メニューのフィルター ポリシーがフィルターするのは、フィルタ

ー ポリシーで構成されたサイト コレクション レベルとサイト レベルのフィルター ルールのみで

す。展開先の下位オブジェクトまたはデータは、選択されたフィルター ポリシーに該当する

ルールが存在している場合であっても、フィルターすることはできません。 

 展開元コンテンツ設定 – 展開先へ展開するコンポーネントを選択します。 

o セキュリティを含む – 展開先ノードへユーザー / グループを展開します。 

o ユーザー プロファイルを含む – 展開先ノードへユーザー プロファイルを展開します。

このオプションを選択する場合、選択した展開先 Web アプリケーションが、ユーザー 

プロファイル サービスに接続していることを確認してください。 

o ユーザー コンテンツを含む – 展開先ノードへカスタム コンテンツを展開します。 

 ワークフロー – [ワークフロー定義を含む] を選択すると、既存の展開元ワークフロー定義を

展開先ノードへ展開します。 

 関連するリストおよびへサイトの展開 – 展開元コンテンツ タイプを展開先へ同期します。以

前にコンテンツ タイプを展開元から展開先へ展開している場合は、このオプションを選択すると、

展開ジョブ後、コンテンツ タイプの変更が展開先へ同期します。このオプションを選択しない場

合、コンテンツ タイプの変更が、既にリストもしくはサイトによって使用されている展開先コンテン

ツに同期されることはありません。 

 列の NULL 値を保持する – 移動元のアイテム列の NULL 値を保持するかどうかを選択し

ます。新規に作成した列の値は、以前のアイテムで NULL である可能性があります。このオプ

ションでは、NULL 値を展開先の既定値に置き換えることができます。既定では、アイテム列

の NULL 値は保持されます。 

 Web 構成設定 – このオプションは、IIS サイト ファイル レベルの展開を実行する際に表示

されます。展開ジョブで、Web 構成を含めるどうかを選択します。既定では、Web 構成ファイ

ルに関連する構成を検索するために使用される以下のパラメーターが含まれます。 

configuration/SharePoint/PeoplePickerWildcards; 

configuration/system.web/membership/providers; 

configuration/connectionStrings; 

configuration/connectionStrings; 
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画面左側の XPath 形式に従って、パラメーターをカスタマイズすることができます。 

親ノードが展開先に存在しない場合、親ノードのプロパティを含むかどうかを選択します。 

 オプション – このオプションは、Managed Metadata Service レベルの展開を実行する際

に表示されます。[完全展開] または [増分展開] を選択します。[完全展開] は、展開元

のコンテンツまたは設定全体を展開先へ展開します。[増分展開] は、最後の増分、または

完全展開以降の変更設定のみを展開します。 

[増分展開] を選択すると、次のオプションが有効になります。 

o 変更 - 前回のジョブ以降の更新を展開するかどうかを選択します。 

o 削除 – 最後のジョブ以降の削除を展開するかどうかを選択します。[OK] をクリック

すると、展開マッピングをキューに追加します。[キャンセル] をクリックすると、展開マッ

ピング用の展開元と展開先ノードの選択へ戻ります。 

 [OK] をクリックして、構成を保存します。 

展開プランの作成 

キューへの展開マッピングの追加が完了したら、リボンまたは画面の下にある [プランとして保存] をクリックします。

この操作により [プランとして保存] インターフェイスに移動します。新しい展開プランを作成するには、以下の設

定を構成します。 

1. プラン名 – 作成するプランの名前を入力します。必要に応じて説明を入力します。 

2. プラン実行の前に環境のバックアップ – このオプションを有効にすると、プランを実行する前に、展開

先の環境をバックアップします。ストレージ ポリシーを選択する必要があります。また、このオプションを有

効にすると、ジョブ モニターのロールバック機能を使用できます。 

3. スケジュールの選択 – プランのスケジュールを構成します。 

 スケジュールなし – サービス要求の承認後にプランが実行されます。 

 開始時刻 – プランを実行する日時を選択します。ハイパーリンクをクリックして、異なるタイム 

ゾーンを指定することもできます (必須ではありません)。 

4. 通知 – 通知のタイプを選択し、メール通知レポートを受信する DocAve ユーザーを指定することがで

きます。ドロップダウン リストから作成済み通知プロファイルを選択します。ドロップダウン リストの隣にある 

[表示] を選択すると、通知プロファイルの詳細を表示できます。ドロップダウン メニューから [通知プロ

ファイルの新規作成] を選択して、新規プロファイルを作成することもできます。 

5. 関連するプラン グループ – プランを 1 つ以上のプラン グループに追加することで、共通設定から複数

のプランを管理することができます。ドロップダウン リストから作成済みプラン グループを選択するか、ドロ

ップダウン リストから [プラン グループの新規作成] をクリックして新しいプラン グループを作成します。 

6. スクリーン下部にある [OK] をクリックして、プランを保存します。  
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付録 D 

Policy Enforcer プロファイルの構成 

Policy Enforcer プロファイルを作成する前に、SharePoint ファームで選択されたノードのソース コレクション 

ポリシーを構成する必要があります。 

ソース コレクション ポリシーの構成 

ソース コレクション ポリシーを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve マネージャーで、[管理] > [管理センター] の順に進みます。Policy Enforcer タブで、

リボン上で [ソース管理] をクリックして、監査およびスキャン ポリシーを構成します。 

2. リボン上の 管理 グループから [作成] をクリックして、新しいソース コレクション ポリシーを作成します。 

3. ソース コレクション ポリシーの新規作成 インターフェイスで、次の設定を構成します。 

a. ソース コレクション ポリシー – 作成するポリシー名を入力します。必要に応じて説明を入力

します。 

b. 監査モード または スキャンモード を選択して、SharePoint ファームの選択したノードへ適用

する前に、該当する詳細を構成します。 

 監査モード – 監査モード チェックボックスを選択し、リボン上の 管理 グループで [構

成] を選択します。ポップアップ ウィンドウに、すべての有効化監査モード イベント タ

イプが 使用可能なイベントタイプ 列で表示されます。 

o 間隔 – ソース コレクション モードの実行頻度を指定します。ソース コレクシ

ョン モードでは、ポリシー外のオブジェクトを識別するため、有効化されたイベ

ント タイプの監査イベントを収集します。収集したデータは、DocAve ジョブ 

データとして保存されます。コレクションを頻繁に実行することにより、修復の

品質は向上しますが、SharePoint のパフォーマンスに影響を与える可能

性があります。 

o イベント タイプ – 既定では、すべてのイベント タイプで、すべての使用可能

な監査イベントを、SharePoint 内のポリシー外のオブジェクトを識別する 

DocAve で収集することができます。ソース コレクション ポリシーのイベント 

タイプ状態を変更するには、変更するイベント タイプを選択します。[無効

化] をクリックすると、選択したイベント タイプを無効化します。[有効化] を

クリックすると、イベント タイプを有効化します。ポリシー外のオブジェクトを識
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別するため、無効化イベント タイプの監査イベントを DocAve が収集する

ことはありません。 

[OK] をクリックして構成を保存します。 

 スキャン モード – スキャン モード チェックボックスを選択し、リボン上の 管理 グルー

プで [構成] を選択します。ポップアップ ウィンドウに、すべてのスキャン条件が イベン

ト タイプ 列で表示されます。 

o 間隔 – ソース コレクション モードの実行頻度を指定します。ソース コレクシ

ョン モードでは、ポリシー外のオブジェクト、設定、権限/機能を識別するため、

有効化されたイベント タイプの条件をスキャンします。収集したデータは、Do

cAve ジョブ データとして保存されます。コレクションを頻繁に実行することに

より、修復の品質は向上しますが、SharePoint のパフォーマンスに影響を

与える可能性があります。 

*注意: 間隔 の項目で 日間 を選択する場合、このソース コレクション モ

ードのジョブの開始時刻を指定することができます。 

o イベント タイプ – 既定では、すべてのイベント タイプで、すべての使用可能

な条件を、SharePoint 内のポリシー外のオブジェクトを識別する DocAve 

で収集することができます。ソース コレクション ポリシーのイベント タイプ状態

を変更するには、変更するイベント タイプを選択します。[無効化] をクリック

すると、選択したイベント タイプを無効化します。[有効化] をクリックすると、

イベント タイプを有効化します。ポリシー外のオブジェクトを識別するため、無

効化イベント タイプの関連コンディションを DocAve が収集することはありま

せん。  

[OK] をクリックして構成を保存します。 

c. [保存] をクリックして、ソース コレクション ポリシーの構成を保存します。 

Policy Enforcer プロファイルの作成 

Policy Enforcer プロファイルを作成するには、以下の手順を完成してください。 

1. DocAve マネージャーで、[管理] > [管理センター] の順に進みます。Policy Enforcer タブで、

リボン上で プロファイル マネージャー をクリックして、Policy Enforcer プロファイルを構成します。 

2. リボン上のプロファイル管理グループから [プロファイルの作成] をクリックして、新しい Policy Enforce

r プロファイルをクリックします。 

a. プロファイル名 – 作成するプロファイル名を入力します。必要に応じて説明を入力します。 

b. ファーム – ドロップダウン リストから SharePoint ファームを選択して、選択したファームで構

成済みプロファイルを適用します。 
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*注意: 選択されたファームは、Governance Automation 管理サイト コレクションが存在

する場所です。 

c. ソース コレクション ポリシー – ドロップダウン リストから、Policy Enforcer でイベント タイプ

をモニターするために使用する作成済みソース コレクション ポリシーを選択します。または、ソー

ス コレクション ポリシーの新規作成をクリックして、新しいポリシーを作成します。 

d. 保持ポリシー – 正の整数を入力して保持期間を指定し、[日間]、[週間]、[ヶ月間] を選

択します。この期間、このプロファイルに関連付けられるジョブ データが保持されます。 

3. リボン上の ルール管理 グループで [ルールの作成] を選択します。ポップアップ ウィンドウに、ShareP

oint 内のアクションおよび条件のルール全体が表示されます。SharePoint ファームの選択したノード

で適用するルールのチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックして選択したルールをプロファイルへ追加

します。 

4. プロファイル管理 グループで [保存] をクリックして、プロファイルの構成を保存します。 

  



198  

 
DocAve Governance Automation (管理者用) 

 

通知 

この発行に含まれている資料はAvePoint, Incに所有または提供され、AvePoint およびそのライセンス提供

会社のプロパティであり、著作権、登録商標ならびに他の知的所有権に関する法律によって保護されています。

この発行内の登録商標または著作権はいずれも削除または変更することができません。 

著作権 

Copyright© 2014 AvePoint ,Inc. All rights reserved. 本書の著作権は AvePoint Inc.に帰属しま

す。本書に掲載されている情報はすべて日本著作権法および関連国際法において保護されており、内容の無

断複製、更新、転載を禁じます。本書のいかなる部分、いかなる書式および電子通信、機械的送信、複写、

記録などのいかなる方法、あるいは AvePoint Japan 株式会社 (〒 108-0074東京都港区高輪 4 丁目 

10-18 京急第一ビル 11 階)、ならびに本書に掲載する情報がサード パーティに所有される場合サード パー

ティによる事前の文書による許諾なしに複製、保存、送信を禁じます。また上記の如何に関わらず、本発行物

内の AvePoint 関連の情報（派生物及び変化物を含む）の何人による複製及び転載も禁じます。また、如

何なる複製物並びに転載物も自動的に AvePoint に属するものとし、該当者または継承者、担当者、相続

者、恩恵者、実行者のいずれも該当複製物並びに転載物を直ちに AvePoint へ返却し、必要書類に署名

することに同意するものとします。  

登録商標 

AvePoint®、DocAve®、AvePoint ロゴおよび AvePoint ピラミッド ロゴは AvePoint Japan 株式会社に

よる日本特許庁登録済みの商標です。これらの登録商標および本書に使用されている他の商標はすべて Av

ePoint の専有プロパティであり、文書による許諾なしには使用できません。 

Microsoft、MS-DOS、Internet Explorer、Microsoft Office SharePoint Servers 2007/2010/2

013、SharePoint Portal Server 2003、Windows SharePoint Services、Windows SQL serve

r、および Windows はマイクロソフト株式会社の商標または登録商標です。  

Adobe Acrobat、および Acrobat Reader は Adobe Systems, Inc の商標です。  

その他本書に掲載されている商標はすべて該当の所有者のプロパティであり、許諾なしに使用することを禁じま

す。  

変更  

本書は情報の提供のみを目的とし、通知なしに変更または更新される場合があります。当社では最新、そして

正確な情報を提供するよう努力しておりますが、あらゆるコンテンツの誤りもしくは脱落に起因する間接的、派生

的に生じた損害に対し、一切の責任を負わないものとします。当社は、ユーザーに対し予告、通知をすることなく

記載内容を変更する権利を所有します。 

AvePoint Japan 株式会社 

〒 108-0074  

東京都港区高輪 4 丁目 10-18  

京急第一ビル 11 階 

V:01282014_JP_02 


