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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。これにより、今まで以上に迅速で効果的なコミュニケーション

と、エラーの削減を同時にはかることができます。  

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

際に参照していただくものです。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。 

 

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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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


   13 

 
DocAve Governance Automation 

 

Governance Automation 用語について 

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 (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、SharePoint/DocAve のプロセスを実行します。 
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Governance Automation のアップデート 

お使いの Governance Automation を SP5へアップデートする場合は、 DocAve バージョンの更新 の説

明を参照して実行してください。  

DocAve の更新後、以下の手順に従って Governance Automation を更新します。 

*注意: Governance Automation SP4 で Governance Automation Web パーツまたは Govern

ance Automation サイト ディレクトリ Web パーツ を使用している場合は、Web パーツをアンインストール

して、Governance Automation インスタンスを SP5 へ更新した後に、Web パーツを再インストールする

必要があります。 

Governance Automation インスタンスの更新 

この手順を実行するには、DocAve バージョンの更新 内の条件を満たし、かつ DocAve_Governance_

Automation_SP5_UpgradePackage.zip ファイルをダウンロードしている必要があります。  

Governance Automation インスタンスの更新方法については、以下の説明を参照してください。 

1. DocAve_Governance_Automation_SP5_UpgradePackage.zip ファイルを解凍す

ると、DocAve_Update_for_Governance_Automation_1.5.zip および DocAve_

Governance_Automation_SP5_UpgradePackage.zipの ZIP ファイルが DocAve_

Governance_Automation_SP5_UpgradePackage フォルダーに表示されます。 

2. DocAve で [コントロール パネル] > [更新マネージャー] の順に進み、DocAve_Update_for_

Governance_Automation_1.5.zip の更新をインストールします。この更新は DocAve と Gov

ernance Automation 間の正しい通信を確保します。この更新をインストールする方法について

は、Governance Automation に関連する DocAve 更新のインストール を参照してください。 

3. DocAve で [コントロール パネル] > [更新マネージャー] の順に進み、Governance Autom

ation タブで DocAve_Governance_Automation_SP5_UpgradePackage.zip を

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

4. [コントロール パネル] > [更新マネージャー] > [履歴の表示] の順に進み、DocAve マネージャ

ー・エージェント更新の適用に成功したこと、およびインストール済みの更新情報の バージョン・インス

トール時刻 列を確認します。  
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Governance Automation Web パーツ・Governance Aut

omation サイト ディレクトリ Web パーツの再インストール 

Governance Automation の更新後に Web パーツを再インストールする場合は、まず以下の手順に従っ

てインストール済みの Web パーツをアンインストールしてください。 

1. SharePoint で [サーバーの全体管理] > [システム設定] > [ファーム管理] の順に進み、[ファ

ーム ソリューションの管理] をクリックします。 

2. [gawebpart.wsp] または [gasubsitedirectorywebpart.wsp] をクリックし、[ソリューシ

ョンの取り消し] をクリックします。 

3. [ソリューションに戻る] をクリックすると、選択したソリューションの状態が 未展開 となります。 

4. ソリューションをクリックして、[ソリューションの削除] をクリックします。削除の確認ウィンドウが表示され

ます。 

5. [OK] をクリックすると、ソリューションを削除します。 

6. Web パーツのアンインストール後、再インストールを実行します。詳細については、DocAve Govern

ance Automation Web パーツのインストール および DocAve Governance Automation サ

イト ディレクトリ Web パーツのインストール を参照してください。 
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Governance Automation のインストール シナリオ 

Governance Automation のインストール シナリオは、組織の規模によって異なります。このユーザー ガイド

では、小規模組織と大規模組織それぞれに対応した最少要件および推奨要件を明記しています。実行する

前に、次の点に注意してください。 

 Governance Automation をインストールするには、DocAve 6 (マネージャーおよびエージェント) 

がインストールされている必要があります。DocAve 6 のインストールについては、DocAve 6 インスト

ール ガイド を参照してください。 

 お使いの DocAve 6 と Governance Automation のバージョンが互換性を持っていることを確認

してください。詳細については、AvePoint KB 記事 Governance Automation, DocAve, and 

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

Governance Automation マネージャーのインストール先 

DocAve 6 と Governance Automation 間の必要レベルのネットワーク呼び出しの場合、Governance 

Automation マネージャーは 必ず DocAve コントロール サービス、メディア サービス、レポート サービス (使

用している場合) と同じサーバーにインストールする必要がありますそのため、お使いのサーバー (ハードウェア) 

を強化する必要がある可能性があります。サーバー (ハードウェア) の最小要件 内の情報を十分に確認してく

ださい。 

必要な DocAve/Governance Automation サーバーの数 

Governance Automation はエンドユーザー向けのアプリケーションです。このため、冗長性および負荷分散

の目的で、2 件以上の Governance Automation サーバーを 常に 用意する必要があります。  

しかし、大規模環境の場合、Governance Automation サーバーの追加が推奨されます。一般に、DocA

ve/Governance Automation サーバーは約 300 件の要求を同時に処理することができます。環境内の

ユーザー数が 200,000 名を超過する場合は、3 件の DocAve/Governance Automation サーバーを

使用することを推奨します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide_SP4.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide_SP4.pdf
http://www.docave.com/KB/Lists/KB/DispErrorArticle.aspx?ID=850
http://www.docave.com/KB/Lists/KB/DispErrorArticle.aspx?ID=850


   17 

 
DocAve Governance Automation 

 

Governance Automation の使用に必要となる DocAve モ

ジュール 

Governance Automation の使用には、DocAve 管理センター が必要最低条件となります。  

SQL Server について 

 Governance Automation のインストールに対し、それぞれに専用の単一インスタンス SQL データベースを

使用することを推奨します。冗長性保持のため、SQL Server クラスタリングは 必須ではありません が、推奨 

されます。 

 

サーバー (ハードウェア) の最小要件 

以下は、Governance Automation をインストールする際のサーバーの最小要件です。Governance Au

tomation のパフォーマンスを向上するには、ここに記載されている要件以上の環境を準備することを推奨しま

す。 

DocAve 6 と Governance Automation サービスが同一サーバー上に

存在する場合 

コンポーネント 最少要件 

CPU コア数 64 ビット、4 コア 

物理メモリ 16 GB (利用可能) 

空きディスク容量  50 GB 以上  

 

専用の単一インスタンス SQL Server 

コンポーネント 最少要件 

CPU コア数 64 ビット、4 コア 

物理メモリ 16 GB (利用可能) 

空きディスク容量  60 GB 以上  
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DocAve エージェントのサーバー要件 

Governance Automation には、DocAve エージェントを使用する必要が発生するこの追加負荷に対応

するには、お使いのエージェント サーバーが次の要件を満たしていることを確認してください。  

コンポーネント 最少要件 

CPU コア数 64 ビット、4 コア 

物理メモリ 4 GB (利用可能 / DocAve エージェント専用) 

空きディスク容量  50 GB 以上  
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使用可能なソフトウェア 

コンポーネント サポートされている  

オペレーティング システム Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 

Windows 7 

SharePoint バージョン Microsoft SharePoint Server/Foundation 201

0 (SP2 以上) 

 

Microsoft SharePoint Server/Foundation 201

3 (SP1 以上) 

 

*注意: Governance Automation アプリは Micro

soft SharePoint Server/Foundation 2013 (SP

1 以上) でのみ使用可能です。 

Web ブラウザー Internet Explorer 8 

(対応フォーム機能は使用できません) 

 

Internet Explorer 9、10 

 

Google Chrome 

互換性のある DocAve 製品 管理センター (Governance Automation の使

用に必須) 

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 

SQL Server のバージョン Microsoft SQL Server 2008 
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Microsoft SQL Server 2008 R2 

Microsoft SQL Server 2012 

Microsoft SQL Server 2014* 

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

PowerShell バージョン  PowerShell 2.0 以上 

 

*Governance Automation SP5 および DocAve 6 SP4 CU1 以上のバージョンは SQL Server 2014 を完全

にサポートしています。ただし、DocAve 6 SP4 は制限されています。詳細については、http://www.avepoint.co.j

p/resources/user-guides/ の DocAve 6 SP4 インストール ガイドを参照してください。 

Governance Automation サービス アカウントの必要権限 

一般的には、組織は 1 件のサービス アカウントを使用して Governance Automation サービスおよびアプ

リケーション プールに対する権限をアーカイブします。1 件のサービス アカウントで Governance Automatio

n サービスおよびアプリケーション プールを使用する場合、このアカウントは以下の権限を持っている必要があり

ます。 

 Governance Automation 構成データベースおよび Governance Automation 監査データベ

ースのデータベース ロール DB_Owner 

 DocAve の秘密キーへの フル コントロール 権限これらの権限の付与については、DocAve 秘密キ

ーに対するフル コントロール権の許可 を参照してください。 

 Governance Automation ワークフロー サービス ポートから受信するサービス アカウントの権限詳

細については、サービス アカウントによる Governance Automation ワークフロー サービス ポートの

リッスンの許可 を参照してください。 

 Governance Automation インストール ディレクトリ ...\AvePoint\GovernanceAutomatio

n 内の GovernanceAutomation フォルダーに対する 読み取り および 書き込み 権限 

 DocAve アーカイバ データベースのデータベース ロール DB_DataReader および DB_DataWr

iter (手動アーカイブを使用する場合) 

 

各 Governance Automation サービスおよびアプリケーション プールへの権限の詳細は以下のとおりです。 

 Governance Automation ワークフロー サービスのサービス アカウント 

http://www.avepoint.co.jp/resources/user-guides/
http://www.avepoint.co.jp/resources/user-guides/
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o Governance Automation 構成データベースおよび Governance Automation 監査

データベースのデータベース ロール DB_Owner 

o DocAve の秘密キーへの フル コントロール 権限これらの権限の付与については、DocAve 

秘密キーに対するフル コントロール権の許可 を参照してください。 

o Governance Automation ワークフロー サービス ポートから受信するサービス アカウントの

権限詳細については、サービス アカウントによる Governance Automation ワークフロー 

サービス ポートのリッスンの許可 を参照してください。 

o Governance Automation インストール ディレクトリ ...\AvePoint\GovernanceAut

omation 内の GovernanceAutomation フォルダーに対する 読み取り および 書き

込み 権限 

o DocAve アーカイバ データベースのデータベース ロール DB_DataReader および DB_

DataWriter (手動アーカイブを使用する場合) 

 Governance Automation タイマー サービスのサービス アカウント 

o DocAve の秘密キーへの フル コントロール 権限これらの権限の付与については、DocAve 

秘密キーに対するフル コントロール権の許可 を参照してください。 

o Governance Automation インストール ディレクトリ ...\AvePoint\GovernanceAut

omation 内の GovernanceAutomation フォルダーに対する 読み取り および 書き

込み 権限 

o DocAve アーカイバ データベースのデータベース ロール DB_DataReader および DB_

DataWriter (手動アーカイブを使用する場合) 

 アプリケーション プールのサービス アカウント 

o DocAve の秘密キーへの フル コントロール 権限これらの権限の付与については、DocAve 

秘密キーに対するフル コントロール権の許可 を参照してください。 

o Governance Automation インストール ディレクトリ ...\AvePoint\GovernanceAut

omation 内の GovernanceAutomation フォルダーに対する 読み取り および 書き

込み 権限 
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DocAve 6/Governance Automation サーバーで必要となる

サービス 

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

HTTP 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している必要

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

開始し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している

必要があります。 

Web サーバー (IIS) の役割  インストール済み Windows 機能: 

 Web サーバー  

 HTTP 基本機能 (静的コンテンツ、既定の

ドキュメント)  

 アプリケーション開発 (ASP.NET、.NET 

拡張性、ISAPI 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) 
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Governance Automation で使用するポート 

Governance Automation で使用するポートについては、以下の表を参照してください。 

ポート 利用 有効化 

15000 Web サイト ポート – Governa

nce Automation Web サイト

にアクセスするために使用されま

す。 

Governance Automatio

n Web サイト 

6008 ワークフロー サービス ポート - G

overnance Automation ワ

ークフロー サービスをホストするた

めに使用されます。 

Governance Automation 

ワークフロー サービスによってホ

ストされる Windows Comm

unication Foundation サー

ビス 

 

*注意: ポート 15000 には HTTPS が必要です。 
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Governance Automation のインストール 

ここまでのセクションでは、お使いの環境で Governance Automation をどのように構成するかについて説明

してきました。本セクションでは、アプリケーションをインストールする方法について説明します。以下の順番に従っ

て操作を進めてください。 

1. DocAve バージョンの更新 

2. Governance Automation に関連する DocAve 更新のインストール 

3. インストール ウィザードを使用した Governance Automation のインストール 

DocAve バージョンの更新 

Governance Automation SP5 の操作に必要な DocAve のバージョンは、DocAve 6 SP4 およびそれ

以降です。必要に応じて、お使いの Governance Automation の更新を実行する前に、DocAve インス

タンスを DocAve 6 SP4 以上のバージョンに更新してください。DocAve インスタンスの更新方法については 

DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

Governance Automation と DocAve との間の互換表については、AvePoint ナレッジベース内 Gover

nance Automation, DocAve, SharePoint, and SnapManager for SharePoint Support Mat

rix (英語) を確認してください。 

DocAve を必要バージョンに更新すると、Governance Automation のインストールを開始することができま

す。 

Governance Automation のインストール 

Governance Automation をインストールする前に、お使いの DocAve のバージョンに Governance Au

tomation と互換性があることを確認してください。詳細については DocAve バージョンの更新 を参照してく

ださい。確認の終了後に、以下の説明を参照してください。 

*注意: コマンドラインを使用して、Governance Automation の展開を実行することができます。詳細につ

いては、コマンドラインを使用したインストール 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.docave.com/KB/Lists/KB/DispErrorArticle.aspx?ID=850
http://www.docave.com/KB/Lists/KB/DispErrorArticle.aspx?ID=850
http://www.docave.com/KB/Lists/KB/DispErrorArticle.aspx?ID=850
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Governance Automation に関連する DocAve 更新のインストール 

DocAve と Governance Automation が正しく通信可能であることを確認するためには、Governance 

Automation のみに関連する DocAve の更新を手動でインストールする必要があります。 

Governance Automation インストール パッケージ ZIP ファイルの内部には、DocAve_Update_for_

Governance_Automation_1.5.zip ファイルが存在しています。DocAve の更新インストールの実行

方法については、以下の説明を参照してください。 

1. DocAve マネージャーにログインして、コントロール パネル > 更新マネージャー の順に進みます。 

2. 更新の管理 インターフェイスで [参照] をクリックします。DocAve_Update_for_Governanc

e_Automation_1.5.zip ファイルを DocAve マネージャーに読み込みます。 

3. 状態 列の [インストール] をクリックします。サーバーの選択 ポップアップ ウィンドウでは、すべての使

用可能なマネージャー サービスが マネージャー タブに表示され、すべての使用可能なファームが エー

ジェント タブに表示されます。 

4. マネージャー タブで、以下のすべてのマネージャーに更新をインストールする チェックボックスを選択し

ます。更新はすべてのマネージャーにインストールされます。 

5. エージェント タブで該当するチェックボックスを選択して、更新するエージェント サービスを選択します。

選択したエージェントに更新がインストールされます。 

6. [インストール] をクリックします。進行状況は 状態 列に表示されます。インストール完了後、インスト

ールが成功したことを通知するメッセージが表示されます。 

7. [完了] をクリックします。 

8. 更新が成功したことを確認するには、コントロール パネル > 更新マネージャー > 履歴の表示 の順

に進み、新しくインストールした更新の バージョン 列を確認します。 

インストール ウィザードを使用した Governance Automation のインスト

ール 

DocAve の更新インストール完了後、Governance Automation インストール ウィザードを使用する方法

については、以下の説明を参照してください。 

1. 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。 
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2. DocAve の更新インストール実行に関するリマインダーが表示されます。アップデートは、Governanc

e Automation インストールの前後どちらでも実行することができます。更新のインストール方法につ

いては、Governance Automation に関連する DocAve 更新のインストール を参照してくださ

い。[OK] をクリックしてインストールを実行します。 

3. [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。 

4. 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。 

5. 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。 

6. 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。 

7. サービス構成 を設定します。 

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。 

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、IIS Web サイトを新しく作成することができま

す。Governance Automation へのアクセスには、IIS Web サイトが使用されます。 

 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 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
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nce Automation へのアクセスに使用する Web サイトのポート 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 ‒ IIS アプリケーション プール設定を構成し、以上の手順で構

成した 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。

アプリケーション プール アカウント フィールドに、アカウントのユーザー名およびパスワ

ードを入力します。 

*注意: アプリケーション プール アカウントに必要な権限については、Governance 

Automation サービス アカウントの必要権限 を参照してください。 

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、Governance Automatio

n ワークフロー サービスがログオンする際に使用するアカウントを指定します。 

*注意: サービス アカウントの必要権限については、Governance Automation 

サービス アカウントの必要権限 を参照してください。  

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。 
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*注意: サービス アカウントの必要権限については、Governance Automation 

サービス アカウントの必要権限 を参照してください。 

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

9. 認証の構成  

 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] の順に進み、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。ここで入力したユーザー アカウントは、DocAve に対するフル コン

トロール権限を持っているローカル ユーザーである必要があります。 

*注意: Governance Automation のインストール完了後、Governance Automation 構成

ツールを使用して、DocAve アカウント情報を変更することができます。  

10. [次へ] をクリックします。 

11. 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。 

12. [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。 

13. [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。 

14. 構成データベース設定 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 構成デー

タベースを選択します。 

 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 Automation 

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、入力したデータベ

ース サーバーに自動的に作成されます。 

b. データベース証明書 ‒ SQL Server に接続する際に、Govermance Automation 構

成データベースが使用する認証方法を、Windows 認証または SQL 認証から選択します。 
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 Windows 認証 ‒ Windows を利用してユーザーに対する認証を実行したい場

合は、この方法を使用します。 

 SQL 認証 ‒ 指定したアカウントおよびパスワードによって SQL サーバーが直接ユー

ザー ID を認識します。  

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 サーバーとして設定するこ

とで、データベースの冗長性を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。フェールオーバー 

データベース サーバーの冗長性の確認用詳細データベース設定を構成する前に、データベー

ス サーバーの冗長性確認のため、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。  

15. [次へ] をクリックします。 

16. 監査データベース設定 では、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) を使用する場合は、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選択して、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、入力したデータベース サーバ

ーに自動作成されます。 

b. Govermance Automation 監査データベースとして別のデータベースを設定するには、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選択せずに、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、入力したデータベース サーバーに自動作成

されます。  

 データベース証明書 ‒ SQL Server に接続する際に、Govermance Automati

on 監査データベースが使用する認証方法を、Windows 認証または SQL 認証か

ら選択します。 

o Windows 認証 – ユーザー ID を Windows に確認させる場合に、この

方法を使用します。 
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o SQL 認証 ‒ 指定したアカウントおよびパスワードによって SQL サーバーが

直接ユーザー ID を認識します。  

 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て Gov

ernance Automation 監査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

として設定することで、データベースの冗長性を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑

えます。フェールオーバー データベース サーバーの冗長性の確認用詳細データベース

設定を構成する前に、データベース サーバーの冗長性確認のため、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。 

17. [次へ] をクリックします。 

18. 詳細構成 を設定して、Governance Automation と DocAve との通信に使用する SSL 証明

書を指定します。 

 Built-in 証明書 – Governance Automation が提供する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 ‒ Governance Automation では、ユーザー定義証明書を使用す

ることができます。しかし、ユーザー定義証明書を使用する場合は、Governance Automa

tion 機能をすべて使用することはできません。Built-in 証明書の使用が推奨されます。 

*注意: ユーザー定義証明書を選択する場合は、2 件の構成ファイルを Governance Au

tomation に手動でコピーする必要があります。詳細については、ユーザー定義証明書の適

用 を参照してください。 

19. [DocAve Governance Automation インストール準備完了] ページに、前の手順に構成し

た情報がすべて一覧表示されます。[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。  

20. 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、[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] オプションが表示されます。[完了] をクリックすると、インストール ウィザードを終了し

ます。 

コマンドラインを使用したインストール 

Governance Automation のインストールは、コマンドラインを利用して実行することもできます。これは、Un

attendedInstallation.dll ファイル、生成済み応答ファイル、コマンドラインを使用して Governance A
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utomation のインストールを実行する方法です。応答ファイルは、Governance Automation のインストー

ル中に表示される質問やオプションに対する回答を提供するスクリプトです。自動インストール コマンドを実行す

る際に使用されます。 

応答ファイルの生成 

Governance Automation セットアップ マネージャーを使用してインストールを実行する場合は、事前に応

答ファイルを生成する必要があります。応答ファイルは、コマンドラインを利用したインストールに必要な構成情

報を提供します。 

1. Governance Automation パッケージの中にある UnattendedInstall フォルダーをダブルクリッ

クします。 

2. SetupManager をダブルクリックして開きます。 

3. GovernanceAutomationSetupManager.exe をダブルクリックして実行します。DocAve 

Governance Automation セットアップ マネージャー ウィンドウが表示されます。 

4. 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 G

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

5. 概要 画面には、コマンドラインを利用したインストール、および応答ファイルについての説明が表示され

ます。[次へ] をクリックします。 

6. 生成オプションを選択します。 

 新しい応答ファイルを作成する – このオプションを選択すると、新しい応答ファイルを作成しま

す。 

 既存応答ファイルを更新する – このオプションを選択すると、既存の応答ファイルを再利用し

ます。このオプションを選択すると、パス フィールドが有効になります。[参照] をクリックして応

答ファイルを参照します。 

[次へ] をクリックします。 

7. 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。 

8. 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。 

9. インストール場所を選択します。 
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 既定のディレクトリ – Governance Automation エージェントを指定した対象サーバー上

の既定のインストール場所にインストールします。既定のインストール場所は ...\Program F

iles\AvePoint\Governance Automation です。 

 カスタマイズ ディレクトリ – Governance Automation をインストールする インストール 

パス フィールドに、インストール先サーバーのパスを入力します。 

カスタマイズ ディレクトリが無効である場合、既定のディレクトリを使用する チェックボックスを選択

することもできます (必須ではありません)。このオプションを有効にすると、定義したカスタマイズ パスが

無効である場合、既定のディレクトリで Governance Automation をインストールします。  

[次へ] をクリックします。 

10. サービス構成 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 ポートを入力します。 

 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。 

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

ます。IIS Web サイトは、Governance Automation へアクセスする際に使用されます。 

 新しい IIS Web サイトを作成する ‒ Governance Automation の Web サ

イト名を入力します。  

 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 Governance 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。 

指定したポートが使用中の場合はランダムな番号を使用する チェックボックスを選択すること

もできます。入力したポートが既に使用されている場合、このオプションを選択するとランダムな

番号を使用することができます。 

c. 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。 
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 新しいアプリケーション プールの作成 ‒ 新しいアプリケーション プールの名前を入力

します。 

 アプリケーション プール アカウント ‒ アプリケーション プール アカウントのユーザー名

とパスワードを入力します。 

*注意: 入力するユーザーが必要とする権限については、Governance Automati

on サービス アカウントの必要権限 を参照してください。 

d. Governance Automation ワークフロー サービスの構成 ‒ Governance Automat

ion ワークフロー サービスの設定を構成します。 

 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ポート番

号を入力します。既定のポート番号は 6008 です。 

指定したポートが使用中の場合はランダムな番号を使用する チェックボックスを選

択することもできます。このオプションを選択すると、入力したポートが既に使用されて

いる場合、ランダムな番号を使用することができます。 

 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 Automat

ion 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: 入力したユーザーの必要権限については、Governance Automation サ

ービス アカウントの必要権限 を参照してください。 

e. Governance Automation タイマー サービス ‒ ユーザー名とパスワードを入力して、G

overnance Automation 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: 入力するユーザーが必要とする権限については、Governance Automation サー

ビス アカウントの必要権限 を参照してください。 

[次へ] をクリックします。 

11. 認証構成 を設定します。 

 パスフレーズ設定 - 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] の順に進み、パスフレーズ

を確認することができます。 
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 DocAve 管理アカウント - 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。ここで入力したユーザー 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。 

[次へ] をクリックします。 

12. 構成データベース設定 を設定します。 

a. データベース設定 

 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。 

 構成データベース名 ‒ Govermance Automation 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、入力したデータベース サーバーに自動作成

されます。 

b. データベース証明書 ‒ SQL Server に接続する際に、Govermance Automation 構

成データベースが使用する認証方法を、Windows 認証または SQL 認証から選択します。 

 Windows 認証 ‒ Windows を利用してユーザーに対する認証を実行したい場

合は、この方法を使用します。. 

 SQL 認証 ‒ 指定したアカウントおよびパスワードによって SQL サーバーが直接ユー

ザー ID を認識します。   

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 サーバーとして設定するこ

とで、データベースの冗長性を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。フェールオーバー 

データベース サーバーの冗長性の確認用詳細データベース設定を構成する前に、データベー

ス サーバーの冗長性確認のため、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。 

[次へ] をクリックします。 

13. 監査データベース設定 を設定し、監査情報、データ、レポートを保存する Governance Automat

ion 監査データベースを構成します。 

 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選択して、Govermance Automation の監査データ

ベース名を入力します。データベースが存在しない場合、入力したデータベース サーバーに自

動作成されます。 
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 Govermance Automation 構成データベースとして別のデータベースを指定するには、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外し、以下の情報を入力します。  

o 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。  

o 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、入力したデータベース サーバーに自動作成

されます。  

o データベース証明書 ‒ SQL Server に接続する際に、Govermance Automati

on 監査データベースが使用する認証方法を、Windows 認証または SQL 認証か

ら選択します。 

 Windows 認証 ‒ Windows を利用してユーザーに対する認証を実行し

たい場合は、この方法を使用します。. 

 SQL 認証 ‒ 指定したアカウントおよびパスワードによって SQL サーバーが

直接ユーザー ID を認識します。  

o 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 Gov

ernance Automation 監査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

として設定することで、データベースの冗長性を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑

えます。フェールオーバー データベース サーバーの冗長性の確認用詳細データベース

設定を構成する前に、データベース サーバーの冗長性確認のため、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。 

[次へ] をクリックします。 

14. インストール概要 インターフェイスには、構成済みのインストール情報が表示されます。インストール概

要を十分に確認し、以下のオプションを選択して構成を続けます。 

 [応答ファイルを生成する] をクリックし、Governance Automation 自動インストールの

応答ファイルを生成して指定の場所に保存します。ファイル名を保存する前に編集することも

可能です。 

 [戻る] をクリックすると、構成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、セットアップ マネージャーを終了します。 
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UnattendedInstallation.dll ファイルのインポート 

自動インストールを実行する前に、UnattendedInstallation.dll ファイルを Windows PowerShell 

にインポートする必要があります。応答ファイル パスにアクセスできるものである限り、ファーム内のどのサーバーを

使用することもできます。 

UnattendedInstallation.dll ファイルのインポート方法には、以下の 2 種類が存在します。 

 UnattendedInstallation.dll ファイルを手動でインポートする場合は、以下の手順に従ってくだ

さい。 

a. Governance Automation パッケージが存在するサーバーで、[スタート] > [Window

s PowerShell] の順に進みます。Windows PowerShell を右クリックして [管理者

として実行] を選択します。 

b. ディレクトリ ...UnattendedInstall\PowerShellModules を入力します。これは Gover

nance Automation パッケージに存在する PowerShellModules フォルダーのディレク

トリです。 

c. 次のコマンドを入力します。 

Import-Module ...\UnattendedInstall\PowerShellModules\Unatten

dedInstallation.dll 

d. Enter キーを押して、UnattendedInstallation.dll ファイルをインポートします。 

 UnattendedInstallation.dll ファイルを自動でインポートする場合は、以下の手順に従ってくだ

さい。 

a. ディレクトリ ...UnattendedInstall\PowerShellModules に移動します。 

b. UnattendedInstallationLauncher.bat ファイルを右クリックして [管理者として実

行] を選択しします。 

インストール コマンド 

Governance Automation をリモートでインストールする際に利用する Governance Automation 自

動インストール コマンドは Install- GovernanceAutomation です。 

例:  
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Install- GovernanceAutomation -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\Gove

rnanceAutomation -Password "Ave" -PackageFilesFolder "C:\Governance _Automati

on" –AnswerFilePath "C:\AnswerFile.xml" -RemoteTempPath "C:\TempFolder" 

各パラメーターの詳細情報については、以下の表を参照してください。 

パラメーター タイプ 説明 

-TargetName 必須 Governance Automation をインストールするマシ

ンのホスト名または IP アドレスです。 

 

*注意: localhost またはループバック アドレス 12

7.0.0.1 を TargetName の値として入力するこ

とはできません。ホスト名を使用する場合、ドメイン ネ

ーム システム (DNS) クエリを使用するか、NetBIO

S 名の解決技術を使用するかのいずれかの方法で、

入力したコンピュータの名前がローカル ホスト ファイル

を介して解決されることを確認してください。 

-Username 必須 Governance Automation をインストールするマ

シンへのアクセスに使用するユーザー名です。ユー

ザー名の形式は [ドメイン￥ユーザー] となります。 

 

ユーザー権限は次のとおりです。 

 ユーザーが対象マシンのローカル管理者である

場合は、直接使用することができます。Usern

ame パラメーターとして .\administrator 

を入力します。 

 ユーザーが対象マシンのドメインに所属している

場合、ドメイン ユーザーを対象マシンの Adm

inistrators グループに追加する必要があり

ます。 

ユーザーは RemoteTempPath パラメーターで使

用したパスへのフル コントロール権限を持っている必

要があります。 
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パラメーター タイプ 説明 

-Password 必須 上記のユーザーのパスワードです。  

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれてい

る場合、パスワードが引用されます。 

-PackageFilesFolder 必須 コマンドを実行するマシン上のローカル パスです。Doc

Ave Governance Automation 自動インストー

ル パッケージがこのパスに保存されています。パスの形

式は[C:\package] となります。 

 

パスに特定の文字またはスペースが含まれている場

合、パスが引用されます。 

-AnswerFilePath 必須 応答ファイルを保存するローカル パスです。  

 

パスは応答ファイル名まで詳細に指定する必要があり

ます。例 C:\AnswerFile.xml 

-RemoteTempPath 必須 DocAve Governance Automation 自動インス

トール パッケージのインストール先マシンのローカル パ

スです。パスの形式は[C:\temp] となります。 

 

パスは DocAve Governance Automation の

自動インストール中に生成される一時ファイルの

保存に使用します。自動インストールが完了すると

一時ファイルは削除されます。 

-Log オプション オプション パラメーターです。自動インストールのログは

指定したパスに .txt ファイルとして保存されます。 

 

このパラメーターで指定するパスはログ名まで詳細に

指定する必要があります。例: C:\AnswerFile.x

ml 

 

入力したログ ファイルが存在しない場合は自動的に

生成されます。  
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パラメーター タイプ 説明 

-UseIPv6forCommunica

tion 

オプション これは、コマンドを実行するマシンと DocAve G

overnance Automation のインストール先マ

シン間での通信方法を指定するために使用する

オプション パラメーターです。TargetName パラ

メーターに IPv6 アドレスが使用される場合、このパラ

メーターを入力する必要があります。 

 

*注意: このパラメーターを使用する場合、インストー

ル先マシンおよびこのコマンドを実行するマシンで IPv

6 がサポートされている必要があります。 
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Governance Automation のインストール (オプショ

ン) 

Governance Automation プラットフォームのインストール後、複数の Governance Automation 追加

コンポーネントをインストールすることができます。これらのコンポーネントは必要ではありませんが、お使いの Gov

ernance Automation エクスペリエンスを向上できるため、インストールの実行が推奨されます。 

DocAve Governance Automation Web パーツのインスト

ール 

DocAve Governance Automation Web パーツは、SharePoint サイト内のビジネス ユーザー インター

フェイスに埋め込まれます。このコンポーネントを使用すると、SharePoint ユーザーは SharePoint 環境を終

了せずに、Governance Automation へ簡単にアクセスすることができます。 

*注意: 対象ユーザーは、この Web パーツがインストールされているサイトへのアクセス権を持っている必要が

あります。 

Governance Automation Web パーツを正しく使用するには、Governance Automation Web サイ

トをホストする証明書がお使いのマシンに完全に信頼されている必要があります。詳細については IIS マネージ

ャーでの証明書の変更 を参照してください。 

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

開 

コマンド プロンプトまたは Windows PowerShell を経由して、Governance Automation Web パーツ

を SharePoint に追加することができます。展開方法については、以下のセクションを参照してください。 

コマンド プロンプト経由での展開 

コマンド プロンプトを経由して Governance Automation Web パーツ ソリューションを展開する方法につい

ては、以下の説明を参照してください。 
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1. [スタート] > [ファイル名を指定して実行] の順に進み、[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\14\BIN  

 

図 1: CMD 経由での 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入力します。 

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

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

 

図 2: CMD 経由での DocAve Governance Automation Web パーツ ソリューションの展開 

(2) 

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 の順に進み、GAW

ebPart.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. [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。 

Windows PowerShell 経由での展開 

Windows PowerShell を経由して Governance Automation Web パーツ ソリューションを展開する

方法については、以下の説明を参照してください。 
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1. SharePoint サーバーの全体管理が存在するサーバーで、[スタート] をクリックして Windows Po

werShell を検索します。 

2. [Windows PowerShell] を右クリックして [管理者として実行] を選択して実行します。 

3. Windows PowerShell スナップインがインストールされていない場合は、次のコマンドを入力します。 

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -EA 0 

 

図 3: Windows PowerShell 経由での DocAve Governance Automation Web パーツ 

ソリューションの展開 (1) 

4. Enter キーを押して、次のコマンドを入力します。 

Add-SPSolution 

 

図 4: Windows PowerShell 経由での 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、Windows PowerShell でソリューション ファイルのパスを入力します。 

6. LiteralPath フィールドで、ソリューション ファイルのパスを入力します。 

 

図 5: Windows PowerShell 経由での DocAve Governance Automation Web パーツ 

ソリューションの展開 (3) 
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*注意: C:\GAWebPart.wsp はソリューションの保存先のパスに置き換える必要があります。既

定では、.wsp ファイルは Governance Automation がインストールされたサーバー上のディレクト

リ ...\AvePoint\GovernanceAutomation\Sharepoint Solutions に保存されています。 

7. Enter キーを押すと、ソリューション名、ソリューション ID および展開状態が表示されます。このソリュ

ーションがソリューション ストアに追加されます。 

 

図 6: Windows PowerShell 経由での DocAve Governance Automation Web パーツ 

ソリューションの展開 (4) 

8. [SharePoint 2010 サーバーの全体管理] > [システム設定] > ファーム管理 の順に進み、G

AWebPart.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。 

9. [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。 

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 パーツを追加する方法については、以下の説明を参照し

てください。Web パーツを追加するサイト コレクションに移動します。 

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 に移動します。 

2. DocAve Governance Automation Web パーツ機能を選択して [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 の順に進みます。 

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 パーツの追加後、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。 
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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。  
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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。 

Governance Automation サイト ディレクトリ Web パーツを正しく表示するには、Governance Autom

ation Web サイトをホストする証明書がお使いのマシンに完全に信頼されている必要があります。詳細情報

については、IIS マネージャーでの証明書の変更 を参照してください。 

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 

コマンド プロンプトまたは Windows PowerShell を経由して Governance Automation サイト ディレク

トリ Web パーツを SharePoint に追加する方法については、以下の説明を参照してください。 

コマンド プロンプト経由での展開 

コマンド プロンプトを経由して Governance Automation サイト ディレクトリ Web パーツ ソリューションを

展開するには、次の手順を完成してください。 

1. スタート > ファイル名を指定して実行 の順に進み、[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\14\BIN 

 

図 7: 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。 
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stsadm.exe -o addsolution -filename C:\GASubSiteDirectory.wsp 

 

図 8: 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 をソリューションの保存先の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 の順に進み、[ファー

ム ソリューションの管理] をクリックすると、GASubSiteDirectory.wsp が表示されています。 

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。 

Windows PowerShell 経由での展開 

Windows PowerShell を経由して Governance Automation サイト ディレクトリ Web パーツ ソリュー

ションを展開する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. SharePoint サーバーの全体管理が存在するサーバーで、[スタート] をクリックして Windows Po

werShell を検索します。 

2. [Windows PowerShell] を右クリックして [管理者として実行] を選択して実行します。 

3. Windows PowerShell スナップインがインストールされていない場合は、次のコマンドを入力します。 

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -EA 0 

 

図 9: Windows PowerShell 経由での 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) 

4. Enter キーを押して、次のコマンドを入力します。 
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Add-SPSolution 

 

図 10: Windows PowerShell 経由での 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) 

5. Enter キーを押し、Windows PowerShell でソリューション ファイルのパスを入力します。 

6. LiteralPath フィールドで、ソリューション ファイルのパスを入力します。 

 

図 11: Windows PowerShell 経由での 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 (3) 

*注意: C:\GASubSiteDirectory.wsp をソリューションの保存先のパスに置き換える必要があ

ります。既定では、.wsp ファイルは Governance Automation がインストールされたサーバー上の

ディレクトリ ...\AvePoint\GovernanceAutomation\Sharepoint Solutions に保存されて

います。 

7. Enter キーを押すと、ソリューション名、ソリューション ID および展開状態が表示されます。このソリュ

ーションがソリューション ストアに追加されます。 

 

図 12: Windows PowerShell 経由での 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 (4) 
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8. SharePoint 2010 サーバーの全体管理 > システム設定 > ファーム管理 の順に進み、[ファー

ム ソリューションの管理] をクリックすると、GASubSiteDirectory.wsp が表示されています。 

9. [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 パーツを追加する方法については、以下の説明を参照し

てください。Web パーツを追加するサイト コレクションに移動します。 

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 に移動します。 

2. DocAve Governance Automation サイト ディレクトリ Web パーツ機能を選択して、[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 の順に進みます。 

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 パーツの追加後、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. [表示する行数] 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選択しま

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。 
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Governance Automation アプリのインストール 

SharePoint 2013 用アプリの Governance Automation アプリを使用すると、SharePoint エンドユー

ザーは SharePoint 環境を終了せずに、Governance Automation へ簡単にアクセスすることができま

す。Governance Automation アプリを構成すると、複数のアプリ パーツが SharePoint サイトで使用でき

るようになります。 

Governance Automation アプリのプレインストール チェックリスト 

Governance Automation アプリを構成する前に、以下の条件が満たされていることを確認してください。 

 Governance Automation がインストール済みである 

 このアプリを実行するサーバーに SharePoint 2013 オンプレミスがインストール済みである 

 Governance Automation アプリを追加する SharePoint サイトが作成済みである 

アプリをホストする環境の準備 

SharePoint 2013 オンプレミス環境で Governance Automation アプリをインストールする前に、この環

境をアプリをホストできるように構成する必要があります。ingGovernance Automation アプリをホストする

環境の準備については、以下のセッション内の説明を参照してください。 

DNS でのドメイン名の構成 

Governance Automation アプリをホストするには、ドメイン名サービス (DNS) で新しいドメイン名を構成

する必要があります。ドメイン名の構成方法については、以下の説明を参照してください。http://technet.m

icrosoft.com/ja-jp/library/fp161236.aspx (見出し DNS でのドメイン名の構成 (すべてのホステ

ィング オプション)) 

SharePoint サービス アプリケーションとインスタンスの開始 

既に SharePoint 2013 オンプレミス環境でアプリを使用している場合は、このセクションをスキップしてくださ

い。 

これらの手順を実行するユーザーは Active Directory ドメイン ユーザー、ローカル Administrators グル

ープのメンバー、SharePoint ファーム管理者 グループのメンバーであル必要があります。また Web フロントエ

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/fp161236.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/fp161236.aspx
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ンド サーバーに対して フル コントロール を持ち、アプリの展開先となるサイト コレクションへのアクセス権限を持

っている必要があります。 

まず以下の手順を実行して、適切なサービスが実行中であることを確認してください。 

1. スタート > すべてのプログラム > Microsoft SharePoint 2013 Products > SharePoi

nt 2013 サーバーの全体管理 の順に移動します。 

2. アプリケーション構成の管理 配下の [サービス アプリケーションの管理] をクリックします。 

3. サービス アプリケーションの管理 ページで、次の 2 件のサービス アプリケーションが作成されているこ

とを確認します。 

 App Management Service 

 Subscription Settings Service Application 

4. 画面左側の [システム設定] をクリックします。 

5. サーバー 配下の [サーバーのサービスの管理] をクリックします。 

6. サーバーのサービス ページで、次の 2 件のサービス インスタンスの状態が 開始済み であることを確

認します。開始済み でない場合は、[開始] をクリックして開始します。 

 App Management Service 

 Subscription Settings Service Application 

7. これら 2 件のサービス アプリケーションが存在しない場合は、Subscription Settings Service お

よび App Management Service Application を作成します。サービス アプリケーションの作成に

関する詳細情報については、次の説明を参照してください。http://technet.microsoft.com/ja-j

p/library/fp161236.aspx (チャプター Subscription Settings Service および App M

anagement Service アプリケーションの構成) 

アプリ URL の構成 

Governance Automation アプリを追加する前に、アプリ URL を構成する必要があります。アプリ URL を

構成するには、次の手順を完成してください。 

1. SharePoint サーバー上で、スタート > すべてのプログラム > Microsoft SharePoint 2013 

Products > SharePoint 2013 サーバーの全体管理 の順に進みます。 

2. 画面左側の [アプリ] をクリックします。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/fp161236.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/fp161236.aspx
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3. アプリ管理 配下の [アプリ URL の構成] をクリックします。アプリ URL の構成 インターフェイスが

表示されます。 

4. アプリ ドメイン テキスト ボックスに、DNS でのドメイン名の構成 で構成したドメイン名を入力します。 

5. アプリのプレフィックス テキスト ボックスに、アプリの URL プレフィックスの名前を入力します。 

6. [OK] をクリックして構成を保存します。 

アプリ URL の構成方法の詳細については、次の説明を参照してください。http://technet.microsoft.co

m/ja-jp/library/fp161236.aspx (チャプター 使用するアプリ URL の構成) 

アプリ カタログの設定 

アプリ カタログ サイト コレクションは、アプリを保存する場所です。これらのアプリは、アプリ カタログ サイト コレク

ションが位置する Web アプリケーションの配下にあるサイトであればどこにでも追加することができます。アプリ カ

タログ サイト コレクションを表示・操作できるのは、ファームの管理者 グループのメンバーのみです。  

SharePoint 2013 アプリ カタログの構成については、以下の説明を参照してください。 

1. SharePoint サーバー上で、スタート > すべてのプログラム > Microsoft SharePoint 2013 

Products > SharePoint 2013 サーバーの全体管理 の順に進みます。 

2. アプリ 配下の [アプリ カタログの管理] をクリックします。 

3. アプリ カタログの管理 ページで、アプリ カタログ サイト コレクションを作成する Web アプリケーション

を選択します。 

4. 新しいアプリ カタログ サイトを作成する を選択します。[OK] を選択すると、アプリ カタログの作

成 ページが表示されます。 

5. 新しいアプリ カタログ サイト コレクションの作成に必要な設定を構成します。 

a. タイトル テキスト ボックスに、アプリ カタログ サイト コレクションのタイトルを入力します。 

b. 説明 テキスト ボックスに、サイト コレクションの説明を入力します。 

c. URL テキスト ボックスに、サイト コレクションの URL を入力します。 

d. サイト コレクション管理者 (プライマリ) セクションの ユーザー名 テキスト ボックスに、カタログ

の管理者となるユーザーを入力します。 

*注意: ここで入力できるユーザーは 1 人のみです。セキュリティ グループは使用できません。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/fp161236.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/fp161236.aspx
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e. エンド ユーザー セクションの ユーザー/グループ テキスト ボックスに、カタログを参照できるユ

ーザーまたはグループの名前を入力します。 

*注意: ここで追加されるユーザーまたはグループは、アプリ カタログ サイト コレクションに対す

る閲覧アクセスを持ちます。複数のユーザー名およびセキュリティ グループを追加することができ

ます。自分のサイト コレクションからアプリ カタログを閲覧する必要のあるユーザーは、エンド ユ

ーザーとして追加する必要があります。ユーザーがアプリをサイトに追加する場合、ユーザーは

既定でファーム管理者である必要があります。 

f. クォータ テンプレートの選択 ドロップダウン リストから、サイトで使用するクォータ テンプレート

を選択します。 

g. [OK] をクリックしてアプリ カタログ サイト コレクションを作成します。 

*注意: 各 Web アプリケーションにアプリ カタログ サイト コレクションが存在する必要があります。Governanc

e Automation アプリを他の Web アプリケーションに追加する場合は、各 Web アプリケーションがアプリ カタ

ログ サイト コレクションを持っている必要があります。  

Governance Automation アプリの登録 

お使いの Web ブラウザーで作成済みのアプリ カタログ サイト コレクションを開き、layouts/ の後の文字を 1

5/appregnew.aspx に置き換えます。以下は例です。  

アプリ カタログ サイト コレクション URL:http://server/_layouts/15/start.aspx#/ 

更新済みの URLhttp://server/_layouts/15/appregnew.aspx 

更新済みの URL にアクセスすると、新しいページが表示されます。このページで以下のアプリ情報を構成しま

す。 

1. アプリ ID – テキスト ボックスに EC72749B-68C8-411A-B535-D4490AD6201F と入力し

ます。 

2. アプリ シークレット – テキスト ボックスに TcdbE+84c3X1ne3AhH9NYra2r7RN2NILJe

KyTYsdWQk= と入力します。 

3. タイトル – Governance Automation と入力します。 

4. アプリ ドメイン – Governance Automation サーバーのホスト名を入力します。 

5. リダイレクト先の URI – 次の形式で URL を入力します。 
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https://GAHost:GAPort/App/home/Index 

 GAHost – お使いの Governance Automation サーバーのホスト名です。 

 GAPort – お使いの Governance Automation Web サイトのポート番号です。 

6. [作成] をクリックしてアプリを登録します。 

アプリ ファイルの変更 

.app ファイルを変更する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation サーバーで、...\AvePoint\GovernanceAutomation\ShareP

oint Solutions に移動します。 

2. AppPart.app ファイルをサーバー上の指定の場所にコピーします。 

3. AppPart.app ファイルの保存先へ移動します。ファイルを右クリックして [名前の変更] を選択しま

す。 

4. ファイルの拡張子 .app を.zip に変更します。 

5. AppPart.zip ファイルを解凍します。 

6. 解凍済みフォルダーで AppManifest.xml ファイルをを右クリックして [編集] を選択します。 

7. 属性 <StartPage> の https://ga.thake.com をお使いの Governance Automation 

Web サイト URL に変更します。 

 

図 13: AppManifest.xml ファイルの変更 

8. AppManifest.xml ファイルを保存して閉じます。 

9. ファイル名が elements で始めるファイルをすべて編集します。各ファイルで https://ga.thake.

com を検索し、お使いの Governance Automation Web サイト URL に変更します。 
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図 14: エレメント ファイルの変更 

10. 各ファイルを保存して閉じます。 

11. ファイルをすべて変更した後、AppPart フォルダー内のフォルダーおよびファイルをすべて選択し、右クリ

ックして 送る > 圧縮 (zip 形式) フォルダー を選択します。ZIP ファイルの名前を入力します。 

12. ZIP ファイルの名前を変更します。ファイルの拡張子 .zip を .app に変更します。 

アプリ カタログへの Governance Automation アプリのアップロード 

Governance Automation アプリを SharePoint サイトに追加する前に、Governance Automation 

アプリをアプリ カタログ サイト コレクションへアップロードする必要があります。  

Governance Automation アプリをアプリ カタログ サイト コレクションへアップロードする方法については、以

下の説明を参照してください。 

1. アプリ カタログの設定 で作成したアプリ カタログ サイト コレクションに移動します。 

2. 画面左側の [SharePoint 用アプリ] をクリックします。 

3. SharePoint 用アプリ インターフェイスで [新しいアプリ] をクリックします。 

4. ドキュメントの追加 ウィンドウで、[参照...] をクリックし、アプリ ファイルの変更 で構成した .app ファ

イルを選択します。 

5. [OK] をクリックしてファイルをアップロードします。 

Governance Automation Web サイト認証の構成 

Governance Automation アプリにアクセスする SharePoint ユーザーは、Governance Automation 

Web サイトへのアクセス権を持っている必要があります。SharePoint 内では、SharePoint ユーザーが Go

vernance Automation アプリにアクセスする際、アプリはユーザーの情報を取得できません。  
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ユーザーがアプリへのアクセス権を持っているかどうかを確認するには、IIS マネージャーで Governance Auto

mation Web サイト認証を構成する必要があります。Governance Automation は Windows 認証経

由でローカル マシンのユーザー情報を取得し、ユーザーが Governance Automation へのアクセス権を持っ

ているかどうかを確認します。 

IIS マネージャーで Governance Automation Web サイト認証を構成する方法については、以下の説明

を参照してください。 

1. Governance Automation サーバーで、[スタート] > [管理ツール] > [インターネット インフォ

メーション サービス (IIS) マネージャー] の順に進みます。 

2. 画面左側でローカル ホスト名をダブルクリックします。 

3. サイト ノードを展開して [Governance Automation] をクリックします。 

4. 画面中央部で [認証] をダブルクリックします。 

5. Windows 認証 の状態が 有効 であることを確認します。他の状態である場合は、[Windows 

認証] を右クリックして [有効にする] を選択します。 

6. 匿名認証 の状態が 無効 であることを確認します。他の状態である場合は、[匿名認証] を右クリッ

クして [無効にする] を選択します。 

*注意: 上記の Governance Automation Web サイト認証の構成完了後、初めて Governance Au

tomation Web サイトにログインする際に Windows 認証ポップアップ ウィンドウが表示されます。現在のユ

ーザー名およびパスワードを入力すると、指定のアカウントが存在しないことを告知するポップアップ ウィンドウが

表示されます。この問題は、IIS で構成された認証と、DocAve で構成された認証との差によって発生しま

す。これは、両方が Windows 認証を使用している場合でも発生します。ポップアップ ウィンドウで [OK] をク

リックして現在のアカウント情報を入力し、認証方法を選択して [ログイン] をクリックします。Governance A

utomation へログインします。 

SharePoint サイトへの Governance Automation アプリの追加 

Governance Automation アプリを SharePoint サイトへ追加するユーザーは、以下の権限を持っている

必要があります。 

*注意: システム アカウントを使用する場合は、Governance Automation アプリを SharePoint サイトへ

追加できません。 
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 ファーム管理者 グループまたはローカル Administrators グループのメンバー 

 Governance Automation アプリが追加されるサイトへの フル コントロール 権限 

 アプリ カタログ サイト コレクションに対する 読み取り 以上の権限 

アプリ カタログ サイト コレクションから同 Web アプリケーション配下の SharePoint サイトに、Governance 

Automation アプリを追加する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation アプリの追加先となる SharePoint サイトに移動します。 

2. サイトの右上の [設定] ( ) ボタンをクリックし、[アプリの追加] をクリックします。[自分のアプリ] 

ページが表示されます。 

3. 画面左側で、[組織から] をクリックして Governance Automation アプリ カタログから Governa

nce Automation アプリを追加します。 

4. アプリの検索 検索テキスト ボックスに Governance Automation と入力して Enter キーを押

します。 

5. [Governance Automation] をクリックします。 

6. [追加] をクリックして Governance Automation アプリをこのサイトに追加します。 

7. Governance Automation を信頼するかどうか確認するメッセージが表示される場合は、[信頼す

る] をクリックします。 

サイトへの Governance Automation アプリの追加が完了し、Governance Automation リンクがサ

イド リンク バーに追加されます。Governance Automation リンクをクリックすると、新しいページが表示さ

れます。既定では、以下のタイルがページに表示されます。 

 要求の開始 

 個人用要求の表示 

 個人用タスクの表示 

 パブリック サイト コレクション ディレクトリ 

 個人用サイト 

*注意: Governance Automation アプリでは モニターとレポート が使用できません。 
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タイルをこのページで非表示にするには、Governance Automation > 設定 > 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 でタイルの選択を解除します。詳細については、ビジネス ユーザーに対す

るサイト コレクションの表示・非表示  を参照してください。 

Governance Automation アプリ パーツの挿入 

Governance Automation アプリは、SharePoint サイトに挿入可能な Web パーツを提供します。 

Governance Automation アプリ パーツをサイトに挿入する方法については、以下の説明を参照してくださ

い。 

1. このサイトのホームページに移動して、リボン上で [ページ] タブをクリックします。 

2. ページ タブで、[編集] をクリックします。 

3. [挿入] タブをクリックして [アプリ パーツ] をクリックします。 

4. パーツ セクションには、以下の Governance Automation アプリのアプリ パーツが表示されます。 

 個人用要求 – ログイン ユーザーが保存したリクエストと送信したリクエストを保存します。 

 個人用サイト コレクション - ログイン ユーザーが管理責任を持つサイト コレクションを表示し

ます。 

 個人用サイト – ログイン ユーザーが管理責任を持つサイトを表示します。 

 個人用タスク – ログイン ユーザーにアサインされたタスクを表示します。 

 パブリック サイト コレクション – 共有としてタグ付けされており、Governance Automatio

n で管理されているすべてのサイト コレクションを表示します。 

 サイト ディレクトリ – Governance Automation で管理されている、サイト コレクションの

中に存在するサイトを表示します。 

 サイト情報カード – サイトの所有者・分類・ポリシー・利用可能な要求などの、サイトに関す

る情報を表示します。 

*注意: このアプリ パーツは、サイト コレクションのトップ レベル サイトまたはサイトに挿入するこ

とができます。トップ レベル サイトで、アプリ パーツがサイト コレクションの情報を表示します。サ

イトでは、アプリ パーツがサイトの情報を表示します。 

 要求の開始 - Governance Automation サービス要求の開始に使用されます。 

5. アプリ パーツを選択し、[追加] をクリックしてサイトに追加します。 
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6. リボン上で [保存] を選択して構成を保存します。 
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Governance Automation ポリシー バー ソリューションの展開 

サイト コレクション ポリシーでサイト ポリシー バー機能を使用するには、Governance Automation ポリシー 

バー ソリューションを展開する必要があります。 

ソリューション GAPolicyBar.wsp は Governance Automation サーバー上のディレクトリ...\AvePoi

nt\GovernanceAutomation\SharePoint Solutions に存在しています。SharePoint Web フロント 

エンド サーバーでソリューションを展開するには、まず、GAPolicyBar.wsp を SharePoint Web フロント 

エンド サーバーにコピーします。 

ソリューションを展開する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. SharePoint サーバー上で、SharePoint 2013 管理シェル に移動します。右クリックして [管理

者として実行] を選択します。 

2. 次のコマンドを入力します。 

stsadm –o addsolution –filename "C:\Program Files\AvePoint\GovernanceAuto

mation\SharePoint Solutions\GAPolicyBar.wsp 

*注意: C:\Program Files\AvePoint\GovernanceAutomation\SharePoint Solution

s\ をソリューション GAPolicyBar.wsp の保存先のパスに置き換える必要があります。  

3. 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。 

4. SharePoint の [サーバーの全体管理] > [システム設定] > [ファーム管理] の順に進み、[ファ

ーム ソリューションの管理] をクリックします。 

5. [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。 

6. サイト ポリシー バーの追加先となるサイト コレクションに移動します。  

7. [設定] > [サイトの設定] > [サイト コレクションの管理] > [サイト コレクションの機能] の順に

進みます。 

8. Governance Automation ポリシー バー の隣にある [アクティブ化] をクリックします。  
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インストール後の操作 

初めてインストールする場合、DocAve との間、そしてお使いのファーム内で通信が正常に実行されることを保

証するために、Governance Automation の設定を変更・構成する必要があります。各セクションの説明を

参照して操作を実行してください。 

DocAve 秘密キーに対するフル コントロール権の許可 

Governance Automation と DocAve コントロール サービスとの通信には、Governance Automatio

n ワークフロー サービス、Governance Automation タイマー サービス、アプリケーション プールのサービス ア

カウントが DocAve 秘密キーに対するフル コントロール権を持っている必要があります。DocAve 秘密キーに

対するフル コントロール権をサービス アカウントに付与する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation がインストールされているサーバーに移動します。 

2. [スタート] > [ファイル名を指定して実行] の順に進み、テキスト ボックスに mmc と入力して [O

K] をクリックします。 

3. ポップアップ ウィンドウで、[ファイル] > [スナップインの追加と削除...] をクリックします。 

4. 画面左側で 証明書 を選択して [追加>] をクリックします。 

5. ローカル マシンの コンピューター アカウント を選択し、[次へ] をクリックして [完了] をクリックします。 

6. [OK] をクリックして スナップインの追加と削除 ウィンドウを閉じます。 

7. 画面左側で、証明書 (ローカル コンピューター) ノードを展開して 個人 ノードを展開します。 

8. [証明書] ノードをクリックします。 

9. 画面右側で、証明書 [DocAve] を右クリックして、[すべてのタスク] > [秘密キーの管理] を選

択します。 

10. ポップアップ ウィンドウで、Governance Automation ワークフロー サービス、Governance Auto

mation タイマー サービス、アプリケーション プールのサービス アカウントをそれぞれ選択して、フル コン

トロール の 許可 チェックボックスを選択します。 

11. [適用] をクリックして構成を適用します。 

12. [OK] をクリックしてアプリケーションを保存します。 
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サービス アカウントによる Governance Automation ワークフ

ロー サービス ポートのリッスンの許可 

Governance Automation インターフェイスから要求を送信されると、は、Governance Automation W

eb サイトが要求を Governance Automation ワークフロー サービスへ送信します。要求を受信するには、

Governance Automation タイマー サービスのサービス アカウントが、Governance Automation ワーク

フロー サービスをホストするポートをリッスンする権限を持っている必要があります。サービス アカウントによるワー

クフロー サービスのリッスンを許可する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation がインストールされているサーバーに移動します。 

2. [スタート] > [コマンド プロンプト] の順に進みます。 

3. コマンド プロンプト ウィンドウで、以下の形式でコマンドを入力してください。 

netsh http add urlacl url=http://+:workflowport/Uri/ user=domain\username 

a. workflowport – Governance Automation ワークフロー サービス ポートに置き換え

ます。 

b. Uri – 各サービス タイプの Uri 値に置き換えてください。Uri 値を取得する方法については、

以下の説明を参照してください。 

i. ...\AvePoint\GovernanceAutomation\Config に移動します。 

ii. WorkflowService ファイルを確認して、ファイルをメモ帳で開きます。 

iii. [編集] > [検索] をクリックし、Uri をテキスト ボックスに入力して [次を検索] をク

リックします。コマンドで使用する Uri 値は Uri 属性の値です。 

iv. 上記の手順を繰り返し、サービス カタログで使用される各サービス タイプの Uri 値を

取得します。 

c. domain\username – Governance Automation ワークフロー サービスのサービス 

アカウントを入力します。 

4. Enter キーを押してコマンドを実行します。 

*注意: サービス カタログで使用される各サービス タイプに対してコマンドを実行する必要があります。 

5. [スタート] > [管理ツール] > [サービス] の順に進み、Governance Automation ワークフロー 

サービスを再起動します。 
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IIS マネージャーでの証明書の変更 

ブラウザーを使用して Governance Automation ログイン画面にアクセスすると、証明書エラーが表示され

る可能性があります。証明書エラーを防止するには、IIS マネージャーにアクセスして、Governance Autom

ation Web サイトをホストする証明書を、完全に信頼できる証明書に変更する必要があります。 これにより、

DocAve と Governance Automation の間の通信が中断されず実行可能となります。この証明書は、お

使いの環境内のすべてのエンドユーザー コンピューターによって信頼される必要があります。証明書を変更する

方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation がインストールされたサーバー上で、[スタート] > [管理ツール] > 

[インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー] の順に進みます。 

2. 接続 > サイト をクリックして展開します。 

3. [Governance Automation] を右クリックして [バインドの編集] をクリックします。サイト バイン

ド ウィンドウが表示されます。 

4. バインドをクリックして [編集...] をクリックします。サイト バインドの編集 ウィンドウが表示されます。 

5. SSL 証明書 ドロップダウン リストから、組織内すべてのクライアント マシンに完全に信頼される証明

書を選択します。 

6. [OK] をクリックして構成を保存します。 

7. [閉じる] をクリックして サイト バインド ウィンドウを閉じます。  

8. IIS マネージャーでの証明書の変更に成功した後、2 件の構成ファイルを手動で Governance Aut

omation ディレクトリにコピーしてプロセスを完了する必要があります。その手順の説明については、ユ

ーザー定義証明書の適用 のステップ 1 を参照してください。 

ユーザー定義証明書の適用 

DocAve エージェントおよび Governance Automation をインストールする際にユーザー定義証明書が適

用されている場合、または DocAve 6 エージェント構成ツールおよび Governance Automatio 構成ツー

ルで Built-in 証明書をユーザー定義証明書に変更している場合は、...\AvePoint\DocAve6\Agent

\bin 内の AgentCommonWCFBehaviors.config ファイルおよび ...\AvePoint\GovernanceA

utomation\Config 内の GAControlWCFBehaviors.config ファイルは自動的に更新され、証明

書の更新が反映されまｓす。  
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ただし、...\AvePoint\DocAve6\Agent\bin\GovernanceAutomation 内の AgentCommon

WCFBehaviors.config ファイル、...\AvePoint\GovernanceAutomation\bin\Config 内の G

AControlWCFBehaviors.config ファイルは手動で更新する必要があります。  

.config ファイルを手動で更新する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. DocAve エージェントが存在しているサーバーで、...\AvePoint\DocAve6\Agent\bin に移動

します。 

2. AgentCommonWCFBehaviors.config ファイルを確認し、ファイルを右クリックして [コピー] 

を選択します。 

3. ...\AvePoint\DocAve6\Agent\bin\GovernanceAutomation に移動して、コピーされた .

config ファイルをこのディレクトリに貼り付けます。 

4. ファイルの置換の確認 ウィンドウが表示されます。[はい] をクリックして続行します。 

5. Governance Automation がインストールされたサーバーで、...\AvePoint\GovernanceAuto

mation\Config に移動します。 

6. GAControlWCFBehaviors.config ファイルを確認し、ファイルを右クリックして [コピー] を選択

します。 

7. ...\AvePoint\GovernanceAutomation\bin\Config に移動して、コピーされた .config ファ

イルをこのディレクトリに貼り付けます。 

8. ファイルの置換の確認 ウィンドウが表示されます。[はい] をクリックして続行します。 
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Governance Automation ライセンスの適用 

Governance Automation ライセンスは DocAve のコントロール パネルのライセンス マネージャーを介して

適用されます。新しい Governance Automation ライセンスを適用する方法については、以下の説明を参

照してください。 

1. DocAve にログインして、[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 ファイルのコンテンツの抽出先を参照します。 

3. ライセンスを選択して [開く] をクリックします。 

4. リボン上で [OK] をクリックし、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 が自動的に有効となり、使用できるようになります。 

Governance Automation への初回ログイン 

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

トを使用する必要があります。 

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 

認証タイプの構成 

AD 認証および Windows 認証の構成の詳細については、以下のセクションを参照してください。 

AD 認証の構成 

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 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。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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Windows 認証を既定のログイン方法として設定する 

Governance Automation では、Windows 認証を既定のログイン方法に設定することができます。これに

より、お使いの Windows アカウントを使用して、Governance Automation に自動的にログインすること

ができます。 

Windows 認証を既定の Governance Automation へのログイン方法として設定する方法については、

以下の説明を参照してください。 

1. DocAve コントロール サービスがインストールされているサーバーに、Windows 認証役割サービスを

インストールします。(役割が既にインストールされている場合は、この手順をスキップしてください。) 

a. [スタート] > [管理者ツール] > [サーバー マネージャー] に移動します。 

b. [役割] をクリックします。 

c. 画面右側で [役割サービスの追加] をクリックします。役割サービスの追加 ウィンドウが表示

されます。 

d. Windows 認証 チェックボックスを選択します。 

e. [次へ] をクリックして設定を適用します。 

f. [インストール] をクリックして Windows 認証 役割サービスをインストールします。 

2. DocAve コントロール サービスがインストールされているサーバー上で、Windows 認証を有効にしま

す。 

a. [スタート] > [インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー] の順に進

みます。 

b. お使いの接続をクリックして [認証] をダブルクリックします。 

c. [Windows 認証] を右クリックして [有効にする] をクリックします。 

3. DocAve マネージャーで Windows 認証を構成します。 

a. [コントロール パネル] > [認証マネージャー] の順に進みます。  

b. リボン上で [Windows 認証] をクリックします。 

c. 認証の種類で NTLM を選択します。 

d. [OK] をクリックして構成を保存し、認証マネージャー のホームページに戻ります。 
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e. Windows 認証 フィールドで、[既定に設定] をクリックします。 

4. お使いの Web ブラウザーでユーザー認証を構成します。 

a. Internet Explorer で、[ツール] > [インターネット オプション] > [セキュリティ] の順に

進みます。 

b. インターネット ゾーンで [レベルのカスタマイズ...] をクリックします。 

c. ユーザー認証 セクションで、現在のユーザー名とパスワードで自動的にログオンする を選択

します。 

d. [OK] をクリックしてインターネット ゾーン構成を保存します。 

e. [適用] をクリックして変更を適用します。 

f. [OK] をクリックしてセキュリティ構成を保存します。 

この操作により、Windows 認証が既定の Governance Automation へのログイン方法に設定されまし

た。 

Governance Automation にアクセスすると、Governance Automation は Windows アカウントを使

用して自動的にログオンし、ホームページに直接移動します。 

メール通知設定の構成 

Governance Automation メール通知は DocAve で構成された SMTP 設定を使用します。Governa

nce 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 

内のユーザー通知設定セクションを参照してください。 

SharePoint Online 管理センター・サイト コレクションの登録 

SharePoint Online Standard インスタンスまたは SharePoint Online Dedicated インスタンスで Go

vernance Automation を使用してコンテンツを管理するには、まず、SharePoint Online Standard イ

ンスタンス 管理センターまたは SharePoint Online Standard / Dedicated インスタンス サイト コレクショ

ンに DocAve を登録する必要があります。SharePoint Online Standard インスタンス管理センターおよび 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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SharePoint Online Standard / Dedicated インスタンス サイト コレクションを登録する方法については、

以下の説明を参照してください。 

1. DocAve マネージャーから、 [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。 

*注意: SharePoint Online Standard インスタンス管理センターを登録する場合は、管理センタ

ー URL を サイト コレクション URL 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 全体管理内のサイト コレクションのみを含めることを推奨します。 

DocAve コントロール パネルでの SharePoint サイトの管理の詳細については、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。 

言語、タイム ゾーンと日付・時刻の形式、Office 365 アカウント

設定の構成 

DocAve Governance Automation に初めてログインすると、個人設定の構成 ウィンドウが表示されま

す。個人設定の構成については、以下の説明を参照してください。 

1. 言語 – 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 ゾーンと日付・時刻の形式 – Governance Automation インターフェイスで表示するタイ

ム ゾーン、日付形式、時刻形式を選択します。  

3. Office 365 アカウント – 現在のログオン ユーザーにマッピングされる Office 365 アカウントを入力

します。これにより、現在のユーザーは Governance Automation を使用して SharePoint Onli

ne 内のコンテンツを管理することができるようになります。 

*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。 

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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4. リボン上で [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。 

6. 必要に応じて、今後ログイン時に表示しない チェックボックスを選択すると、Governance Automa

tion にログインする際に個人設定の構成 ウィンドウが表示されないようになります。  

*注意: Governance Automation インターフェイスの右上に表示されるアカウント名をクリックする

と、いつでも個人設定を構成することができます。 
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Governance Automation の使用開始 

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

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

で、説明の掲載順序に従って実行してください。追加の構成 (オプション) については、Governance Autom

ation 構成の追加 を参照してください。 

アカウント マネージャーの構成  

*注意: Active Directory を使用して Governance Automation でユーザー アカウントおよびグループ

を作成するには、DocAve で AD 認証を構成する必要があります。DocAve での AD 認証の構成の詳細

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。 

アカウント マネージャー インターフェイスでは、Governance Automation のユーザー アカウントとグループを

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

定のグループは、以下の 2 種類存在します。 

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

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

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

きます。 

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

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

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

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

表示することが可能になります。 

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

を監視することが可能になります。  

Governance Automation のアカウント マネージャーは、以下の手順に従って構成してください。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。グループ名 や 説明 などの列見出しに表示されたソート 

( ) ボタンをクリックすると、グループをソートします。 

アカウント マネージャー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。Go

vernance Automation のグループの作成については、本ガイド内の 新しいユーザー 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 グループの情報を編集するか、グループ権限の割り当て直しを実行しま

す。Governance Automation のグループの編集については、本ガイド内の 新しいユーザー 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。ユーザー アカウントを追加

および削除することができます。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、ユーザー

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

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

ンターフェイスに戻ります。管理者グループおよびビジネス ユーザー グループを削除することはできませ

ん。 

管理者アカウントの管理 

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

アカウント マネージャー インターフェイスで 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。リボン上で [戻る] をクリックすると、アカウント マネージャー 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。 

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

件数を変更することができます。ユーザー名 や 権限 などの列見出しに表示されたソート ( ) ボタンをクリック

すると、ユーザー アカウントを並べ替えることができます。[昇順] または [降順] を選択します。フィルター ( ) 

ボタンをクリックして権限をフィルターすることもできます。  
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管理者グループ インターフェイスで実行することのできる操作は以下のとおりです。  

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

します。これにより ユーザーの追加 インターフェイスに移動します。 

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

Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

b. 権限 - 該当するラジオ ボタンを確認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、ユーザーは Governance Automation 

内のすべてのファームに対するフル コントロールを持ちます。SharePoint 権限と統合する 

を選択すると、ユーザーはファームに対して SharePoint 内のユーザーと同じ権限を持ちま

す。  

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

を保存せずに、管理者グループ インターフェイスに戻ります。  

 編集 - ユーザー名をクリックしてユーザーを選択し、リボン上で [編集] をクリックすると、管理者の権限

レベルを変更することができます。これにより、ユーザーの編集 インターフェイスに移動します。この管理

者の権限レベルに該当するラジオ ボタンを選択します。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、ユーザーは Governance Automation 内のすべてのファームに対するフル コントロール

を持ちます。SharePoint 権限と統合する を選択すると、ユーザーはファームに対して SharePoint 

内のユーザーと同じ権限を持ちます。 

リボン上で [保存] をクリックすると、変更が保存されます。[キャンセル] をクリックすると、選択したユー

ザーへの変更を保存せずに、管理者グループ 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 - ユーザー名をクリックしてユーザーを選択してから、リボン上で [ユーザ

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

作を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したユーザーを削除

します。[キャンセル] をクリックすると、選択したユーザーを削除せずに管理者グループ 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・管理する

方法については、以下の説明を参照してください。ビジネス ユーザー グループ 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。リボン上で [戻る] を選択すると、アカウント マネージャー インター
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フェイスに戻ります。すべての構成済みビジネス ユーザーが ビジネス ユーザー グループ インターフェイスに一覧

表示されます。この画面では、以下の操作を実行することができます。  

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

ーを追加します。これにより、ユーザーの追加インターフェイスに移動します。テキスト ボックスに、追加す

るユーザー / グループの名前を入力します。Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

に、ビジネス ユーザー グループ 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 - ユーザー名前の  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] をクリックすると、Governance Automation からビジネス ユーザー

を除去することができます。操作を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックする

と、選択したユーザーを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したユーザーを削除せずに ビジ

ネス ユーザー グループ インターフェイスに戻ります。 

新しいユーザー グループの作成 

アカウント マネージャー インターフェイスで Governance Automation の新しいユーザー グループを作成す

る方法については、以下の説明を参照してください。リボン上で [グループの作成] をクリックします。希望のグ

ループを選択して、リボン上で [グループの編集] をクリックすると、構成済みグループを変更することができま

す。これらのグループはレポート、アクティビティ、要求、タスクを表示する権限をビジネス ユーザーに付与するため

に使用されます。  

グループの作成 または グループの編集 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

1. グループ情報 - テキスト ボックスに グループ名 を入力します。必要に応じて グループ説明 を入力

します (説明は必須ではありません)。 

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

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

ウント マネージャー インターフェイスに戻ります。 

ユーザーの追加・削除 

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

で [ユーザーの表示] をクリックします。 

2. このグループ内で、リボン上の [ユーザーの追加] をクリックします。これにより ユーザーの追加 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 / グループの名前を入力します。Enter キーを押して名前が

有効であることを確認します。 

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

加せずにグループ インターフェイスに戻ります。 

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

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

で [ユーザーの表示] をクリックします。 

2. グループ内で、ユーザー名をクリックして希望のユーザーを選択して、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。操作を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。  

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

ーを削除せずに グループ インターフェイスに戻ります。 

ユーザー プロファイル サービスの有効化  

Microsoft SharePoint Server 2010/2013 内の User Profile Service アプリケーションは、ユーザー

情報を中央集約して保存します。User Profile Service は、SharePoint ユーザー プロファイルから部署

情報を自動的に取得することができます。これにより、IT 管理者はサービスで、もしくは要求者がサービス要求

を作成する際に部署を選択する必要がなくなります。 

カスタム データベースを使用してユーザー情報を保存している場合の DocAve Governance Automation 

との同期方法については、カスタム データベースからのユーザー情報の取得 を参照してください。 

Governance Automation のユーザー プロファイル サービスを有効化する操作を実行する場合は、Gover

nance Automation ホームページに移動して、[設定] をクリックしてから [ユーザー プロファイル サービス] 

をクリックします。   

ユーザー プロファイル サービスを有効にする方法については、以下の説明を参照してください。 
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1. ユーザー プロファイル設定 インターフェイスで、ユーザー プロファイル設定を有効にする チェックボック

スを選択すると、Governance Automation を使用して、SharePoint ユーザー プロファイルから

部署情報を取得することができます。 

2. 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。選択したファームがユーザー プロファイル サ

ービスで使用されます。 

3. ユーザー プロファイル サービス名 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。 

*注意: 選択したファームに関連付けられているユーザー プロファイル サービスも読み込まれます。 

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

せずに、設定インターフェイスに戻ります。 

カスタム データベースからのユーザー情報の取得 

カスタム データベースからのユーザー情報を取得する方法については、以下の説明を参照してください。 

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。 

4. ユーザー データには、IdentityName、Department、Manager および IsDeleted の情

報が含まれている必要があります。  

5. DLL ファイルを作成して、...\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 ノードの値を 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。 
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図 15: Global.config ファイルの変更 

9. 保存してファイルを閉じます。 

10. 上記の手順を完了することにより、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することが可能になります。 

部署の構成  

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

ーザーのニーズに対応したサービス カタログを作成し、より良質なサービスを提供することができます。 

SharePoint 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、新しい部署を手動で追加することが

できます。これらの操作については、以下の説明を参照してください。 

SharePoint ユーザー プロファイル サービスからの部署情報の取得 

既存の SharePoint 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方法については、以下の説明を

参照してください。 

1. Governance Automation ホーム ページに移動して [設定] をクリックします。設定 ページで [部

署] をクリックすると、部署の構成を開始します。 

2. 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 ラジオ ボタンをクリッ

クして選択します。  

3. 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ています。ここで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たものです。 

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

に、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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新しい部署の手動追加 

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

1. Governance Automation ホームページに移動して [設定] をクリックします。設定 ページで [部

署] をクリックすると、部署の構成を開始します。 

2. 部署 インターフェイスで 部署の構成 ラジオ ボタンを選択します。 

3. 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。 

4. 値 列見出し配下にあるテキスト ボックスに部署名を入力します。  

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

ボックスの隣にある  ボタンをクリックし、部署名を編集して [更新] リンクをクリックすると、変更が保

存されます。[キャンセル] リンクをクリックすると、変更を保存せずに、編集モードが終了されます。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。 

6. 複数の部署を追加する場合は、上記の手順を繰り返します。 

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

保存せずに、サービスの作成 インターフェイスに戻ります。 

承認プロセスの構成 

承認プロセスを作成・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。  

承認プロセスを表示する方法については、以下の説明を参照してください。 
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 検索 - キーワードで指定した承認プロセスをフィルターします。承認プロセス列および作成者列で、希

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

ます。 

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

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

トに表示させることができます。すべて選択 で [はい] を選択すると、すべての列のチェックボックスが選

択済みになり、すべての列がリストに表示されます。[いいえ] を選択すると、すべての列のチェックボック

スが未選択となり、リストには列が表示されません。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターすることができます。フィルターした

い列に表示されたアイテムのフィルター ( ) ボタンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスをオンに

すると、選択したアイテムがリストに表示されます。 

 

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 承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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

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

セスの編集については、本ガイド内の 承認プロセスの作成・編集 セクションを参照してください。 

 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。操作を確認する

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

[キャンセル] をクリックすると、承認プロセスを削除せずに、承認プロセスの管理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、リボン上で アクティブ化 をクリックします。ア

クティブ化された承認プロセスは、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] を選択します。 
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承認プロセスの作成・編集 

新しい承認プロセスを作成するには、承認プロセス管理 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方法については、以下の説明を参照してください。 

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 (説明は必須ではありません) を該当するテキ

スト ボックスに入力します  

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 – 承認の方法を指定します。 

 承認ステージを使用する – 承認ステージを使用する ラジオ ボタンを選択して、承認ステー

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

ます。 

 自動承認 – 自動承認 ラジオ ボタンを選択すると、この承認プロセスを使用するサービスは

自動的に承認されます。 

 外部ワークフローと統合する - 外部ワークフローと統合する ラジオ ボタンを選択して、外部

ワークフローの統合プロファイルおよび外部ワークフローを選択すると、承認プロセスは選択した

ワークフローに統合されます。 

5. CC – 承認プロセスの開始および終了を通知する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、En

ter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

$ 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。 

 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。 
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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、Gove

rnance 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、継続して ステージ 1 の構成 を実行します。承認のス

テージ 1 について、以下の設定を構成します。 

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

す。必要に応じて、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。 

 役割を指定する場合は、要求を実行するユーザーに関連する承認者の役割を指定

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お勧めします。 

$ 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

選択したすべての役割が要求を承認する必要があります。 

以下のロールは使用可能ですが、ロールが指定されるサービス タイプによりロールが異

なります。 

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。 

 要求者が唯一の承認者である場合、タスクが自動的に承認されま

す。 
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 要求者が承認者であり、順序が 1 人ずつ (連続) である場合

は、要求者に割り当てられるタスクが自動的に承認され、次の承認

者に割り当られるタスクが生成されます。 

 要求者が承認者であり、順序が 全員が同時参加 である場合は、

要求者に割り当られるタスクが自動的に承認されます。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

している場合、承認ステージはその時点で完了とされます。それ以

外の場合は、他の承認者が承認するまで、承認ステージは承認さ

れません。 

 承認ステージが複数であり (かつ要求者が承認者に含まれてお

り)、承認順序が 1 人ずつ (連続) である場合、要求者が生成し

たタスクが自分に割り当てられる前に他の承認者に変更されると、こ

のタスクに対する自動承認は実行されません。  

 タスクにレポート (ユーザー権限のクローン/転送タスク、権限の付与

タスク、権限の除去タスク、手動アーカイブ タスク、権限の洗い替え

タスク) が含む場合は、タスクは自動的に承認されません。要求者

は手動でタスクを承認する必要があります。  

o $ManagerOfRequester – サービス要求者の上司に、タスクの処理が割

り当てられます。 

o $Primary Site Collection Contact – 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 $SecondarySiteCollection Contact – サイト コレクションのサブ連

絡先に、タスクの処理が割り当てられます。サ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 $PrimarySiteContact – サイトのメイン連絡先に、タスクの処理が割り

当てられます。サ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 $Secondary Site Contact – サイトのサブ連絡先に、タスクの処理が

割り当てられます。サ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 $PrimarySiteCollectionAdministrator - サイト コレクションのメ

イン管理者に、タスクの処理が割り当てられます。 
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o $Secondary Site Collection Administrator –サイト コレクショ

ンのサブ管理者に、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 SharePoin

t Online Dedicated インスタンスでは、$SecondarySiteCollectionA

dministrator がサポートされていません。 

o $Farm Administrator – 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 SharePoin

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

トされていません。 

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

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

ステージの承認者のマネージャーに、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 $New Site Collection Contact/Administrator - サイト コレク

ションの連絡先の役割を引き継ぐユーザーです。 

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

連絡先に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $SecondarySiteContactofSource - クローン元ノードのサイトのサ

ブ連絡先に、タスクの処理が割り当てられます。 

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

連絡先に、タスクの処理が割り当てられます。 

o $SecondarySiteContactofTarget - クローン先ノードのサイトのサ

ブ連絡先に、タスクの処理が割り当てられます。 

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

*注意: 既存のサービスもしくはサイト コレクション プロファイルに適用されている

承認プロセスを編集して、サポートされていないロールを既存のサービスもしくはサ

イト コレクション プロファイルに追加する場合は、[保存] もしくは [保存してアク

ティブ化] をクリックすると、変更を保存できません。次のロールが一部のサービ

スまたはポリシーで使用できません (ロール左側の警告アイコンをクリックして
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詳細を表示します) ウィンドウが表示されます。マウス カーソルをロールの左側の

警告 ( ) アイコンの上に置くと、ロールをサポートしていないサービスまたはサイ

ト コレクション プロファイルの名前が表示されます。 

複数の役割を入力する場合は、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 (連続) - 指定したロールのユーザーは、1 人ずつ承認を実行す

る必要があります。要求を却下する承認者がいた場合、それ以降の承認者

には承認要求が通知されません。 

o 全員が同時参加 - 選択した役割のユーザーの全員へ同時に通知します。

要求を却下する役割の承認者が 1 人でもいた場合、要求は却下されま

す。 

*注意: この承認方法を選択する場合、承認者のいずれかが承認した場

合、承認ステージの完了を許可する のチェックボックスを選択することができ

ます。選択したユーザーのいずれかが承認した場合、要求はその時点で完

了とされます。 

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

力することもできます。Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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 (連続) - 指定した役割のユーザーは、1 人ずつ承認を実行する

必要があります。要求を却下する承認者がいた場合、それ以降の承認者に

は承認要求が通知されません。 

o 全員が同時参加 – 選択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。 

 または、承認プロセスのこのステージの承認者として指定される AD グループ名の名

前を入力することもできます。Enter キーを押して名前が有効であることを確認しま

す。タスクが AD グループに割り当てられます。ログインするユーザーが AD グループの

メンバーである場合は、タスクが 個人用タスク インターフェイスに表示されます。AD 

グループのメンバーのいずれかが承認すると、タスクが承認されます。 

複数の AD グループを入力する場合は、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。 
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o 1 人ずつ (連続) - 入力した AD グループは、1 人ずつ承認を実行する必

要があります。第 1 グループのメンバーがタスクを承認すると、タスクは以降の

グループに割り当てられます。要求を却下するグループ ユーザーがいた場合、

それ以降のグループには承認要求が通知されません。 

o 全員が同時参加 – タスクは入力したすべての AD グループに割り当てられ

ます。要求を却下するグループ ユーザーがいた場合、その要求は却下されま

す。 

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

ると、承認者はタスクを他のユーザーに再割り当てすることができます。 

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

当てられたとき、承認者へ通知する チェックボックスおよび 要求が却下されたとき、要求者へ

通知する チェックボックスがオンになっています。要求が承認されたとき、要求者に通知する 

チェックボックスを選択すると、要求が承認される際に要求者に通知することもできます。該当

するドロップダウン メニューから、各通知で使用したいメール テンプレートを選択します。 

*注意: メール テンプレートは 設定 内の メール テンプレート セクションで構成されます。 

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オンにする

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

を、正の整数で入力します。期間の時間単位として [日間] [週間] が選択可能で

す。 

 エスカレーション - ドロップダウン メニューから、エスカレーション後に実行されるアクショ

ンを選択します。 

o 通知 – タスクがエスカレーションされると、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。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。

Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。指定した期間を

過ぎると、このユーザーに通知が送信されます。  

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

割り当てられます。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。このユーザー
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に、タスクの割り当てなおしが実行されます。Enter キーを押して名前が有

効であることを確認します。期間として指定した時間が経過すると、タスクは

このユーザーに割り当てなおされます。また、このユーザーに対し、タスクが割り

当てなおされることを通知するメールが送信されます。 

*注意: タスクの割り当て直しが可能なのは、ユーザー 1 人に対してのみで

す。 

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。  

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異なります。選択可能な

役割は以下のとおりです。 

o Manager Of Approver 

o Manager Of Requester 

o Manager of Source Use 

o Manager of Target User 

 ドロップダウン メニューからこの承認タスクがエスカレートされる際に送信されるメールの 

メール テンプレート を選択します。 

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

10. 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。構成の完了

後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 [保存] をクリックすると、構成をすべて保存し、承認プロセスの作成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、状態をアクティブにします。  

 [キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに、承認プロセスの作成のインターフェイスに戻

ります。  

カスタム承認プロセスの構築 

承認の前後にカスタム ロジックを承認プロセスに追加する方法については、以下の説明を参照してください。 

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

3. WorkflowEvents ノードを検索します。  

4. 承認の前にカスタム ロジックを承認プロセスに追加する場合は、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を参考に、必要な情報を追加します。 

o Assembly – 該当する 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。ここで定義することができるの

は、 1 つのパラメーターのみです。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 16: 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 ファイル名は該当する要求のサービス名と同一であるる必要があります。 

*注意: ファーム内に複数のエージェントが存在する場合は、エージェントがインストールされて

いる各サーバーに EXE ファイルが存在することを確認してください。 

 

図 17: 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 ロジックを追加する場合は、子ノード AfterApproval を検索

し、BeforeApproval と同一の値を定義します。 

*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がすべてのサービス 

タイプの承認プロセスに反映されます。 

ポリシーの構成  

ポリシーを作成および管理に関する操作については、以下の説明に従ってください。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と、SharePoint オブジェクトの自動展開を実行することができます。

この操作により、管理者ではなく、Governance Automation 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。

適切に設定されたポリシーは、同じ設定を関連するサービスに適用するため、人的ミスの削減にも役立ちます。 

ポリシー管理 では、すべての構成済み Governance Automation ポリシーが サイト コレクション タブおよ

び コンテンツ データベース タブに表示されます。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 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。ポリシー・カテゴリー・最終更新日時・作成者 などの列見出しに表示されたソート 

( ) ボタンをクリックし、[昇順] または [降順] を選択すると、ポリシーを並べ替えることができます。 

以下の方法でポリシーを表示する方法をカスタマイズすることもできます。 

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

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

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

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

トに表示させることができます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターすることができます。フィルターした

い列に表示されたアイテムのフィルター ( ) ボタンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスをオンに

すると、選択したアイテムがリストに表示されます。 
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ポリシー管理 では、以下の操作を実行することができます。 

 作成 - リボン上で [作成] をクリックすると、ポリシーの作成 インターフェイスに移動します。  

 詳細の表示 - ポリシー名をクリックすると、詳細情報が表示されます。 

 編集 - 非アクティブなポリシーを選択して、リボン上で [編集] をクリックします。  

 削除 - 非アクティブなポリシーを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。操作を確認するポップ

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

をクリックすると、選択したポリシーを削除せずに、ポリシー管理 インターフェイスに戻ります。 

 コピー - 既存のポリシーをコピーし、小さな修正を加えて、新しいポリシーとして保存することができま

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

正を加えます。  

構成の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

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、リボン上で [アクティブ化] をクリックすると、ポリシ

ーをアクティブに設定します。  

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

シーを非アクティブに設定します。非アクティブにしたいポリシーを使用しているすべてのサービスを非アク

ティブにするように注意してください。 

サイト コレクション ポリシーの作成・編集 

新しいポリシーを作成する場合は、ポリシー管理 インターフェイスで、リボン上で [作成] をクリックします。ポリシ

ーの作成 インターフェイスに移動します。 

サイト コレクション ポリシーでサイト コレクションを作成すると、ルールをカスタマイズしてサイト コレクションを管理

し、DocAve 機能をサイト コレクションに統合することができます。サイト コレクション ポリシーは、サイト コレクシ

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

理サービスと連携させて実行することにより、各ポリシーに関連するサイトに対する自動的な管理に加え、ビジネ

ス ユーザーが所有するサイト コレクションのライフサイクル管理を簡単に実行することを可能にします。 
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サイト コレクション ポリシーを作成する場合は、サイト コレクション インターフェイスで、リボン上で [作成] をクリ

ックします。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。 

*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。 

サイト コレクション ポリシーの作成またはポリシーの編集インターフェイスは、SharePoint オンプレミス ファームと 

SharePoint Online サイトでは異なります。  

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

を構成する場合に関する情報については、SharePoint オンプレミスのサイト コレクション ポリシーの作

成・編集 を参照してください。  

 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に関する情報については、SharePoint Online のサイト コレクション ポリシ

ーの作成・編集 を参照してください。 

SharePoint オンプレミスのサイト コレクション ポリシーの作成・編集 

サイト コレクションのポリシーの作成またはポリシーの編集インターフェイスでは、以下の設定を構成することがで

きます。  

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、テキスト ボックス

に 説明 を入力します (説明は必須ではありません)。 

 ポリシーのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation ポリシーを整理

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

ポリシーのカテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 インターフェイスで新しいカテゴリーを構成しま

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 で管理されているものです。 
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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

選択します。以下のオプションから 1 件を選択します。 

o 既定のコンテンツ データベースを使用する – 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て新規作成のサイト コレクションを保存します。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。 

*注意: ホスト名を持つサイト コレクションが選択されたファームに存在する場合、こ

れらのサイト コレクションのホスト ヘッダーは、ホスト ヘッダー 列に表示されます。各ホ

スト ヘッダーに対し、コンテンツ データベースを選択することができます。ホスト ヘッダー

を使用してホスト名を持つサイト コレクションをこのサイト コレクションポリシーに従って

作成する際、ホスト名を持つサイト コレクションが選択されたコンテンツ データベースの

内部に作成されます。 

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際に毎

回、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、動的な名前ルー

ルに従って新しいデータベースを作成します。データベース名 テキスト ボックスに名前

ルールを入力します。 

名前のルールについては、以下の説明を参照してください。 

$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 である場合、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。 
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o コンテンツ データベース ポリシーを使用する – コンテンツ データベース ポリシーを選

択してルールを適用し、コンテンツ データベースを作成します。ドロップダウン リストから

作成済みコンテンツ データベース ポリシーを選択するか、[新規作成] をクリックして

ポップアップ ウィンドウで新しいポリシーを作成します。詳細については、コンテンツ デー

タベース ポリシーの作成・編集 を参照してください。 

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

限します。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 チェックボ

ックスを選択すると、サイト所有者と編集者が SharePoint Designer を使用してサイト コ

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

なく、常にサイトを編集することができます。 

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

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。 

 サイト ポリシー バー (SharePoint 2013 のみ) - SharePoint 2013 サイト内のクロー

ム バーに表示されるサイト ポリシー バーの設定を構成します。  

*注意: この機能を使用するには、Governance Automation ポリシー バー ソリューション

を SharePoint に展開する必要があります。ソリューションの展開方法については、Govern

ance Automation ポリシー バー ソリューションの展開 を参照してください。 

ソリューションの展開後に、サイト ポリシー バーを SharePoint サイト内に表示する チェッ

クボックスを選択して、以下の設定を構成します。 

o ポリシー アイコンのイメージ – ポリシー アイコンのイメージを選択します。[参照] を

クリックして、画像ファイルを選択します。使用可能な画像形式は、.gif、.jpg、.pn

g、.bmp、.tiff です。 

o バーの背景色 – サイト ポリシー バーの背景色を選択します。 

o ポリシー詳細の参照 URL – ユーザーがポリシーの詳細を表示できる参照 URL を

選択します。[検証テスト] をクリックして新しいタブで参照 URL を開き、URL が有

効であることを確認します。 

*注意: URL は http://、https://、mailto:、new:、ftp://、file://、/、#、

\\. で開始する必要があります。 
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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、ポリシー管理

インターフェイスに戻ります。  

3. このポリシーを構成して DocAve 製品を使用します。 

 最小単位バックアップを有効にする – 選択すると、最小単位バックアップ プラン内にこのサイ

ト コレクションを含め、このポリシーに関連するサイト 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、適切なフィルター ポリシーを構成し、選択した最小

単位バックアップ プランに追加するまでこのポリシーをアクティブにしないでください。 

このポリシーに関連する Governance Automationによって作成したサイト コレクションのデ

ータ保護を提供する DocAve 最小単位バックアップ & リストアのフィルター ポリシーのより詳

細な構成方法については、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 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。

コネクタ ソリューションは、このポリシーが適用されているファームに展開される必要があることに

留意してください。 

 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 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。コネクタ ソリューションは、このポリシーが適用されているファームに展開される必要

があることに留意してください。 

 どきゅなびの機能を有効にする –このチェックボックスを選択すると、Governance Automa

tion 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 - 

このチェックボックスを選択すると、DocAve アーカイバにより、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されます。 

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 ルールを満たし
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ているサイト コレクション コンテンツがある場合、手動承認タスク (アーカイバ ルールを満たして

いるすべてのコンテンツのレポートが含まれます) が生成されます。生成されたタスクは、レポー

トで承認者に割り当てられ、承認者はレポートでアーカイブするコンテンツを選択することができ

ます。変更済みレポートがアップロードされ、手動承認タスクが承認されると、選択したコンテン

ツがアーカイブされます。手動承認タスクの詳細については ユーザー権限および手動アーカイブ 

タスク を参照してください。 

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: Do

cAve アーカイバ プロファイルの構成 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 – チェックボックスを選択すると、スケジュ

ール ストレージ マネージャーを使用して、このポリシーと関連づけられているサイト コレクション

の BLOB を SQL サーバーからファイル ベースのストレージへ外部化します。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、BLOB プロバイダとして RBS が有効化されている必

要があります。また、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

用しない場合は、BLOB プロバイダで新規コンテンツ データベースを含む オプションを有効

化されている必要があります。BLOB がスケジュールに従って外部化されるため、次のストレー

ジ マネージャー ジョブが実行されるまで、新規データベースは影響を受けません。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 プロバイダの構成方法については、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 - このチェックボックスを選択すると、サイト コレクションが 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は、適切なフィルター ポリシーを構成し、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でください。フィルター ポリ

シーの構成方法については、DocAve レポート ポイントで監査コントローラを使用するための

フィルター ポリシー構成 を参照してください。 

 Policy Enforcer を有効にする - このチェックボックスを選択すると、DocAve Policy En

forcer ルールがサイト コレクションに対して適用されます。Policy Enforcer はサイト コレク

ションを監視してアクションを実行するため、サイト コレクションへのアクションおよび変更に対し、

構成済みルールが適用されることを確実化します。ドロップダウン リストから、Policy Enforce

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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r プロファイルを選択します。Policy Enforcer プロファイルの構成方法については、付録 D: 

Policy Enforcer プロファイルの構成 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 – チェックボックスを選択すると、このサイト 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。これにより、非アクティブまたは削

除された AD アカウントをサイト コレクションから削除し、該当するアカウントの権限をアクティブ

なユーザーに転送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、適切なフィルター ポリシーを構成し、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でください。 

このポリシーに関連する Governance Automation によって作成したサイト コレクションの 

DocAve 管理者の AD 削除済みアカウントの整理プランのフィルター ポリシーのより詳細な

構成方法については、DocAve 管理センターで AD 削除済みアカウント整理機能を使用す

るためのフィルター ポリシー構成 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 – このチェックボックスを選択すると、こ

のサイト コレクション内の 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

て、Autonomy または Concordance プラットフォームで管理することができます。  

 展開マネージャーを有効にする – このチェックボックスを選択すると、サイト コレクションを展開

マネージャー プランに含めることにより、サイト コレクションのより効果的な展開を実行すること

ができます。ドロップダウン メニューからプランを選択します。 

*注意: このオプションを有効にする場合、適切なフィルター ポリシーを構成し、選択した展開

マネージャー 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でください。フィルター ポリシ

ーおよび展開マネージャー プランの構成方法については、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 および 付録 C: DocAve 展開マネージャー プランの構成 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、ポリシー管理

インターフェイスに戻ります。  

4. サイト コレクション ライフサイクル管理の要求タイプ – サイト コレクション ライフサイクル管理サービス

の要求タイプを有効にします。このセクションで選択した要求タイプは、ビジネス ユーザーが以下のような

状況で利用可能になります。 

 サイト コレクション ライフサイクルの管理 セクションの条件を満たす場合、割り当てられたユー

ザーは、構成に従ってアクションの実行を要求することが可能になります。 
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 ビジネス ユーザーは、有効化された要求タイプに基づいて、該当するサイト コレクションのサイ

ト コレクション ライフサイクル管理サービス要求を送信することができます。 

以下の要求タイプは、該当するチェックボックスを選択することで有効化できます。各要求タイプについ

て 既定の承認プロセスを使用する を選択し、ドロップダウン リストから作成済み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。 

 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 - 

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。プロファイル 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します。 

ストレージのコスを削減するための DocAve アーカイバの構成方法については、付録 B: Do

cAve アーカイバ プロファイルの構成 を参照してください。 

 サイト コレクション全体の削除を有効にする – 要求に従ってサイト コレクション全体を削除

することができます。 

 サイト コレクション リースの延長を有効にする – 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。 

 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 ユーザーが要求することができます。 

 サイト コレクション ロック解除を有効にする – ロックされているサイト コレクションのロック解除

を、ビジネス ユーザーが要求することができます。 

 サイト コレクションのクォータ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

のクォータの変更を要求することができます。以下の選択肢から 1 件を選択します。 

o クォータの変更をすべての使用可能なクォータ テンプレートに許可する - ビジネス 

ユーザーが、使用可能なクォータ テンプレートを新しいクォータ テンプレートとして選択

することができます。 

o 単一レベルのクォータのアップグレードまたはダウングレードを許可する – 現在使

用中のクォータ テンプレートよりもサイズの大きいものもしくは小さいもののみが読み込

まれ、要求で選択できるようになります。 

5. サイト コレクション ライフサイクルの管理 –サイト コレクション ライフサイクルの管理は、お使いの Sha

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

イフサイクル管理設定を構成します。 
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 サイト コレクションの非アクティブしきい値を有効にするd – このテキスト ボックスを選択する

と、サイト コレクションの非アクティブしきい値が有効化されます。指定の期間内にサイト コレク

ションがアクセスされなかった場合に、選択した承認プロセス内で指定したビジネス ユーザーに

タスクが割り当てられます。ビジネス ユーザーは、サイト コレクションのリース期間を延長する

か、サイト コレクションをアーカイブ・削除するか、サイト コレクション ポリシーを変更するかを選

択することができます。テキスト ボックスに正の整数を入力し、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、サイト コレクションが非アクティブしきい値

を超える後にロックされ、指定した期間ロックされた後に削除されることもできます (必須ではあ

りません)。 

o サイト コレクションが次の期間非アクティブしきい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定義した期間非アクティブしきい値を超えると、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。 

o 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 コレクションがロックされた場合、サイト コレクションのメイン連絡先およびサ

イト コレクションのサブ連絡先に通知する 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 コレクションのメイン連絡先およびサ

イト コレクションのサブ連絡先に通知する を選択することができます (必須ではあり

ません)。 

 サイト コレクションのリース期間を有効にする - このテキスト ボックスを選択すると、サイト コ

レクションのリース期間を有効にすることができます。サイト コレクションのリース期間とは、サイト 

コレクションが使用可能である期間を指します。サイト コレクションのリース期間が切れた場合

は、選択した承認プロセス内で指定したビジネス ユーザーにタスクが割り当てられます。ビジネ

ス ユーザーは、サイト コレクションのリース期間を延長するか、サイト コレクションをアーカイブ・

削除するか、サイト コレクション ポリシーを変更するかを選択することができます。テキスト ボッ
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クスに正の整数を入力してサイト コレクションのリース期間を入力し、時間単位として [日

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)。 

o 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。 

o 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。 

o 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。これらの条件のうちいずれかが満たされると、この承

認プロセスが開始されます。 

 サイト コレクションのクォータしきい値を有効にする – このテキスト ボックスを選択すると、サ

イト コレクションのクォータしきい値を有効にすることができます。サイト コレクションのクォータし

きい値は、サイト コレクションが使用できるストレージ容量の最大値です。サイト コレクションの

ストレージが構成したクォータの割合に到達すると、選択した承認プロセス内で指定したビジネ

ス ユーザーにタスクが割り当てられます。ビジネス ユーザーはサイト コレクションのクォータを変

更するか、クォータしきい値を無視することができます。テキスト ボックスに希望の値を入力しま

す。 

6. 権限の洗い替え – 権限の洗い替えを有効にして、サイト コレクションのユーザーやグループをスケジュ

ールに沿って検索するかどうかを選択します。権限の洗い替えを実行するには、レポート パスを構成す

る必要があります。画面左側で [レポート パス] リンクをクリックします。権限の洗い替えレポート パ

ス ウィンドウで、設定を構成します。レポート パスの構成方法については、レポート エクスポート先の作

成・編集 を参照してください。レポート パスの構成の完了後、権限の洗い替えを有効にする チェック

ボックスを選択します。権限の洗い替えを有効にする場合、ユーザーおよびグループの検索済み権限を

含む権限の洗い替えタスクが生成されます。この操作により、承認者は Governance Automatio

n 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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 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 – Acti

ve 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ことができま

す。 

 次のスケジュールを構成して、権限を検索します。日毎、週毎、月毎 

 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: 個人用サイトで権限の洗い替えを使用することはできません。 

*注意: 権限の洗い替え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] にの順に進み、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

クおよび権限の洗い替えタスクが生成されません。 

*注意: 障害復旧対策として、権限の洗い替え レポート パスをバックアップすることを推奨します。 

7. ポリシーの構成の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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 ポリシーの作成・編集 

サイト コレクションのポリシーの作成またはポリシーの編集インターフェイスでは、以下の設定を構成することがで

きます。  

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 

説明 を入力します (説明は必須ではありません)。 

2. ポリシーのカテゴリー - カテゴリーを使用して、Governance Automation 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。 

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。  
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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。 

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 チェックボックスを

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

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

ることができます。 

9. サイトの深さの最大値制限 - サイト コレクション配下に作成できるサイトの層を制限します。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 - このポリシーを構成して、DocAve 6 製品を使用します。 

 最小単位バックアップを有効にする – 選択すると、最小単位バックアップ プラン内にこのサイ

ト コレクションを含め、このポリシーに関連するサイト 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、適切なフィルター ポリシーを構成し、選択した最小

単位バックアップ プランに追加するまでこのポリシーをアクティブにしないでください。 

このポリシーに関連する Governance Automation によって作成したサイト コレクションの

データ保護を提供する DocAve 最小単位バックアップ & リストアのフィルター ポリシーのより

詳細な構成方法については、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 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、ポリシー管

理インターフェイスに戻ります。 

8. サイト コレクション ライフサイクル管理の要求タイプ – サイト コレクション ライフサイクル管理サービス

の要求タイプを有効にします。このセクションで選択した要求タイプは、ビジネス ユーザーが以下のような

状況で利用可能になります。 
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 サイト コレクション ライフサイクルの管理 セクションの条件を満たす場合、割り当てられたユー

ザーは、ここの構成に従ってアクションが反映されるよう要求することができるようになります。 

 ビジネス ユーザーは、有効化された要求タイプに基づいて、該当するサイト コレクションのサイ

ト コレクション ライフサイクル管理サービス要求を送信することができます。 

以下の要求タイプは、該当するチェックボックスを選択することで有効化できます。各要求タイプについ

て 既定の承認プロセスを使用する を選択し、ドロップダウン リストから作成済み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 コレクション全体の削除を有効にする – 要求に従ってサイト コレクション全体を削除

することができます。 

 サイト コレクション リースの延長を有効にする – 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。 

 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 ユーザーが要求することができます。 

 サイト コレクションのクォータ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

のクォータの変更を要求することができます。  

ステップ 4 で SharePoint Online dedicated インスタンス を選択した場合は、次の

オプションから 1 件を選択します。 

o クォータの変更をすべての使用可能なクォータ テンプレートに許可する - ビジネス 

ユーザーが、使用可能なクォータ テンプレートを新しいクォータ テンプレートとして選択

することができます。 

o 単一レベルのクォータのアップグレードまたはダウングレードを許可する – 現在使

用中のクォータ テンプレートよりもサイズの大きいものもしくは小さいもののみが読み込

まれ、要求で選択できるようになります。 

ステップ 4 で SharePoint Online standard インスタンス を選択した場合、ここで要

求できる最大クォータ サイズを設定することができます。テキスト ボックスに希望のクォータ サイ

ズを入力します。クォータ サイズの単位は MB です。 

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

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

ライフサイクル管理設定を構成します。 

 サイト コレクションの非アクティブしきい値を有効にするd – このテキスト ボックスを選択する

と、サイト コレクションの非アクティブしきい値が有効化されます。指定の期間内にサイト コレク
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ションがアクセスされなかった場合に、選択した承認プロセス内で指定したビジネス ユーザーに

タスクが割り当てられます。ビジネス ユーザーは、サイト コレクションのリース期間を延長する

か、サイト コレクションをアーカイブ・削除するか、サイト コレクション ポリシーを変更するかを指

定することができます。テキスト ボックスに正の整数を入力し、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

ィブなしきい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。 

o 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しきい値を超えると、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。 

o 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 コレクションがロックされた場合、サイト コレクションのメイン連絡先およびサ

イト コレクションのサブ連絡先に通知する 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 コレクションのメイン連絡先およびサ

イト コレクションのサブ連絡先に通知する を選択することができます (必須ではあり

ません)。 

 サイト コレクションのリース期間を有効にする - このテキスト ボックスを選択すると、サイト コ

レクションのリース期間を有効にすることができます。サイト コレクションのリース期間とは、サイト 

コレクションが使用可能な期間を指します。サイト コレクションのリース期間が切れた場合は、

選択した承認プロセス内で指定したビジネス ユーザーにタスクが割り当てられます。ビジネス ユ

ーザーは、サイト コレクションのリース期間を延長するか、サイト コレクションをアーカイブ・削除

するか、サイト コレクション ポリシーを変更するかを指定することができます。テキスト ボックスに

正の整数を入力してサイト コレクションのリース期間を入力し、時間単位として [日間]、[週

間]、[ヶ月間]、[年間] を選択します。 
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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)。 

o 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。 

o 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。 

o 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。これらの条件のうちいずれかが満たされると、この承

認プロセスが開始されます。 

 サイト コレクションのクォータしきい値を有効にする – このテキスト ボックスを選択すると、サ

イト コレクションのクォータしきい値を有効にすることができます。サイト コレクションのクォータし

きい値は、サイト コレクションが使用できるリソースの最大値です。サイト コレクションのストレー

ジが構成したクォータの割合に到達すると、選択した承認プロセス内で指定したビジネス ユー

ザーにタスクが割り当てられます。ビジネス ユーザーは、サイト コレクションのクォータを変更する

ことができます。テキスト ボックスに希望の値を入力します。 

11. ポリシーの構成の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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。 
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コンテンツ データベース ポリシーの作成・編集 

コンテンツ データベース ポリシーでは、お使いのコンテンツ データベースを自動的に管理するルールを構成するこ

とができます。コンテンツ データベース ルールでは、データベース サイズの最大値およびこのコンテンツ データベー

ス内に存在可能なサイト コレクションの最大数を指定します。最大値・最大数を超えた場合、新しく作成する

コンテンツ データベースの名前付け形式およびサフィックスの付いた形を定義することができます。また、コンテンツ 

データベース ポリシーはサイト コレクション ポリシーで使用することができます。 

コンテンツ データベース ポリシーを作成する場合は、コンテンツ データベース タブで、リボン上で [作成] をクリ

ックします。構成済みポリシーを変更するには、コンテンツ データベース タブ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。 

ポリシーの作成またはポリシーの編集インターフェイスで設定を構成することができる項目は以下のとおりです。 

1. ポリシーの名前と説明 – 新しいポリシーの 名前 と 説明 を入力します (説明は必須ではありませ

ん)。 

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

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

スの新しいカテゴリーを作成し、カテゴリーの作成 インターフェイスで新しいカテゴリーを構成します。 

3. コンテンツ データベースのルール – お使いのコンテンツ データベースを管理するルールを構成します。

データベース サイズの最大値を超過する場合、またはサイト コレクションの最大数を超える場合は、新

しいコンテンツ データベースが作成されます。 

a. データベース サイズの最大値 - このチェックボックスを選択して、データベース サイズの最大

値として設定する値を入力します。単位は GB です。 

b. サイト コレクションの最大数 – このチェックボックスを選択して、コンテンツ データベース内に存

在可能なサイト コレクションの最大数として設定する値を入力します。 

c. 新しいコンテンツ データベースの名前付け形式 – 新しいコンテンツ データベースの名前付け

形式を定義します。テキスト ボックスにプレフィックスを入力します。プレフィックスには $weba

ppname のロールを含む必要があります。$webappport のロールはサポートされていま

すが、必須ではありません。このロール名では大文字小文字の区別はありません。新しいコン

テンツ データベースは 0001、0002、0003 ... などのサフィックスを付けた形で作成されま

す。 
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4. データベース連絡先 – サービスの連絡先となるユーザーを指定します。ここで設定するユーザーは、コ

ンテンツ データベース ポリシーに従ってコンテンツ データベースの管理を担当するデータベース管理者で

ある必要があります。タスクが割り当てられた際に、データベースの連絡先に通知するために使用するメ

ール テンプレートを選択します。既定では、Built-in コンテンツ データベース ポリシーしきい値警告

メール テンプレート が選択されています。要求が却下された際に要求者に通知する を有効にする

と、通知用のメール テンプレートを選択することができます。既定では、Built-in 要求拒否通知用メ

ール テンプレート が選択されています。 

5. 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、コンテンツ データベース タブに戻ります。 

サービスの構成 

サービスとは、SharePoint 上での管理オペレーション用に構成される一連の設定です。ビジネス ユーザーはサ

ービスを利用してサービス リクエストを送信することができます。例えば、サイト コレクションの作成サービスでは、

サイト コレクションのサイト コレクション テンプレート、セキュリティ設定、ライフサイクル管理などの設定を構成し、

このサービスで作成することができます。管理者は組織のルールに基づいて、ビジネス ユーザーが使用可能なオ

プションを制限することができます。  

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、ナビゲーション バ

ーで [サービス管理] をクリックします。 

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

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、画面右上にある [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。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、[昇順] または 

[降順] を選択すると、サービスを並べ替えることができます。 

サービスを表示する方法をカスタマイズする手順については、以下の説明を参照してください。 

 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。サービス列および作成者列で、希望のサービ

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

  – 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。 
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  – リストに表示されるアイテムをフィルターすることができます。フィルターしたい列の隣に表示された 

 をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテムをリストに表示させるこ

とができます。 

ポリシー管理 では、以下の操作を実行することができます。 

 作成 - リボン上で [作成] をクリックすると、ポリシーの作成 インターフェイスに移動します。  

 詳細の表示 - サービス名をクリックすると、詳細情報が表示されます。 

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

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

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

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

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

て、このサービスを要求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

ス管理インターフェイスに戻ります。 

 削除 - 非アクティブなサービスを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。操作を確認するポップ

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

をクリックすると、選択したサービスを削除せずにサービス管理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、要求対象とすることができます。 

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

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

新しい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、サービス管理 インタ

ーフェイスのリボン上で [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

該当するテンプレートを使用する新しいサービスを作成します。既存のサービスを変更するには、サービス管理 

インターフェイスでサービス名の前に表示された  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。 

サービスの各タイプに関する作成・編集については、以下の説明を参照してください。 
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サイト コレクションの作成サービス 

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

で使用できるテンプレートを定義することができます。このサービスによって作成されるサイト コレクションの設定を

カスタマイズし、このサービスを要求する際に、ビジネス ユーザーに対する使用可能なオプションを構成することも

できます。サイト コレクションの作成サービスでは、サイト コレクションに対するデータ保護および完全な監査を持

つコンテンツ保持ポリシーを適用して、業界の基準のコンプライアンスを監視します。  

*注意: Governance Automation 経由で、SharePoint オンプレミスまたは 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およびサイト コレクションの編集サービス 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 (説明は必

須ではありません)。 

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 

カテゴリーの作成 インターフェイスで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て基本的な 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 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 メニューから選択した部署は、このサービスに

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

り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既定の部署を表

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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠されますが、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォーム

にアクセス権を持っており、かつ上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答

後にサービスを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、ユーザーは、上記のサービス権限にリ

ストされていない場合でも、対応フォームの回答後に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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効で

あることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信

する場合は、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、管理者通知の構成 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. 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。  

*注意: SharePoint Online standard インスタンスでサイト コレクションを作成するには、まず Sh

arePoint Online 管理センターを DocAve に登録する必要があります。詳細については、ShareP

oint Online 管理センター・サイト コレクションの登録 を参照してください。 

a. ホスト ヘッダーを表示する チェックボックスを選択すると、ファームにはホスト ヘッダーが表示さ

れます。 

b. 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。ツリーを展開

して該当するチェックボックスをクリックし、Web アプリケーション、SharePoint Online 管理
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センターまたはホスト ヘッダーと管理パスを選択します。ホスト ヘッダーを選択する場合は、ビジ

ネス ユーザーが、ホスト名を持つサイト コレクションを要求によって作成することができます。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

管理パスを選択します。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。 

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

tion Online が URL を生成します。オンにしない場合は、要求者が URL を設定することが

できます。 

このサービスおよびこのサービスで構成されたサイト コレクションに対する Web アプリケーション

と管理パスを割り当てるか、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 

Web アプリケーションと管理パス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 – ビジネス ユーザーは、ここで構成した Web アプリケー

ションと管理パスを使用することができます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として

表示する を選択すると、ビジネス ユーザーに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。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 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することができます。 

d. 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

範囲内の SharePoint コンテキスト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。 

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

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

して使用することができます。Governance Automation Web パーツ インターフェ

イスでは、サービス要求 URL は Web パーツの URL に設定され、要求範囲として

使用されます。Governance Automation アプリ パーツでも同様に、サイト情報

カード URL が要求範囲として使用されます。また、SharePoint 内にサービス要求

ページへのリンクを作成し、要求範囲を親 URL パラメーターに設定することもできま

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/Request/NewSCRequest?serviceId={serviceID}&pare

nt={parentsiteURL}. 

10. ポリシー - サイト コレクション ポリシーを選択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。セクションの構成方法は以下のとおりで

す。 

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

ーザーに対して使用可能とするポリシーを選択します。担当者ドロップダウン メニューから ビジ

ネス ユーザー毎に割り当てる を選択する場合、ビジネス ユーザーはここで選択したすべての

ポリシーを使用することができます。このサービスに対する適切なポリシーがない場合は、[新規

作成] をクリックすると新しいポリシーを作成することができます。 

*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する場合、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、既定とするポリシーを選択します。担当者ドロップダウ

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

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

外のポリシーを選択することができます。担当者ドロップダウン メニューから IT 管理者毎に割

り当てる を選択する場合、サービス要求で使用可能なポリシーはこのポリシーのみとなります。

ビジネス ユーザーは別のポリシーを選択することはできません。 

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

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

許可するかどうかを選択します。次から選択します。 

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

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

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

ビス要求で既定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 - ビジネス ユーザーが ポリシーの選択 構成エリアで

選択したポリシーを選択することを可能にします。 
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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ている場合にのみ利用できます) - 

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、既定の選択 のドロップダウン メ

ニューから既定の言語を選択します。 

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

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

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 ドロップダウン メニューから選択した言語

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

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

サービス要求で既定言語を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を

選択すると、このサービスを要求するビジネス ユーザーに言語は表示されません。 

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

選択した言語を選択できます。 

12. 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 2

013 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選択可能です) 

– ビジネス 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 もしくは 20

13) を選択します。 

 このサービスによって作成されたサイト コレクションにエクスペリエンス バージョンを適用するか、

要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにエクスペリエンス バージ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。 

o IT 管理者毎に割り当てる – Governance Automation は、このサービスで作

成されるすべてのサイト コレクションに、ここで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 

ユーザーに対してサービス要求で選択したエクスペリエンス バージ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、このサービスのサービス要

求を送信する際に、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 コレクションに使用するサイト 

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

a. テンプレートの選択 構成エリアで各サイト コレクション テンプレートの該当するチェックボックス

をオンにすると、ビジネス ユーザーが使用可能とするサイト コレクション テンプレートを選択しま
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す。担当者ドロップダウン メニューから ビジネス ユーザー毎に割り当てる を選択すると、ビジ

ネス ユーザーはここで選択したすべてのサイト コレクション テンプレートを使用することが可能に

なります。 

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

ダウン メニューから ビジネス ユーザー毎に割り当てる を選択する場合、このサイト コレクショ

ン テンプレートがサービス要求で選択されますが、ビジネス ユーザーは テンプレートの選択 

構成エリアで選択済みテンプレート以外のテンプレートを選択することができます。担当者ドロ

ップダウン メニューから IT 管理者毎に割り当てる を選択する場合、サービス要求で使用可

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

択することはできません。 

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、ビジ

ネス ユーザーにサイト コレクション テンプレートを選択することをこのサービス要求を送信する際に許可

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 - 既定の選択 ドロップダウン メニューから選択したサイト コレクシ

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

ます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーに

対してサービス要求で既定サイト コレクション テンプレートを表示することができます。ビジネス 

ユーザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられたサイト コレクション テンプレー

トは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

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

選択したテンプレートを選択することができます。 

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

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

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

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

o グループの作成 – [グループの作成] をクリックして新しいグループを作成して共通

の権限設定に追加します。グループの追加 ウィンドウで、次の設定を構成します。 

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

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

要求で、グループ名のプレフィックスとして、サイト コレクション タイトルを自動

的に追加します。 
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b. 割当者 –グループ設定の割り当てを担当するロールとして、IT 管理者とビジ

ネス ユーザーのいずれかを選択します。 

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

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

入力して、以下のロールから選択することもできます。$Requester、$Ma

nagerOfRequester、$PrimarySiteCollectionContact、$Se

condarySiteCollectionContact[OK] をクリックして構成を保存しま

す。 

ユーザー名の後の 権限の強制 チェックボックスを選択することもできます。要

求ページで、ユーザーの削除およびユーザー権限の変更を実行することはで

きません。非表示 チェックボックスを選択すると、強制されたユーザーを要求

ページで非表示にすることもできます。 

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

て、権限レベルを選択します。 

ビジネス ユーザーがこのグループのアクセス許可レベルを変更することを許

可する チェックボックスを選択すると、ビジネス ユーザーが要求を作成する際

に権限レベルを変更することができます。 

e. [OK] をクリックして、グループ設定を保存します。 

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

ユーザーへのアクセス許可の付与 インターフェイスで、次の設定を構成します。 

a. ユーザーの選択 – 権限を付与するユーザーの名前を入力します。 

b. 割当者 – ユーザー権限の割り当てを担当するロールとして、IT 管理者とビ

ジネス ユーザーのいずれかを選択します。 

c. 権限 – このユーザーの権限を構成します。該当するチェックボックスを選択し

て、権限レベルを選択します。 

d. [OK] をクリックして構成を保存します。 

 特定のテンプレート タブ - テンプレート タブは選択したサイト コレクションのテンプレートによっ

て変化します。サイト コレクション テンプレートの既定のグループが表示されます。編集 ( ) 

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

除することができます。 
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o 共通権限設定を使用する – このチェックボックスを選択すると、共通 タブでの権限

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

共通 タブでのグループ設定がこのタブを置き換えます。 

o グループの作成 – [グループの作成] をクリックして新しいグループを作成し、共通

の権限設定に追加します。グループの追加 ウィンドウで、次の設定を構成します。 

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

入力します。 

b. 割当者 –グループ設定の割り当てを担当するロールとして、IT 管理者とビジ

ネス ユーザーのいずれかを選択します。 

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

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

入力して、以下のロールから選択することもできます。$Requester、$Ma

nagerOfRequester、$PrimarySiteCollectionContact、$Se

condarySiteCollectionContact[OK] をクリックして構成を保存しま

す。 

ユーザー名の後の 権限の強制 チェックボックスを選択することもできます。要

求ページで、ユーザーの削除およびユーザー権限の変更を実行することはで

きません。非表示 チェックボックスを選択すると、強制されたユーザーを要求

ページで非表示にすることもできます。 

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

て、権限レベルを選択します。 

ビジネス ユーザーがこのグループのアクセス許可レベルを変更することを許

可する チェックボックスを選択すると、ビジネス ユーザーが要求を作成する際

に権限レベルを変更することができます。 

e. [OK] をクリックして、グループ設定を保存します。 

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

ユーザーへのアクセス許可の付与インターフェイスで次の設定を構成します。 

a. ユーザーの選択 – 権限を付与するユーザー名を入力します。 

b. 割当者 – ユーザー権限の割り当てを担当するロールとして、IT 管理者とビ

ジネス ユーザーのいずれかを選択します。 
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c. 権限 – ユーザーに付与する権限を構成します。該当するチェックボックスを

選択して、権限レベルを選択します。 

d. [OK] をクリックして構成を保存します。 

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

ープ設定をすべて初期状態にリセットします。 

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

制御する方法を選択します。 

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

ーザーが要求でユーザーに権限を直接付与することを許可します。 

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

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

ません。 

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

レクションのメイン管理者としてアサインします。Enter キーを押して名前が有効であることを確認しま

す。 

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

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

可するかを選択します。既定では、IT 管理者毎に割り当てる と ビジネス ユーザーから隠す がオン

になっています。次から選択します。 

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

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

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

レクションのメイン管理者を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択する

と、このサービスに関連付けられたサイト コレクションのメイン管理者は、このサービスを要求す

るビジネス ユーザーには表示されません。 

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

構成することができます。 

18. サイト コレクションのサブ管理者 (SharePoint オンプレミス サイト コレクションおよび SharePoint 

Online dedicated インスタンス サイト コレクションのみ) - テキスト ボックスにユーザー名を入力して
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サイト コレクションのサブ管理者を指定します。Enter キーを押して名前が有効であることを確認しま

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 コレクションのサブ管理者を割り当てるか、こ

のサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーにサイト コレクションのサブ管理者の選択を許可す

るかを選択します。既定では、IT 管理者毎に割り当てる と ビジネス ユーザーから隠す がオンになっ

ています。次から選択します。 

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

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

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

クションのサブ管理者を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、こ

のサービスに関連付けられたサイト コレクションのサブ管理者は、このサービスを要求するビジネ

ス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがサイト コレクションのサブ管理者を構

成することができます。 

19. サイト コレクションのメイン連絡先 - このサービスによって作成されたサイト コレクションのライフサイク

ルを管理するために指定されたユーザーが、サイト コレクションのメイン連絡先となります。テキスト ボッ

クスに、サイト コレクションのメイン連絡先となるユーザー名を入力します。Enter キーを押して名前が

有効であることを確認します。 

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

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

可するかを選択します。次から選択します。 

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

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

み取り専用として表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求でサイト コレク

ションのメイン連絡先を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、こ

のサービスに関連付けられたサイト コレクションのメイン連絡先は、このサービスを要求するビジ

ネス ユーザーには表示されません。 

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

構成することができます。 

サイト コレクションの作成後、サイト コレクションのメイン連絡先にメールを送信して通知することもでき

ます。サイト コレクションの作成時に連絡先に通知する チェックボックスを選択して、ドロップダウン メニ
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ューからメール テンプレートを選択します。既定では、新規オブジェクト通知用 Built-in メール テン

プレート が選択されています。 

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

連絡先へのコンタクトが実行されます。サイト コレクションのサブ連絡先は、このサービスによって作成さ

れたサイト コレクションのライフサイクルを管理するために指定したユーザーとなります。テキスト ボックス

に、サイト コレクションのサブ連絡先となるユーザー名を入力します。Enter キーを押して名前が有効

であることを確認します。 

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 コレクションのサブ連絡先を割り当てるか、こ

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

ることを選択します。次から選択します。 

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

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

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

クションのサブ連絡先を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、こ

のサービスに関連付けられたサイト コレクションのサブ連絡先は、このサービスを要求するビジネ

ス ユーザーには表示されません。 

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

成することができます。 

サイト コレクションの作成後、サイト コレクションのサブ連絡先にメールを送信して通知することもできま

す。サイト コレクションの作成時に連絡先に通知する チェックボックスを選択して、ドロップダウン メニュ

ーからメール テンプレートを選択します。既定では、新規オブジェクト通知用 Built-in メール テンプ

レート が選択されています。 

21. 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。 

22. 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。ジョブの実行

用として、各サイト コレクション毎にプランのコピーが作成されます。これらのコピーはジョブの終了後に消

去され、ストレージ容量の削減に役立ちます。 

*注意: サイトが作成される際に Governance Automation によって展開ジョブを実行する場合

は、展開プランのスケジュールを設定しないでください。 

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

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



116  

 
DocAve Governance Automation 

 

してリース期間を指定し、ドロップダウン メニューから [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択しま

す。 

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

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

とを選択します。次から選択します。 

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

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

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

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

連付けられたサイト コレクションのリース期間は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには

表示されません。 

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

成することができます。 

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

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

ができます。テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン メニューから [日間]、[週間]、[ヶ月

間]、[年間] を選択します。 

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

求を送信する際に、ビジネス ユーザーにリース失効の警告の選択を許可することを選択します。次から

選択します。 

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

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

する を選択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求でリース失効の警告を表示するこ

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

失効の警告は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

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

できます。 

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

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

utomation アプリがファームに正しく展開されていることを確認してください。環境の構成・展開につい

ては、Governance Automation アプリのインストール を参照してください。Governance Auto

mation アプリを有効にする を選択する場合は、このサービスにより作成するオブジェクトのホームペ
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ージに Governance Automation アプリ パーツ サイト情報カードを自動で追加することができま

す。Governance Automation アプリ パーツをホームページに自動的に追加する チェックボック

スを選択して、サイト情報カード チェックボックスを選択します。 

25. 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。 

 メタデータ名の前に表示された  をクリック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、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。  

26. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

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

しい承認プロセスを作成します。この操作により、このサービスへの構成を保存せずに 承認プロセス設

定 インターフェイスへ移動します。 承認プロセスを選択すると、承認ステージ・承認者・承認手順セク

ションが表示されます。選択した承認プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プ

ロセスに基づいた新しい承認プロセスを作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] 

をクリックすると、承認プロセス設定 ウィンドウが表示されます。設定を構成して、承認プロセスを保存

し、アクティブ化します。承認プロセスの構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してくださ

い。 

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。 

選択した承認プロセスが外部ワークフローと統合されている場合は、承認後に SharePoint リスト 

アイテムからサービス要求情報を同期する を選択することもできます。このチェックボックスを選択する

と、承認後に SharePoint リスト アイテムで更新したサービス要求情報が Governance Automa

tion に同期されます。 
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28. 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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスをオンにして、必須項目を入力してください。 

 実行ファイル (.exe) – 実行ファイルの名前をテキスト ボックスに入力します。 

 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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\bin に存在することを確認してください。 

29. 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。 

30. 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 を選択する場合は、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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31. 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

作業の完了後、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。 

サイトの作成サービス 

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るサイト コレクションの設定をカスタマイズし、このサービスを要

求する際に、ビジネス ユーザーに対する使用可能なオプションを構成することもできます。Governance Auto

mation によって作成されたサイトは、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サイトは、作成先となるサイト 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、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 (説明は必須

ではありません)。 

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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。 



120  

 
DocAve Governance Automation 

 

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

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

して表示する を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既定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

の名前をテキスト ボックスに入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠されますが、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォーム

にアクセス権を持っており、かつ上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答

後にサービスを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、ユーザーは、上記のサービス権限にリ

ストされていない場合でも、対応フォームの回答後に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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。承認プロセスが開始した後

にエラーが発生すると、Governance Automation が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、Enter キーを押して名前が有効であるこ

とを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信する場

合は、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

理者通知の構成 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 - このサービスで使用できるサイト コレクションを選択します。ビジネス ユーザーは新しいサイトを

作成するサイト コレクションを選択することができます。  
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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. 以下の方法から 1 件を選択して範囲を構成します。 

 URL を手動で入力する - このラジオ ボタンを選択し、[URL を追加する] リンクを

クリックして、テキスト ボックスにサイト コレクションの URL を入力します。複数のサイ

ト コレクションを追加する場合は、URL を入力した後に URL を追加する をクリック

します。 

 ツリーから範囲を選択する - このラジオ ボタンを選択して、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。 

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

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

して使用することができます。Governance Automation Web パーツ インターフェ

イスでは、サービス要求 URL は Web パーツの URL に設定され、要求範囲として

使用されます。Governance Automation アプリ パーツ インターフェイスで同じ設

定を適用すると、サイト情報カードが要求範囲として使用されます。また、SharePoi

nt 内にサービス要求ページへのリンクを作成し、要求範囲を親 URL パラメーターに

設定することもできます。要求 URL が次の形式であることを確認してください。http

s://servername: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、このサービス要求を送信する際、ビジネス 

ユーザーに言語を選択することを許可するかを選択することができます。次から選択します。 
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 IT 管理者毎に割り当てる - 既定の選択 ドロップダウン メニューから選択した言語が、この

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

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

を表示することができます。ビジネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスを要求する

ビジネス ユーザーに言語は表示されません。 

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

言語を選択できます。 

11. サイト テンプレート - サイトの作成用のテンプレートを指定します。テンプレート保管場所 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、該当するチェックボックスを選択して、希望のテンプレー

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

ンプレートを選択します。 

ドロップダウン メニューから、このエントリーをサービス要求の管理者によって定義するか、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 - サイトに使用するテンプレートを管理者が選択できます。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のみが表示されます。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、サービス要求でこのエントリー

の既定値として表示されます。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、固有の権限を使用するかを選択します。  

 親サイトと同じ権限を使用する - 親サイトと同じ権限を使用する を選択すると、親サイトの

権限設定を継承します。[IT 管理者毎に割り当てる] が、担当者ドロップダウン メニューで

既定として選択されています。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する または ビジ

ネス ユーザーから隠す を選択します。 

 固有の権限を使用する - 固有の権限を使用する チェックボックスを選択すると、このサービ

スによって作成されたサイトのサイト権限をカスタマイズします。 
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o 共通 タブ – 共通の権限設定を構成して、権限を指定したグループおよびユーザーに

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

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

とができます。 

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

成して共通権限設定に追加します。グループの追加 ウィンドウで、次の設

定を構成します。 

a. カスタム グループ名 - グループ名と説明 (説明は必須ではありま

せん) を入力します。$SiteName を入力すると、サイト作成サー

ビス要求で、グループ名のプレフィックスとしてサイト タイトルを自動的

に追加します。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがグループ設定の

割り当てを担当するかを選択します。 

c. ユーザーの選択 – グループに追加するユーザーを選択します。[ユ

ーザーの追加] をクリックして、ポップアップ ウィンドウでユーザー名を

入力します。$ を入力して、以下のロールから選択することもできま

す。$Requester, $ManagerOfRequester、$Primary

SiteCollectionContact、$SecondarySiteCollectionC

ontact、$PrimarySiteContact、$SecondarySiteCon

tact[OK] をクリックして構成を保存します。 

ユーザー名の後の 権限の強制 チェックボックスを選択することもでき

ます。要求ページで、ユーザーの削除およびユーザー権限の変更を

実行することはできません。非表示 チェックボックスを選択すると、強

制されたユーザーを要求ページで非表示にすることもできます。 

d. 権限 - このグループの権限を構成します。該当するチェックボックス

を選択して、権限レベルを選択します。 

ビジネス ユーザーがこのグループのアクセス許可レベルを変更する

ことを許可する チェックボックスを選択すると、ビジネス ユーザーが要

求を作成する際に権限レベルを変更することができます。 

e. [OK] をクリックして、グループ設定を保存します。 
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 権限の付与 – [権限の付与] をクリックして、指定のユーザーに権限を付

与します。ユーザーへのアクセス許可の付与インターフェイスで次の設定を構

成します。 

a. ユーザーの選択 – 権限を付与するユーザー名を入力します。 

b. 割当者 – ユーザー権限の割り当てを担当するロールとして、IT 管

理者とビジネス ユーザーのいずれかを選択します。 

c. 権限 – ユーザーに付与する権限を構成します。該当するチェックボ

ックスを選択して、権限レベルを選択します。 

d. [OK] をクリックして構成を保存します。 

o 特定のテンプレートタブ– テンプレート タブは選択したサイト コレクションのテンプレー

トによって変化します。サイト コレクション テンプレートの既定のグループが表示されま

す。編集 ( ) ボタンをクリックしてグループの設定を編集するか、削除 ( ) ボタンを

クリックしてグループを削除することができます。 

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

の権限設定を適用することができます。グループ名が既に 共通 タブに存在

している場合は、共通 タブでのグループ設定がこのタブを置き換えます。 

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

成して共通権限設定に追加します。グループの追加 ウィンドウで、次の設

定を構成します。 

a. カスタム グループ名 - グループ名と説明 (説明は必須ではありま

せん) を入力します。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがグループ設定の

割り当てを担当するかを選択します。 

c. ユーザーの選択 – グループに追加するユーザーを選択します。[ユ

ーザーの追加] をクリックして、ポップアップ ウィンドウでユーザー名を

入力します。$ を入力して、以下のロールから 1 つ選択することも

できます。$Requester、$ManagerOfRequester、$Pri

marySiteCollectionContact、$SecondarySiteCollec

tionContact[OK] をクリックして構成を保存します。 

ユーザー名の後の 権限の強制 チェックボックスを選択することもでき

ます。要求ページで、ユーザーの削除およびユーザー権限の変更を
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実行することはできません。非表示 チェックボックスを選択すると、強

制されたユーザーを要求ページで非表示にすることもできます。 

d. 権限 - このグループの権限を構成します。該当するチェックボックス

を選択して権限レベルを選択します。 

ビジネス ユーザーがこのグループのアクセス許可レベルを変更する

ことを許可する チェックボックスを選択すると、ビジネス ユーザーが要

求を作成する際に権限レベルを変更することができます。 

e. [OK] をクリックして、グループ設定を保存します。 

 権限の付与 – [権限の付与] をクリックして、指定のユーザーに権限を付

与します。ユーザーへのアクセス許可の付与インターフェイスで次の設定を構

成します。 

a. ユーザーの選択 – 権限を付与するユーザーの名前を入力します。 

b. 割当者 – IT 管理者とビジネス ユーザーのどちらがユーザー権限の

割り当てを担当するかを選択します。 

c. 権限 - ユーザーに付与する権限を構成します。該当するチェックボ

ックスを選択して権限レベルを選択します。 

d. [OK] をクリックして構成を保存します。 

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

ションを制御する方法を選択します。 

 ビジネス ユーザーに対してユーザーへの権限の直接付与を許可する – ビ

ジネス ユーザーが要求でユーザーに権限を直接付与することを許可します。 

 ビジネス ユーザーが以下のアクセス許可レベルの権限の付与を要求する

ことを禁止する - 権限レベルを選択します。選択したアクセス許可レベルは

要求に表示されません。 

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

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

 このサイトを親サイトのリボン リンク バーに表示するかどうかを選択します。 

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

に、ビジネス ユーザーにオプションの選択を許可するかを選択します。次から選択します。 
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 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成したナビゲーション オプションは、このサービスによって

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

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

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

ナビゲーション オプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

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

とができます。 

15. ナビゲーションの継承 - 該当するラジオ ボタンを選択すると、このサービスによって作成されたサイトは 

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

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

に、ビジネス ユーザーにオプションの選択を許可するかを選択します。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。 

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

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

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

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

せん。 

16. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

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

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

す。Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

する際に、ビジネス ユーザーにサイトのメイン連絡先の指定を許可するかを選択します。次から選択し

ます。 

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

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

る を選択すると、ビジネス ユーザーにサービス要求でサイト コレクションのメイン連絡先を表示

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

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

せん。 
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 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーに、サイトのメイン連絡先を構成するこ

とを許可します。 

サイトの作成時に、サイトのメイン連絡先に通知メールを送信することができます。サイトの作成時に

連絡先に通知する チェックボックスを選択して、ドロップダウン メニューからメール テンプレートを選択し

ます。既定では、新規オブジェクト通知用 Built-in メール テンプレート が選択されています。 

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

サービスによって作成されたサイトを管理するために指定したユーザーとなります。テキスト ボックスに、サ

イトのサブ連絡先となるユーザー名を入力します。Enter キーを押して名前が有効であることを確認し

ます。  

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

る際に、ビジネス ユーザーにサイトのサブ連絡先の指定を許可するかを選択します。次から選択しま

す。 

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

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

する] を選択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求でサイトのサブ連絡先を表示すること

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

のサブ連絡先は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがサイトのサブ連絡先を構成することが

できます。 

サイト コレクションの作成後、サイトのサブ連絡先にメールを送信して通知することもできます。サイトの

作成時に連絡先に通知する チェックボックスを選択して、ドロップダウン メニューからメール テンプレート

を選択します。既定では、新規オブジェクト通知用 Built-in メール テンプレート が選択されていま

す。 

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

ation アプリを自動的に有効にします。この機能が有効にされている場合は、Governance Autom

ation アプリがファームに正しく展開されていることを確認してください。環境の構成・展開については、

Governance Automation アプリのインストール を参照してください。Governance Automati

on アプリを有効にする を選択する場合は、このサービスにより作成するオブジェクトのホームページに 

Governance Automation アプリ パーツ サイト情報カードを自動で追加することができます。Gov

ernance Automation アプリ パーツをホームページに自動的に追加する チェックボックスを選択

して サイト情報カード チェックボックスを選択します。 
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20. 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。 

 該当のチェックボックスを選択して、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、メタデータの作成・編集 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、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。  

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することもできます (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。 

21. 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。 

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

い承認プロセスを作成します。選択した場合、このサービスへの構成を保存せずに、[承認プロセス設

定] インターフェイスへ移動します。承認プロセスを選択すると、承認ステージ・承認者・承認手順セク

ションが表示されます。選択した承認プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プ

ロセスに基づいた新しい承認プロセスを作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] 

をクリックすると、承認プロセス設定 ウィンドウが表示されます。設定を構成して、承認プロセスを保存

し、アクティブ化します。承認プロセスの構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してくださ

い。 

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。 

選択した承認プロセスが外部ワークフローと統合されている場合は、承認後に SharePoint リスト 

アイテムからサービス要求情報を同期する を選択することもできます。このチェックボックスを選択する

と、承認後に SharePoint リスト アイテムで更新したサービス要求情報が Governance Automa

tion に同期されます。 
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23. 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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。 

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\bin に存在することを確認してください。 

24. 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。 

25. 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 を選択すると、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 を選択する場合は、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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26. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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。 

個人用サイトの作成サービス 

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る個人用サイトの設定をカスタマイズし、ビジネ

ス ユーザーがこのサービスを要求する際に使用可能なオプションを構成することもできます。Governance Aut

omation によって作成された個人用サイトは、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、作成先となるサ

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、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 (説明は必

須ではありません)。 

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3.  サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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。 
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このサービスによって作成されたサイト コレクション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。 

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

の名前をテキスト ボックスに入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、ユーザーは、上記のサービス権限にリ

ストされていない場合でも、対応フォームの回答後に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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効で

あることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信

する場合は、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、管理者通知の構成 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。 
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9. ファーム – ビジネスユーザーが個人用サイトを作成可能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、1 

回のサービス要求で、複数のユーザーの個人用サイトを作成することができます。 

12. ポリシー – 個人用サイトに適用するサイト コレクション ポリシーを選択します。該当するチェックボックス

を選択するか、[新規作成] をクリックしてサイト 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。セクションの構成方法は以下のとおりです。  

 ポリシーの選択 構成エリアで各ポリシーの該当するチェックボックスをオンにすると、ビジネス ユ

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

ー毎に割り当てる を選択する場合、ビジネス ユーザーはここで選択したすべてのポリシーを使

用することができます。 

 既定の選択ドロップダウン メニューから、既定とするポリシーを選択します。サービス要求で ビ

ジネス ユーザー毎に割り当てる が選択されていても、ビジネス ユーザーはポリシーの選択構

成エリアで選択済みポリシー以外のポリシーを選択することができます。担当者ドロップダウン 

メニューから IT 管理者毎に割り当てる を選択する場合、サービス要求で使用可能なポリシ

ーはこのポリシーのみとなります。ビジネス ユーザーは別のポリシーを選択することはできません。 

このサービスによって作成された個人用サイトにポリシーを割り当てるか、このサービス要求を送信する

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

許可するかどうかを選択します。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - 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が、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ポリ

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

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

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

したポリシーを選択できるよう構成します。 

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。 
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 言語 構成エリアで、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 ユーザーが 言語 の構成で選択した言

語を選選択することを可能にします。 

*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. 個人用サイトのサブ管理者 - テキスト ボックスにユーザー名を入力すると、ユーザーを個人用サイトの

サブ管理者としてアサインします。Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

このサービスによって作成された個人用サイトに個人用サイトのサブ管理者を割り当てるか、このサービ

ス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに個人用サイトのサブ管理者の選択を許可するかを選択し

ます。既定では、IT 管理者毎に割り当てる と ビジネス ユーザーから隠す がオンになっています。次

から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した個人用サイトのサブ連絡先は、このサービスによ

って作成されたすべての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個人用サイトのサブ連

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

連付けられた個人用サイトのサブ連絡先は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表

示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが個人用サイトのサブ連絡先を構成

することができます。 

15. 個人用サイトのサブ連絡先 - 個人用サイトのメイン連絡先が通知に応答しない場合、個人用サイト

のサブ連絡先は、このサービスによって作成された個人用サイトを管理するために指定したユーザーとな

ります。テキスト ボックスに、個人用サイトのサブ連絡先となるユーザー名を入力します。Enter キーを

押して名前が有効であることを確認します。 
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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個人用サイトのサブ連絡先を割り当てるか、このサービ

ス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに個人用サイトのサブ連絡先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 - ここで構成した個人用サイトのサブ連絡先は、このサービスによ

って作成されたすべての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個人用サイトのサブ連

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

連付けられた個人用サイトのサブ連絡先は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表

示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが個人用サイトのサブ連絡先を構成

することができます。 

個人用サイトの作成後、サイトのサブ連絡先にメールを送信して通知することもできます。個人用サイ

トの作成時に連絡先に通知する チェックボックスを選択してドロップダウン メニューからメール テンプレ

ートを選択します。既定では、新規オブジェクト通知用 Built-in メール テンプレート が選択されて

います。 

16. Governance Automation アプリとアプリ パーツ - 個人用サイトの作成中に Governance 

Automation アプリを自動的に有効にします。この機能が有効にされている場合は、Governance 

Automation アプリがファームに正しく展開されていることを確認してください。環境の構成・展開につ

いては、Governance Automation アプリのインストール を参照してください。Governance Aut

omation アプリを有効にする を選択する場合、このサービスにより作成するオブジェクトのホームペ

ージに Governance Automation アプリ パーツを自動的に追加することができます。Governan

ce Automation アプリ パーツをホームページに自動的に追加する チェックボックスを選択し、該

当するチェックボックスを選択してアプリ パーツを選択します。  

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 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  をクリック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、メタデータの作成・編集 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、選択したメタデータの詳細情報が表示されます。 



   135 

 
DocAve Governance Automation 

 

 [OK] をクリックすると、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。選択した場合、このサービスへの構成を保存せずに、[承認プロセス設

定] インターフェイスへ移動します。承認プロセスを選択すると、承認ステージ・承認者・承認手順セク

ションが表示されます。選択した承認プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プ

ロセスに基づき新しい承認プロセスを作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] を

クリックすると、承認プロセス設定 ウィンドウが表示されます。設定を構成して、承認プロセスを保存

し、アクティブ化します。承認プロセスの構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してくださ

い。 

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。 

選択した承認プロセスが外部ワークフローと統合されている場合は、承認後に SharePoint リスト 

アイテムからサービス要求情報を同期する を選択することもできます。このチェックボックスを選択する

と、承認後に SharePoint リスト アイテムで更新したサービス要求情報が Governance Automa

tion に同期されます。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。 

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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 
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ファイルが Governance Automation ディレクトリ...\AvePoint\GovernanceAutomatio

n\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 を選択すると、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 を選択する場合は、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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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

作業の完了後、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 

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 / リストの作成サービス要

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

に定義し、このサービスを要求する際にビジネス ユーザーに対する使用可能なオプションを構成することもできま
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す。Governance Automation によって作成されたライブラリまたはリストは、存在するサイト コレクションのデ

ータ保護プランおよびコンテンツ保持ポリシーに含まれています。  

ライブラリ / リストの作成サービスまたはライブラリ / 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 (説明は必

須ではありません)。 

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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。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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認し

ます。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ
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ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、上記のサービス権限にリストされてい

ない場合でも、対応フォームの回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先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、

Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。承認プロセスが開始した後

にエラーが発生すると、Governance Automation が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、Enter キーを押して名前が有効であること

を確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信する場

合は、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

理者通知の構成 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 回のサービス要求で、複数のライブラリ / リストを作成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を選択します。ビジネス ユーザーは新しいライブラリまたはリスト

を作成するサイトを選択することができます。  

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. 以下の方法から 1 件を選択して範囲を構成します。 

 URL を手動で入力する - このラジオ ボタンを選択し、[URL を追加する] リンクを

クリックして、テキスト ボックスにサイトの URL を入力します。複数のサイト コレクショ

ンを追加する場合は、URL を入力した後に [URL を追加する] をクリックします。 

 ツリーから範囲を選択する - このラジオ ボタンを選択し、ツリーを展開してサイトを選

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)。 
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*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

範囲内の SharePoint コンテキストを使用するかを選択します。 

 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 / リスト URL が自動的に入力されます。 

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

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

して使用することができます。Governance Automation Web パーツ インターフェ

イスでは、サービス要求 URL は Web パーツの URL に設定され、要求範囲として

使用されます。Governance Automation アプリ パーツ インターフェイスで同じ設

定を適用すると、サイト情報カードが要求範囲として使用されます。また、SharePoi

nt 内のサービス要求ページでリンクを作成し、要求範囲を親 URL パラメーターに設

定することもできます。要求 URL が次の形式であることを確認してください。https:

//servername:port/Request/NewListCreationRequest?servic

eId={serviceID}&parent={parentsiteURL}.  

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 / リストに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示す

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

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

選択した言語は表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる -[ナビゲーション] 構成エリアでビジネス ユーザーがオプシ

ョンを選択することができます。 

12. タイプ - 作成できるオブジェクトのタイプを、[ライブラリ] と [リスト] の 2 件から選択します。 

このサービスによって作成されたライブラリまたはリストにタイプを割り当てるか、タイプ 構成エリアでこのサ

ービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーがタイプ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。 
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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 ユーザーに対してサービス要求で選択したタイプを表示することができま

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

選択したタイプは表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - [タイプ] 構成エリアでビジネス ユーザーがタイプを選択

することができます。 

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 テキスト ボックスに、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

のテンプレート 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 - ここで選択したタイプは、このサービスによって作成されたすべて

のサービス要求に関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選

択すると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求で選択したテンプレートを表示することができ

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

選択したテンプレートは表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが ライブラリ / リストのテンプレート 

構成エリアでテンプレートを選択することができます。 

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 - このライブラリ内のファイルを編集するときにバージョンを作

成しません。 
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o メジャー バージョンを作成する - このライブラリ内のファイルを編集するたびにメジャー 

バージョンを作成します。 

o メジャー バージョンとマイナー (下書き) バージョンを作成する - このライブラリ内の

ファイルを編集するたびにメジャーとマイナー バージョンを作成します。 

 保存するバージョンの数を限定する (オプション) - 保存するバージョンの数を限定すること

ができます。メジャー バージョンの数を制限するには、[次の数のメジャー バージョンを保存す

る] チェックボックスをオンにして、テキスト ボックスに正の整数を入力します。メジャー バージョ

ンの下書きを保存する場合は、[次の数のメジャー バージョンの下書きを保存する] チェック

ボックスをオンにして、テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

このサービスによって作成されたライブラリに構成済み設定を割り当てるか、このサービス要求を送信す

る際に、ビジネス ユーザーは ドキュメントのバージョン履歴 でこれらの設定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 - ここで構成した設定は、このサービスによって作成されたすべて

のライブラリに関連付けられます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択す

ると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求で構成した設定を表示することができます。ビジ

ネス ユーザーから隠す を選択すると、このサービスを要求するビジネス ユーザーに構成した設

定は表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが ドキュメントのバージョン履歴 構

成エリアで設定を構成することができます。 

16. アイテムのバージョン履歴 (リスト をタイプとして選択する場合、このセクションが表示されます)- この

リスト内のアイテムを編集するたびにバージョンを作成するかどうかを指定します。 

 送信されたアイテムに対するコンテンツの承認を必須にする- 新しいアイテムまたは既存アイ

テムへの変更が承認されるまで、下書きの状態にしておくかどうかを指定します。 

 このリストのアイテムを編集するたびにバージョンを作成する 

o バージョンを管理しない - このリスト内のアイテムを編集するときにバージョンを作成し

ません。 

o メジャー バージョンを作成する – このリスト内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 – このリスト内のアイ

テムを編集するたびにメジャーとマイナー バージョンを作成します。 
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 保存するバージョンの数を限定する (オプション) - 保存するバージョンの数を限定すること

ができます。メジャー バージョンの数を制限するには、[次の数のメジャー バージョンを保存す

る] チェックボックスをオンにして、テキスト ボックスに正の整数を入力します。メジャー バージョ

ンの下書きを保存する場合は、[次の数のメジャー バージョンの下書きを保存する] チェック

ボックスをオンにして、テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

このサービスによって作成されたリストに構成済み設定を割り当てるか、このサービス要求を送信する際

に、ビジネス ユーザーが [アイテムのバージョン履歴] でこれらの設定を構成できるようにします。次か

ら選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した設定は、このサービスによって作成されたすべて

のリストに関連付けられます。[ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する] を選択す

ると、ビジネス ユーザーに対してサービス要求で構成した設定を表示することができます。[ビジ

ネス ユーザーから隠す] を選択すると、このサービスを要求するビジネス ユーザーに構成した

設定は表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが [アイテムのバージョン履歴] 構成

エリアで設定を構成することができます。 

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選択して、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、メタデータの作成・編集 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、選択した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、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。選択した場合、このサービスへの構成を保存せずに、[承認プロセス設

定] インターフェイスへ移動します。承認プロセスを選択すると、承認ステージ・承認者・承認手順セク

ションが表示されます。選択した承認プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プ

ロセスに基づき新しい承認プロセスを作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] を
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クリックすると 承認プロセス設定 ウィンドウが表示されます。設定を構成して、承認プロセスを保存し、

アクティブ化します。承認プロセスの構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。 

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\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 を選択すると、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
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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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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

作業の完了後、ユーザーはこのサービス要求を送信できるようになります。  

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずにサービスの作成のインターフェイスに戻ります。 

サイト コレクションのライフサイクル管理サービス 

サイト コレクションのライフサイクル管理サービスでは、ビジネス ユーザーは Governance Automation に作

成 / 管理されたサイト コレクションのライフサイクルを制御することができます。設定を構成することにより、リース

失効およびサイト コレクションの使用不足をサイト コレクション所有者に通知することができます。  

サイト コレクションのライフサイクル管理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インターフェイ

スで構成できる設定は以下のとおりです。 

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

必須ではありません)。 

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3.  サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 

カテゴリーの作成 インターフェイスで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] をクリックして新しい部署を追加します。 
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このサービスによって作成されたサイト コレクション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、Enter キーを押して名前が有効である

ことを確認します。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、上記のサービス権限にリストされてい

ない場合でも、対応フォームの回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

 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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。承認プロセスが開始した後

にエラーが発生すると、Governance Automation が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、Enter キーを押して名前が有効であるこ
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とを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信する場

合は、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

理者通知の構成 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選択して、Web アプリケ

ーションを選択します。 

必要に応じて、以下のオプションを構成します。 

 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 - このチェックボックスを選

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。 

 SharePoint コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する – チェックボ

ックスを選択すると、サービス要求範囲で、SharePoint コンテキストを取得して使用すること

ができます。Governance Automation Web パーツ インターフェイスでは、サービス要求 

URL は Web パーツの URL に設定され、要求範囲として使用されます。Governance A

utomation アプリ パーツ インターフェイスで同じ設定を適用すると、サイト情報カードが要求

範囲として使用されます。また、SharePoint 内のサービス要求ページでリンクを作成し、要

求範囲を親 URL パラメーターに設定することもできます。要求 URL が次の形式であること

を確認してください。https://servername:port/Request/NewSCLifecycle?s

erviceId={serviceID}&parent={parentsiteURL}. 

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 コレクションを延長する - ビジネス ユーザーがサイト コレクション リースの延長を要求

することを可能にします。サイト コレクションのリースを延長すると、そのサイト コレクションには、

要求が承認された日からリースに指定された時間が付与され、前のリースの残り時間には追

加されないことに留意してください。 

 サイト コレクションを削除する - ビジネス ユーザーがサイト コレクションの削除を要求すること

を可能にします。 

 サイト コレクションをアーカイブする – ビジネス ユーザーが、自分のサイト コレクションを Sha

rePoint 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。 
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 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、自分の所有する個人用サ

イトに別の Governance Automation ポリシーを適用することを要求することを可能にす

るか、個人用サイトのオーナーを指定することにより、個人用サイトに別の Governance Aut

omation ポリシーを適用することを要求することを可能にするかを選択します。 

 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。 

 サイト コレクションのクォータの変更 – ビジネス ユーザーが、サイト コレクションのクォータ テ

ンプレートもしくはクォータ サイズの変更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選択して、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、メタデータの作成・編集 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、選択した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、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。 

選択した承認プロセスが外部ワークフローと統合されている場合は、承認後に SharePoint リスト 

アイテムからサービス要求情報を同期する を選択することもできます。このチェックボックスを選択する

と、承認後に SharePoint リスト アイテムで更新したサービス要求情報が Governance Automa

tion に同期されます。 
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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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。 

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\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。 

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 を選択すると、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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 
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 画面左側の矢印アイコンをクリックすると、前の手順に戻って構成をレビューし、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

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 

サイトのライフサイクル管理サービスでは、ビジネス ユーザーは Governance Automation によって作成 / 

管理されたサイトのライフサイクルを制御することができます。 

サイトのライフサイクル管理の作成またはサイトのライフサイクル管理の編集インターフェイスで構成できる設定は

以下のとおりです。 

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

必須ではありません)。 

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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 メニューで選択した部署のユーザーは、この

サービスの対象要求者となります。[ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する] を選

択すると、ビジネス ユーザーにはサービス要求で既定部署を表示することができます。[ビジネ
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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名前を入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを

確認します。  

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、上記のサービス権限にリストされてい

ない場合でも、対応フォームの回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

 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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。承認プロセスが開始した後

にエラーが発生すると、Governance Automation が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、Enter キーを押して名前が有効であるこ

とを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信する場

合は、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

理者通知の構成 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. 言語 - このサービスの範囲を構成します。ドロップダウン メニューからファームもしくは 個人用登録済み

サイト を選択して、URL を手動で入力するか、ツリーから範囲を選択します。 
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 手動入力の URL - [URL を追加する] をクリックして、テキスト ボックスに URL を入力し

ます。複数の URL を追加する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 ツリーから範囲を選択する – 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選択して希望のノードを選択します。 

必要に応じて、以下のオプションを構成します。 

 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 - このチェックボックスを選

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。 

 SharePoint コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する – チェックボ

ックスを選択すると、サービス要求範囲で、SharePoint コンテキストを取得して使用すること

ができます。Governance Automation Web パーツ インターフェイスでは、サービス要求 

URL は Web パーツの URL に設定され、要求範囲として使用されます。Governance A

utomation アプリ パーツ インターフェイスで同じ設定を適用すると、サイト情報カードが要求

範囲として使用されます。また、SharePoint 内のサービス要求ページでリンクを作成し、要

求範囲を親 URL パラメーターに設定することもできます。要求 URL が次の形式であること

を確認してください: https://servername:port/SSLMRequest/New?servic

eId={serviceID}&parent={parentsiteURL}. 

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 を選択する場合は、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選択して、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、メタデータの作成・編集 セクションを参照してくださ

い。 
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 リボン上で [詳細の表示] をクリックすると、選択した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、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

認プロセスを選択すると、承認ステージ、承認者、承認手順セクションが表示されます。選択した承認

プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プロセスに基づき新しい承認プロセスを

作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] をクリックすると 承認プロセス設定 ウィ

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

構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。   

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\bin に存在することを確認してください。 
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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 を選択すると、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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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化します。こ

れにより、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 

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構成するこ

とのできる設定は以下のとおりです。 



154  

 
DocAve Governance Automation 

 

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

須ではありません)。 

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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、[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 メニューから選択した部署は、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。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、Enter キーを押して名前が有効である

ことを確認します。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、ユーザーは、上記のサービス権限にリ

ストされていない場合でも、対応フォームの回答後にこのサービスを要求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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。承認プロセスが開始した後

にエラーが発生すると、Governance Automation が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、Enter キーを押して名前が有効であるこ

とを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信する場

合は、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

理者通知の構成 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 – ユーザーが、ユーザー権限のクローン・転送を要求できる範囲を選択します。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、ツリーを展開します。該当するチェックボック

スを選択して希望のノードを選択します。  

必要に応じて、SharePoint コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する チェッ

クボックスを選択すると、サービス要求範囲で、SharePoint コンテキストを取得して使用することがで

きます。Governance Automation Web パーツ インターフェイスでは、サービス要求 URL は We

b パーツの URL に設定され、要求範囲として使用されます。Governance Automation アプリ パ

ーツ インターフェイスで同じ設定を適用すると、サイト情報カードが要求範囲として使用されます。ま

た、SharePoint 内のサービス要求ページでリンクを作成し、要求範囲を親 URL パラメーターに設定

することもできます。要求 URL が次の形式であることを確認してください。https://servernam

e:port/Request/NewCloneUserPermRequest?serviceId={serviceID}&par

ent={parentsiteURL}. 

10. クローン元ユーザーの選択の制限 - クローン元ユーザーとして選択できるユーザーからユーザーを指定

して、権限をクローンします。次から選択します。 

 すべてのユーザーを許可する – 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 サービスが DocAve Governance Automation で構成す

るか、または外部ロール ソース サービスがユーザーによって構成されているる必要があります。

構成されていない場合は、この設定が無効になります。 

11. クローン先ユーザーの選択の制限 - クローン先ユーザーとして選択できるユーザーからユーザーを指定

して、権限をクローンします。次から選択します。 

 すべてのユーザーを許可する – 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 サービスが DocAve Governance Automation で構成す

るか、または外部ロール ソース サービスがユーザーによって構成されている必要があります。構

成されていない場合は、この設定が無効になります。 

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. 権限オプション - ドロップダウン メニューからクローン元ユーザー / グループの権限をクローン先ユーザー 

/ グループに割り当てる方法を選択します。 

 追加する - クローン元ユーザー / グループの権限を、クローン先ユーザー / グループに追加し

ます。 

 置き換える - クローン先ユーザーの権限を、クローン元ユーザーに置き換えます。 

このサービスによって権限オプションを割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザ

ーが権限オプションを選択できるようにします。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した権限オプションは、ユーザー権限のクローン サー

ビス要求で適用されます。ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する を選択すると、

ビジネス ユーザーにはサービス要求で権限オプションを表示することができます。ビジネス ユー

ザーから隠す を選択すると、このサービスに関連付けられた権限オプションは、このサービスを

要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが権限オプションを構成することができ

ます。 
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14. ユーザー通知オプション - クローン元ユーザーが設定する通知をクローン先ユーザーに送信します。 

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 チェックボックスを選択すると、サービス要求

を送信する際に、この機能は既定オプションとなります。  

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、この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 - ここで構成し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したすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス 

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

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、

このサービスに関連付けられたユーザー通知オプションは、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 ユーザーがユーザー通知オプションを構成するこ

とができます。 

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のメタデータに変更します。こ

のオプションを選択する場合、[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。このサービスで変更を許可す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 ユーザーがメタデータの変更オプション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オプションは、ユーザー権限のク

ローン サービス要求の範囲で選択したすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネ

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

求で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することができます。 

16. 追加オプション - SharePoint グループに存在するクローン元ユーザーの権限の処理方法を選択し

ます。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存在する Sh

arePoint グループに対象ユーザーを追加します。  

 クローン元ユーザーの権限をクローン先ユーザーに直接クローンする - クローン元ユーザー

のグループの権限をクローン先ユーザーにコピーします。 
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このサービスによって追加オプションを直接割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユ

ーザーが追加オプションを選択できるようにします。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した追加オプションは、ユーザー権限のクローン サー

ビス要求の範囲で選択したすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユーザ

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

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

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

ん。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが追加オプションを構成することができ

ます。 

17. 転送のオプション - 権限を転送する際にクローン元ユーザー / グループを管理するオプションを選択し

ます。サービス要求を送信する際に、選択したオプションが既定の選択となります。次から選択します。 

 クローン元ユーザーの固有の権限を除去する - 権限をクローンした後に、クローン元ユーザ

ーまたはグループの権限を除去します。  

 SharePoint グループからクローン元ユーザーを除去する - 権限をクローンした後に、Sh

arePoint グループからクローン元ユーザーを削除します。  

 サイト コレクションからクローン元ユーザーを削除する - 権限をクローンした後に、サイト コレ

クションからクローン元ユーザーまたはグループを削除します。  

このサービスによって転送のオプションを直接割り当てるか、このサービス要求を送信する際に、ビジネス 

ユーザーが転送のオプションを選択できるようにします。次から選択します。 

 IT 管理者毎に割り当てる - ここで構成した転送のオプションは、ユーザー権限のクローン サ

ービス要求の範囲で選択したすべてのサイト コレクションに関連付けられます。ビジネス ユー

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

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

ビスに関連付けられた転送のオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示

されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーが転送のオプションを構成することがで

きます。 

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。 
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 該当のチェックボックスを選択して、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、メタデータの作成・編集 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. 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、[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。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・承認者・承認手順セクションが表示されます。選択した承認

プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プロセスに基づき新しい承認プロセスを

作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] をクリックすると 承認プロセス設定 ウィ

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

構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。 

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation デ
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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\GovernanceAutomatio

n\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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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化します。こ

れにより、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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サイト コレクションの連絡先 / 管理者の変更サービス 

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 (説明は必

須ではありません)。  

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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

ループの名前をテキスト ボックスに入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 
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 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、ユーザーは、上記のサービス権限にリ

ストされていない場合でも、対応フォームの回答後に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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効で

あることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信

する場合は、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、管理者通知の構成 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 - 要求者が、サイト コレクションの連絡先もしくは管理者の変更を要求できるノードを選択しま

す。  

 SharePoint オンプレミスの場合、ファームを選択してファーム ツリーを展開し、該当のチェック

ボックスを選択して 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。 

必要に応じて、以下のオプションを構成します。 

 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 - このチェックボックスを選

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。 

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

クボックスを選択すると、サービス要求範囲で、 SharePoint コンテキストを取得して使用す
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ることができます。Governance Automation Web パーツ インターフェイスでは、サービス

要求 URL は Web パーツの URL に設定され、要求範囲として使用されます。Governan

ce Automation アプリ パーツ インターフェイスで同じ設定を適用すると、サイト情報カードが

要求範囲として使用されます。また、SharePoint 内のサービス要求ページでリンクを作成

し、要求範囲を親 URL パラメーターに設定することもできます。要求 URL が次の形式であ

ることを確認してください。https://servername:port/ChangeSCContactRequ

est/New?serviceId={serviceID}&parent={parentsiteURL}. 

10. 連絡先 / 管理者の変更設定 - ビジネス ユーザーがサイト コレクションのメインおよびサブ連絡先、ま

たはサイト コレクションのメインおよびサブ管理者を変更することを可能にします。必要に応じて、ビジネ

ス ユーザーが個人用サイトのメイン連絡先およびメイン管理者を変更できるかどうかを定義することが

できます。 

*注意: SharePoint Online standard インスタンス サイト コレクションおよび SharePoint Onli

ne dedicated インスタンス サイト コレクションの場合は、サイト コレクションのメイン管理者のみが変

更可能です。サイト コレクションのサブ管理者は変更できません。サービスで サイト コレクションのメイ

ンおよびサブ管理者 が選択されていて、要求ページで SharePoint Online standard インスタン

ス サイト コレクション URL もしくは SharePoint Online dedicated インスタンス サイト コレクショ

ン URL を入力した場合、要求では メイン管理者 テキスト ボックスのみが利用可能となります。 

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選択して、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、メタデータの作成・編集 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、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 コレクション連絡先もしくは管理者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・承認者・承認手順セクションが表示され

ます。選択した承認プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プロセスに基づき
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新しい承認プロセスを作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] をクリックすると 

承認プロセス設定 ウィンドウが表示されます。設定を構成して、承認プロセスを保存し、アクティブ化し

ます。承認プロセスの構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。  

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\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 チェックボックスを選択すると、Go

vernance Automation Online がサービス要求を実行する時間を定義することができます。ドロッ

プダウン メニューから構成済み実行スケジュールを選択するか、[新規作成] をクリックして新しいスケジ

ュールを作成します。 

15. 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
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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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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化します。こ

れにより、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 

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 (説明は必

須ではありません)。  

2. 言語 – このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、これらの言語に従ってサー

ビスをフィルターすることができます。  

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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、[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

ループの名前をテキスト ボックスに入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、上記のサービス権限にリストされてい

ない場合でも、対応フォームの回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効で

あることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信

する場合は、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、管理者通知の構成 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。 
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9. 範囲 - 手動で URL を入力するか、ツリーから選択して、範囲を定義します。 

 手動入力の URL - URL を追加する をクリックして、テキスト ボックスに URL を入力しま

す。複数の URL を追加する場合は、この手順を繰り返します。 

 ツリーから範囲を選択する – 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。 

必要に応じて、以下のオプションを構成します。 

 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 - このチェックボックスを選

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。 

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

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

ことができます。Governance Automation Web パーツ インターフェイスでは、サービス要

求 URL は Web パーツの URL に設定され、要求範囲として使用されます。Governanc

e Automation アプリ パーツ インターフェイスで同じ設定を適用すると、サイト情報カードが

要求範囲として使用されます。また、SharePoint 内のサービス要求ページでリンクを作成

し、要求範囲を親 URL パラメーターに設定することもできます。要求 URL が次の形式であ

ることを確認してください。https://servername:port/ChangeSSContactRequ

est/New?serviceId={serviceID}&parent={parentsiteURL}. 

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選択して、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、メタデータの作成・編集 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、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。 

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 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
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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、承認者、承認手順セクションが表示されます。選択した承認プロセ

スの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プロセスに基づき新しい承認プロセスを作成

することができます。[この既存の承認プロセスから作成] をクリックすると 承認プロセス設定 ウィンド

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

については、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。 

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation に存在し、アセンブリ ファイルが Governance Automation デ

ィレクトリ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 Governance 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。 
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 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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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化します。こ

れにより、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 

コンテンツ移動サービスを構成すると、ビジネス ユーザーのコンテンツ移動サービス要求のテンプレートを定義する

ことができます。SharePoint コンテンツをコピーまたは移動する設定を構成できるため、お使いの SharePoin

t 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] もしくは [コンテンツ移動の編集] インターフェイスで、次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 (説明は

必須ではありません)。 

2. 言語 – このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、これらの言語に従ってサー

ビスをフィルターすることができます。  

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスでこのポリシーのカテゴリーを作成し、名前を入力します。 
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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 メニューで選択した部署のユーザーは、この

サービスの対象要求者となります。[ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する] を選

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

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

求するビジネス ユーザーには表示されません。 

5. サービス権限 – 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名前を入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを

確認します。  

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、上記のサービス権限にリストされてい

ない場合でも、対応フォームの回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

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

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

に入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効で
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あることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信

する場合は、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、管理者通知の構成 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。  

 SharePoint オンプレミスの場合、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選択して、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

ックボックスを選択して希望の SharePoint サイト グループを選択します。 

必要に応じて、以下のオプションを構成します。 

 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 - このチェックボックスを選

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。 

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

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

ことができます。Governance Automation Web パーツ インターフェイスでは、サービス要

求 URL は Web パーツの URL に設定され、要求範囲として使用されます。Governanc

e Automation アプリ パーツ インターフェイスで同じ設定を適用すると、サイト情報カードが

要求範囲として使用されます。また、SharePoint 内のサービス要求ページでリンクを作成

し、要求範囲を親 URL パラメーターに設定することもできます。要求 URL が次の形式であ

ることを確認してください。https://servername:port/ContentManagerReque

st/New?serviceId={serviceID}&parent={parentsiteURL}. 

10. 方法 - このサービスに対して [コピーする] または [移動する] を選択するか、要求を送信する際に、

ビジネス ユーザーで決定できます。 

 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 - ここで選択した方法はこのサービスに適用されます。[ビジネス 

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

要求で既定の方法を表示することができます。[ビジネス ユーザーから隠す] を選択すると、
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このサービスに関連付けられた方法は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示さ

れません。 

[移動] を選択すると、以下の設定を構成することもできます。 

 移動元ドキュメント / アイテムの削除方法 - [手動] を選択する場合、DocAve で移動

ジョブが完了したら、移動元コンテンツを手動で削除します ([ジョブ モニター] で移動ジョブ

を選択してから、リボン上で [削除] をクリックして、ドロップダウン リストから [コンテンツの削

除] を選択します)。[自動] を選択する場合は移動ジョブの完了後、DocAve は移動元コ

ンテンツを削除します。  

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方法を割り当てるか、このサ

ービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに方法の選択を許可するかを選択します。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 - ここで選択した方法はこのサービスに適用されます。

[ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する] を選択すると、ビジネス ユーザ

ーに対してサービス要求で既定の方法を表示することができます。[ビジネス ユーザー

から隠す] を選択すると、このサービスに関連付けられた方法は、このサービスを要求

するビジネス ユーザーには表示されません。 

 移動元からチェックアウト済みファイルを削除する - 既定では、[いいえ] が選択されていま

す。移動元コンテンツが削除される場合に移動元ノードのチェックアウト済みファイルを削除す

る場合は、[はい] を選択します。 

このサービスに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このオプションを割り当てる

か、このサービス要求を送信する際に、ビジネス ユーザーに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。 

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 - ここで選択したオプションはこのサービスに適用されま

す。[ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する] を選択すると、ビジネス ユ

ーザーにはサービス要求で既定オプションを表示することができます。[ビジネス ユーザ

ーから隠す] を選択すると、このサービスに関連付けられたオプションは、このサービス

を要求するビジネス ユーザーには表示されません。 
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11. アクション - [添付する] を選択して、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する

か、[マージする] を選択して、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 ユーザーにアク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。 

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

ユーザーがオアクションを選択することができます。 

o IT 管理者毎に割り当てる - ここで選択したアクションはこのサービスに適用されます。[ビジネ

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

求で既定アクションを表示することができます。[ビジネス ユーザーから隠す] を選択すると、こ

のサービスに関連付けられたアクションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示さ

れません。 

12. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

13. フィルター ポリシー – ドロップダウン メニューから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。 

 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。 

 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選択します。 

 [構成をコピーする] を選択して、移動元ノードからプロパティ、説明、タイトル、設定、および

機能などを移動先ノードにコピーします。  
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o サイド リンク バー、トップ リンク バー、ツリー ビュー、サイトのテーマ、およびマスター ペ

ージを含む移動元サイトの外観を保持する場合は、外観を保持する チェックボックス

を選択します。 

*注意: 移動元ノードがサイトで、移動先ノードがトップ レベル サイトまたはサイト コ

レクションであり、アクションとして [マージする] が選択されている場合のみ、この機能

が反映されます。 

 構成を移動先にマージしない場合は、構成をコピーする の選択を解除します。次のオプショ

ンから選択します。 

o アイテムの完全性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプ

をコピーします を選択します。ドロップダウン メニューからこれらのアイテムの列およびコ

ンテンツ タイプの競合解決方法を選択します。 

 列、コンテンツ タイプ、該当アイテムをコピー・移動しない - 競合する列、

コンテンツ タイプ、および該当するアイテムを無視し、移動元および移動先ノ

ード上では何も実行しません。 

 列およびコンテンツ タイプを移動先へ上書きする - 移行元ノードで、移動

先の列およびコンテンツ タイプを上書きします。 

 列およびコンテンツ タイプを移動先へ追加する - 競合が発生する場合、

移動先の列およびコンテンツ タイプを保持します。また、移動元の列およびコ

ンテンツ タイプを移動先ノードにコピーし、数値サフィックスを追加します (Col

umnName_1, ColumnName_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 また、[対応する列ま

たはコンテンツ タイプがレプリケート先に見つからない場合はアイテムを報告する] 

オプションを選択することもできます。該当のアイテムが移動先にコピーされません。該

当の列もしくはコンテンツ タイプが移動先ノードに見つからない場合、ジョブ レポートに

はアイテムが表示されます。 

*注意: 移動元ノードが管理されたメタデータ列に関連付けられ、移動先ノードに管理されたメタデー

タ列がない場合、Governance Automation Online は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。 
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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 - ここで選択し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。 

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選択して、SharePoint オブジェクトの Shar

ePoint アクセス許可レベルおよび権限継承を含むユーザーおよびグループ権限を移動元ノードから移

動先ノードにコピーします。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選択す

ると、権限を持たないユーザーもしくはグループを移動先にコピーしません。 

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 - ここで選択したオプションはこのサービスに適用されます。ビジネ

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

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

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

れません。 

16. コンテンツ - コンテンツをコピーする チェックボックスを選択して、ファイルおよびアイテムを含むコンテンツ

を移動元ノードから移動先ノードにコピーします。リストの添付ファイルを含む チェックボックスを選択す

ると、リスト内の添付したコンテンツも一緒に移動元ノードから移動先ノードにコピーします。 

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。 

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

せん。 

17. ワークフロー – ワークフロー定義を含む チェックボックスを選択すると、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 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。 

 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。 

18. Managed Metadata Service 設定 – [Managed Metadata Service をコピーする] 

を選択すると、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 件を選択します。 

 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およびグループ名を、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、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、移動先へコピーします。 

 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 が無効であっても、Managed Meta

data Services をコピーすると自動的に有効化されます。 
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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。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。 

 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。 

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してある場合でも

アイテム列の NULL 値を保持します。[いいえ] を選択すると、NULL 値は移動先ノードの既定値に

置き換えられます。 

このサービスに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。 

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

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

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

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

せん。 

21. データ圧縮 - 圧縮 チェックボックスを選択すると、コピーの際にデータが圧縮されます。データを圧縮す

る場合、スライドで圧縮率を選択します。最速の圧縮率を使用すると、データ セットが大きくなります。

高圧縮レベルを使用すると、より長い時間が必要となりますが、データ セットは小さくなり、また高品質

となります。   

このサービスに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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 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。 

22. データ暗号化 - 暗号化 チェックボックスを選択すると、データを暗号化します。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 で構成済みのセキュリティ プロファイルを選択して、

指定した暗号化方法により生成されたセキュリティ キーを使用することにより、バックアップ データを保

護します。 

このサービスに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。 

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

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

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

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

せん。 

23. 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 マッピングおよび言

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。移動元

列と移動先列が同一である必要があるかどうかは、列タイプによって変化します。 

 コンテンツ タイプ マッピング - 移動元のコンテンツ タイプを移動先内の指定したコンテンツ タ

イプにマッピングするか、設定した条件に従ってコンテンツ タイプ名を別の名前に変更するかを

選択します。 

 ユーザー マッピング - 既存移動元ノード ユーザー名を、既存移動先ノード ユーザー名また

は移動先の既定ユーザー名に置き換えることができます。削除済みアカウントのメタデータを保

持するため所持アカウントを追加することもできます。 
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 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

先の同じログイン名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。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。 

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

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

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

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

せん。 

24. 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、移動元または移動

先のノードをバックアップすることができます。 

 移行元環境をバックアップする (移動のみ) - 移動を実行する前に移動元ノードのコピーを

作成します。 

 移動先環境をバックアップする - コピーを実行する前に移動先ノードのコピーを作成します 

(コピーを取り消すことができます)。 

*注意: [移行元環境をバックアップする] および [移動先環境をバックアップする] を選択する

場合、ドロップダウン メニューからストレージ ポリシーを選択する必要があります。 

このサービスに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先 / 移動元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。 

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 - ここで選択し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
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サービスに関連付けられたオプションは、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示さ

れません。 

25. 競合解決 - 移動元ノードのアイテム名が移動先ノードの既存アイテム名と同じである場合、競合が

発生します。この設定では、コンテナとコンテンツ両方のレベルで競合を処理できます。コンテナ レベル

の競合解決 には [スキップする]、[マージする]、[置き換える] が含まれます。スキップする は、移

動先コンテナを保持します。下位オブジェクトを確認する チェック ボックスを選択すると、コンテンツ レ

ベルでの競合解決を設定することもできます。[マージする] は、移動元コンテナを移動先に追加しま

すが、コンテンツ レベルの競合解決を設定する必要があります。[置き換える] は、移動先コンテナを

移動元コンテナに置き換えます。このオプションでは、コンテンツ レベルの競合解決を設定することはで

きません。コンテンツ レベルの競合解決 には [スキップする]、[上書きする]、[最終更新日時に従っ

て上書きする]、[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。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。 

 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。 

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。 

 該当のチェックボックスを選択して、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、メタデータの作成・編集 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、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。 
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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・承認者・承認手順セクションが表示されます。選択した承認プロセスの構成

が要求を満たしていない場合は、選択した承認プロセスに基づき新しい承認プロセスを作成することが

できます。[この既存の承認プロセスから作成] をクリックすると 承認プロセス設定 ウィンドウが表示さ

れます。設定を構成して、承認プロセスを保存し、アクティブ化します。承認プロセスの構成について

は、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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。 

選択した承認プロセスが外部ワークフローと統合されている場合は、承認後に SharePoint リスト 

アイテムからサービス要求情報を同期する を選択することもできます。このチェックボックスを選択する

と、承認後に SharePoint リスト アイテムで更新したサービス要求情報が Governance Automa

tion に同期されます。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。 

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\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スケジュールを作成しま

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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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化します。こ

れにより、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 

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。 
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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 (説明は必

須ではありません)。 

2. 言語 – このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、これらの言語に従ってサー

ビスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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/グループ

の名前をテキスト ボックスに入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、上記のサービス権限にリストされてい

ない場合でも、対応フォームの回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 
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 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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効で

あることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信

する場合は、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、管理者通知の構成 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。  

 SharePoint オンプレミスの場合、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選択して、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

ックボックスを選択して希望の 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選択して、ビジネス ユーザーがサイト 

コレクションのタイトル、説明、メタデータを変更できるようにします。[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際、ビジネス ユーザーがメタデータを追加、削除できるように

します。 

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選択して、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、メタデータの作成・編集 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、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 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・承認者・承認手順セクションが表示されます。選択した承

認プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プロセスに基づき新しい承認プロセス

を作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] をクリックすると 承認プロセス設定 

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

構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。   

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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
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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\GovernanceAutomatio

n\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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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化します。こ

れにより、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 

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。  
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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 (説明は

必須ではありません)。 

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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 メニューで選択した部署のユーザーは、この

サービスの対象要求者となります。[ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する] を選

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

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

求するビジネス ユーザーには表示されません。 

5. サービス権限 – 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名前を入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを

確認します。複数のユーザーを入力する場合は、セミコロンで区切ります。  

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 
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 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、ユーザーは、上記のサービス権限にリ

ストされていない場合でも、対応フォームの回答後にこのサービスを要求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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効で

あることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信

する場合は、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、管理者通知の構成 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、ツリーから選択して、範囲を指定します。  

 URL を手動で入力する - URL を追加する をクリックして、テキスト ボックスに URL を入

力します。複数の URL を追加する場合は、この手順を繰り返します。  

 ツリーから範囲を選択する – 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、ツリーを展開します。該当するチェックボックスを選択して、希望のノードを選択

します。 

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. メタデータの変更 – 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

することができます。[メタデータの追加 / 削除を有効にする] を選択すると、このサービスを要求する

際、ビジネス ユーザーがメタデータを追加、削除できるようにします。 
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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選択して、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、メタデータの作成・編集 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、選択した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、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 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 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・承認者・承認手順セクションが表示されます。選択した承認プロセ

スの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プロセスに基づき新しい承認プロセスを作成

することができます。[この既存の承認プロセスから作成] をクリックすると 承認プロセス設定 ウィンド

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

ついては、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。   

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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化します。こ

れにより、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。 



   191 

 
DocAve Governance Automation 

 

ライブラリ / リスト設定の変更サービス 

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 / リスト設定の変更

サービス要求のテンプレートを定義することができます。サービスを要求する際にビジネス ユーザーが使用すること

のできるライブラリおよびリスト設定を選択できます。ライブラリおよびリスト設定には、名前、説明、ナビゲーショ

ン、バージョン設定が含まれます。 

ライブラリ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構成できる

設定は以下のとおりです。 

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

必須ではありません)。 

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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。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
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の名前をテキスト ボックスに入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。複数の

ユーザーを入力する場合は、セミコロンで区切ります。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、ユーザーは、上記のサービス権限にリ

ストされていない場合でも、対応フォームの回答後に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 テキスト ボックスに入力し、

Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効であ

ることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信す

る場合は、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、管理者通知の構成 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、ツリーから選択して、範囲を指定します。 

 URL を手動で入力する - [URL を追加する] をクリックして、テキスト ボックスに URL を

入力します。複数の URL を追加する場合は、この手順を繰り返します。 

 ツリーから範囲を選択する – 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 を選択してツリーを展開します。該当するチェックボックスを選択して希望のノードを選択しま

す。 

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。 
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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選択して、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、メタデータの作成・編集 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、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] をクリックして新し

い承認プロセスを作成します。選択した場合、このサービスへの構成を保存せずに、[承認プロセス設

定] インターフェイスへ移動します。承認プロセスを選択すると、承認ステージ・承認者・承認手順セク

ションが表示されます。選択した承認プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プ

ロセスに基づき新しい承認プロセスを作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] を

クリックすると、承認プロセス設定 ウィンドウが表示されます。設定を構成して承認プロセスを保存し、

アクティブ化します。承認プロセスの構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。 

 実行ファイル (.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。  
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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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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

作業の完了後、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。  
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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、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 

権限の付与サービスを構成すると、ビジネス ユーザーの権限付与サービス要求のテンプレートを定義することが

できます。権限を付与する指定サイトおよびライブラリのユーザーを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構成することのできる設定は以下のと

おりです。 

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

須ではありません)。 

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

てサービスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 

カテゴリーの作成 インターフェイスで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およびグループを指定することができます。テキ
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スト ボックスにユーザーおよびグループの名前を入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを

確認します。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、上記のサービス権限にリストされてい

ない場合でも、対応フォームの回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効で

あることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信

する場合は、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、管理者通知の構成 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。  

 SharePoint オンプレミス Web アプリケーションの場合、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。 

必要に応じて、SharePoint コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定する チェッ

クボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint コンテキストを取得して使用することができ

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 は Web 

パーツの URL に設定され、要求範囲として使用されます。Governance Automation アプリ パー

ツ インターフェイスで同じ設定を適用すると、サイト情報カードが要求範囲として使用されます。また、S

harePoint 内のサービス要求ページでリンクを作成し、要求範囲を親 URL パラメーターに設定する
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こともできます。要求 URL が次の形式であることを確認してください: https://servername:po

rt/GRPermRequest/New?serviceId={serviceID}&parent={parentsiteUR

L}. 

10. ユーザーの選択 – 権限を付与するユーザーを選択します。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 - このオプションを選択すると、ビジネス ユ

ーザーはドメイン グループのみをクローン元として選択することができます。  

 ユーザー / グループへの権限割り当てを許可する – このオプションを選択すると、ビジネス 

ユーザーはユーザーもしくはグループをクローン元として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。 

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 - チェックボックスを選択すると、権限の付与

要求を開始する際に要求者を既定ユーザーとして追加します。 

11. 権限の有効期間 – 選択したユーザー/グループの権限が持続する期間を選択します。 

 永久アクセス許可 – 選択したユーザー/グループに永久アクセス許可を付与します。 

 一時アクセス許可 – 選択したユーザー/グループに一時アクセス許可を付与します。 

このサービスによって権限の有効期間オプションを割り当てるか、このサービス要求を送信する際

に、ビジネス ユーザー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有効期間オプションは、権限の付

与サービス要求で適用されます。  

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる – ビジネス ユーザーに、権限の有効期間オプションを

構成することを許可します。 

[一時アクセス許可] を選択する場合、[一時アクセス許可の設定] を構成する必要がありま

す。 
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 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。 

 一時アクセス許可 を IT 管理者毎に割り当てる場合は、次のオプションから 1 件を選

択します。 

 ビジネス ユーザーに期間の指定を許可する - 権限の付与サービス要求を送信

する際に、ビジネス ユーザーは既定の期間に関わりなく、希望の権限の有効期

間を入力することができます。 

 ビジネス ユーザーが要求できる期間は既定の期間のみとする - 権限の付与

サービス要求を送信する際に、権限の有効期間を既定の期間のみとします。ビ

ジネス ユーザーが権限の有効期間を変更することができません。 

 一時アクセス許可 をビジネス ユーザー毎に割り当てる場合は、最長有効期間を設定す

ることができます。権限の有効期間は次の日数を超えることはできません を選択し、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

スを選択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(権限の期間 で 永久権限 を選択した場合

のみ) – 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。 

 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。 

必要に応じて、以下の設定を構成します。 
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 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 - このチェ

ックボックスを選択すると、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。 

*注意: 要求者が自身に権限を付与する場合は、自分が持つ以上の権限を付与することが

できます。 

 指定のアクセス許可レベルを要求ページから排除する - このチェックボックスを選択してから、

該当するチェックボックスをオンにすると、希望のアクセス許可レベルを選択します。選択したアク

セスレベルを持っている SharePoint グループは、ビジネス ユーザーの要求ページから削除さ

れます。 

*注意: ここで表示されるアクセス許可レベルは Governance Automation データベース

から取得されます。希望のアクセス許可レベルを選択するには、[設定] > [SharePoint 

アクセス許可レベルの管理] の順に進み、アクセス許可レベルを追加しておく必要がありま

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すると、テンプレートとしてメールの件名

と個人用メッセージを入力することができます。  

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 - ここで構成したメールの送信オプションは、権限の付与サービス

要求で適用されます。[ビジネス ユーザーに読み取り専用として表示する] を選択すると、ビ

ジネス ユーザーにはサービス要求でメールの送信オプションを表示することができます。[ビジネ

ス ユーザーから隠す] を選択すると、このサービスに関連付けられたメールの送信オプション

は、このサービスを要求するビジネス ユーザーには表示されません。 

 ビジネス ユーザー毎に割り当てる - ビジネス ユーザーがメールの送信オプションを構成するこ

とができます。 

14. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

15. メタデータ – 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選択して、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
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タの作成 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、メタデータの作成・編集 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、選択した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、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 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。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。承認プロセスを選択す

ると、承認ステージ・承認者・承認手順セクションが表示されます。選択した承認プロセスの構成が要

求を満たしていない場合は、選択した承認プロセスに基づき新しい承認プロセスを作成することができ

ます。[この既存の承認プロセスから作成] をクリックすると 承認プロセス設定 ウィンドウが表示されま

す。設定を構成して承認プロセスを保存し、アクティブ化します。承認プロセスの構成については、承認

プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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。 

選択した承認プロセスが外部ワークフローと統合されている場合は、承認後に SharePoint リスト 

アイテムからサービス要求情報を同期する を選択することもできます。このチェックボックスを選択する

と、承認後に SharePoint リスト アイテムで更新したサービス要求情報が Governance Automa

tion に同期されます。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。   

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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
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\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\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スケジュールを作成しま

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。 

20. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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化します。こ

れにより、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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権限の除去サービス 

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することができます。  

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構成することのできる設定は以下の

とおりです。 

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

須ではありません)。 

2. 言語 – このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、これらの言語に従ってサー

ビスをフィルターすることができます。 

3. サービスのカテゴリー – カテゴリーを使用して、Governance Automation 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 カテゴリーの作成 インターフェイスで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。テキスト ボックスに

ユーザーおよびグループの名前を入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。複

数のユーザーを入力する場合は、セミコロンで区切ります。 
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 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、上記のサービス権限にリストされてい

ない場合でも、対応フォームの回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

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

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効で

あることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信

する場合は、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、管理者通知の構成 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。 

 SharePoint オンプレミスの場合、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

ックボックスを選択して希望の SharePoint サイト グループを選択します。 

必要に応じて、以下のオプションを構成します。 

 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 - このチェックボックスを選

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。 

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

クボックスを選択すると、サービス要求範囲で SharePoint コンテキストを取得して使用する
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ことができます。Governance Automation Web パーツ インターフェイスでは、サービス要

求 URL は Web パーツの URL に設定され、要求範囲として使用されます。Governanc

e Automation アプリ パーツ インターフェイスで同じ設定を適用すると、サイト情報カードが

要求範囲として使用されます。また、SharePoint 内のサービス要求ページでリンクを作成

し、要求範囲を親 URL パラメーターに設定することもできます。要求 URL が次の形式であ

ることを確認してください: https://servername:port/GRPermRequest/New?

serviceId={serviceID}&parent={parentsiteURL}. 

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。  

 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選択して、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、メタデータの作成・編集 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、選択した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、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、[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。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
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す。承認プロセスを選択すると、承認ステージ・承認者・承認手順セクションが表示されます。選択した

承認プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プロセスに基づき新しい承認プロ

セスを作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] をクリックすると 承認プロセス設

定 ウィンドウが表示されます。設定を構成して承認プロセスを保存し、アクティブ化します。承認プロセ

スの構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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。 

選択した承認プロセスが外部ワークフローと統合されている場合は、承認後に SharePoint リスト 

アイテムからサービス要求情報を同期する を選択することもできます。このチェックボックスを選択する

と、承認後に SharePoint リスト アイテムで更新したサービス要求情報が Governance Automa

tion に同期されます。 

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 アクションを指

定します。該当するチェックボックスを選択して必須情報を入力します。  

 実行ファイル (.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 SharePoint オンプレミス ファーム内に存在する場合、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

\GovernanceAutomation 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\GovernanceAutomatio

n\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
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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の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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化します。こ

れにより、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。 

カスタム サービス 

カスタム サービスを使用すると、要求されたサービスの情報をメタデータとして記録し、exe ファイル・PowerSh

ell スクリプト ファイル・アセンブリ ファイルなどを使用して希望するアクションを実行することができます。 

カスタム サービスの作成またはサービスの編集インターフェイスで構成することのできる設定は以下のとおりです。 

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

須ではありません)。 

2. 言語 – このサービスで使用する言語を選択します。要求を開始する際に、これらの言語に従ってサー

ビスをフィルターすることができます。 



   207 

 
DocAve Governance Automation 

 

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 

カテゴリーの作成 インターフェイスで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。テキスト ボックスに

ユーザーおよびグループの名前を入力し、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。複

数のユーザーを入力する場合は、セミコロンで区切ります。 

 このサービスを承認されたユーザーのカタログから隠すが、対応フォーム経由でアクセス可

能にする を選択すると、ユーザーが上記の権限にリストされている場合でも、このサービスはサ

ービス カテゴリーから隠され、対応フォーム経由でアクセス可能になります。対応フォームにアク

セス権を持っていて上記の権限にリストされているユーザーは、対応フォームの回答後にサービ

スを表示することができます。 

 すべてのユーザー (上記のリストに含まれないユーザーも含む) に対し、対応フォームからこ

のサービスへアクセスすることを許可する を選択すると、上記のサービス権限にリストされてい

ない場合でも、対応フォームの回答後、ユーザーはこのサービスを要求することができます。 

6. サービスの連絡先 - サービスの連絡先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、Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 
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7. 管理者の連絡先 – 管理者の連絡先となるユーザーを指定します。このユーザーはサービスの管理を

担当する Governance Automation の管理者である必要があります。Governance Automat

ion 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、Enter キーを押して名前が有効で

あることを確認します。このサービスでエラーが発生したときに、管理者の連絡先にもメール通知を送信

する場合は、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、管理者通知の構成 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. 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選択して、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、メタデータの作成・編集 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、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。 

10. 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。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、承認者、承認手順セクションが表示されます。選択し

た承認プロセスの構成が要求を満たしていない場合は、選択した承認プロセスに基づき新しい承認プ

ロセスを作成することができます。[この既存の承認プロセスから作成] をクリックすると 承認プロセス

設定 ウィンドウが表示されます。設定を構成して、承認プロセスを保存してアクティブします。承認プロ

セスの構成については、承認プロセスの作成・編集 を参照してください。 

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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11. カスタム アクション - 実行可能ファイル、PowerShell スクリプト ファイル、アセンブリなどを使用して、

要求の承認の前後で実行するカスタム アクションを選択します。該当するチェックボックスを選択して必

須情報を入力します。  

 実行ファイル (.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。  

12. 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。 

13. 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。 

14. サービスの構成設定の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 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

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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Governance Automation 構成の追加 

Governance Automation に追加できる構成については、以下の説明を参照してください。  

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。  

最初に、Governance Automation によって作成されたもの以外のサイト コレクションもしくはサイトをスキャ

ンするエクスポート プランを構成します。選択したエクスポート先に、サイト コレクションとサイトのリストを含む、ス

キャン結果のファイルがエクスポートされます。エクスポート先に移動してスキャン結果ファイルを変更します。その

後、変更済みスキャン結果ファイルを Governance Automation にインポートします。 

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 プランの作成 

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。  

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。 

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 

Automation 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。 
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 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選択します。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。

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、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 が選択可能尾になります。 

8. エクスポート プランの構成の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

 [保存] をクリックすると、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。  

 [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。 
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*注意: 結果ファイルは、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方法については、以下の説明を参照してください。 

1. エクスポート済み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き、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 – スキャン済みサイト コレクションの完全な URL を表示します。既存のサイト コレクシ

ョンの完全な URL を手動で入力することもできます。 

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

nance Automation 設定 > 部署 で構成しておく必要があります。部署を構成する方法

については、新しい部署の手動追加 を参照してください。 

 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 コレクションのメイン連絡先 – サイト コレクションのメイン連絡先となるユーザー名を

入力します。 

 サイト コレクションのサブ連絡先 – サイト コレクションのサブ連絡先となるユーザー名を入

力します。 

 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 

設定 > メタデータ で作成されたサイト コレクション メタデータであれば、すべてここに入力す

ることができます。メタデータを構成する方法については、メタデータの作成・編集 を参照して

ください。   

3. 作業の完了後、ファイルを保存してください。構成済みスキャン結果ファイルのインポート に進み、サイト 

コレクションのスキャン結果ファイルを Governance Automation にインポートします。 

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方法については、以下の説明を参照してください。 

1. エクスポート済み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。 
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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 – スキャン済みサイトの完全な URL を表示します。既存のサイトの完全な URL を

手動で入力することもできます。 

 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。URL を 

URL 列に手動で入力する場合は、サイトが存在するサイト コレクションの ID を入力する必

要があります。 

 サイト ID – サイトの ID を表示します。URL を URL 列に手動で入力する場合は、サイ

トの ID を入力する必要があります。 

 部署 – サイトが所属する部署を入力します。入力する部署は、事前に Governance Au

tomation 設定 > 部署 で構成しておく必要があります。部署を構成する方法について

は、新しい部署の手動追加 を参照してください。 

3. 作業の完了後、ファイルを保存してください。構成済みスキャン結果ファイルのインポート に進み、サイト

のスキャン結果ファイルを Governance Automation にインポートします。 

構成済みスキャン結果ファイルのインポート 

構成済みスキャン結果ファイルを Governance Automation にインポートして適用します。 

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、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。 
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*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. リボンの [適用] をクリックします。 

スキャン ファイルのインポート後のデータの検証 

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、バックエンドで次のルー

ルに従って情報が検証されます。 

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 列で原因を表示します。 

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します。 

 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 
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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 

サイト コレクションのメイン連絡先 

 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 

サイト コレクションのサブ連絡先 

 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 
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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: Custom metadata([type]:=[metadata name]) 

 タイプが有効であるかどうか 

 メタデータ名が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名が一致するかどうか 

 入力する必要が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

どうかを確認します。 

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 

 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 – このサイト コレクションでこのメタデータを追加しない 

 いいえ – 次のプロセスへ移動 

 入力した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が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 
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 いいえ – スキップして、エラーをレポート 

メタデータの構成 

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。Gove

rnance 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。メタデータを使用して、作成目的、地理、コンプライアンス、レコード基準に関する情報などを保持することが

できます。 

*注意: Publish to Directory はサイト コレクション作成サービスに自動的に追加される定義済みメタデ

ータです。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。Publish to Directory 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 によって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。メタデータ名、

既定値、インデックス メタデータ、最終更新日時、作成者 などの列見出しに表示されたソート ( ) ボタンを

クリックして、[昇順] または [降順] を選択すると、メタデータを並べ替えることができます。  

以下の方法で、メタデータを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 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。  

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

す。列の管理ボタン ( ) ボタンをクリックし、列名の隣のチェックボックスをオンにして列をリストに表示さ

せます。 
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 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターすることができます。フィルターした

い列に表示されたアイテムのフィルター ( ) ボタンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスをオンに

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。 

メタデータの作成・編集 

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。Governan

ce 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。必要に応じて 説明 テキスト ボックスに

説明を入力します (説明は必須ではありません)。このメタデータの情報タイプ フィールドでどの選択

肢をチェックしたかによって、以下で設定する必要がある項目が異なります。 

 1 行テキスト - 希望のテキストを 既定値 テキスト ボックスに入力します。ドロップダウン メニ

ューからメタデータ割り当ての担当者を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる または 

IT 管理者毎に割り当てる を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる を選択している

場合、ビジネス ユーザーの入力を必須にする チェックボックスをクリックして、ビジネス ユーザー

の入力を必須にします。 

 複数行テキスト - 希望のテキストを 既定値 テキスト ボックスに入力します。キーボードの En

ter キーを押すと、複数行テキストを入力することができます。ドロップダウン メニューからメタデ

ータ割り当ての担当者を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる または IT 管理者

毎に割り当てる を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる を選択している場合、ビジ

ネス ユーザーの入力を必須にする チェックボックスをクリックして、ビジネス ユーザーの入力を

必須にします。 
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 はい / いいえ (チェック ボックス) - 規則および使用条件契約を有効にする を選択しま

す。このオプションが有効な場合は、テキスト ボックスに規則および使用条件を入力します。ド

ロップダウン メニューから はい または いいえ を 既定値 として選択します。ドロップダウン メニ

ューからメタデータ割り当ての担当者を選択します。ビジネス ユーザー毎に割り当てる または 

IT 管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

入力を必須にします。 

 ユーザーまたはグループ - ユーザー名またはグループ名を 既定値 フィールドに入力します。

複数入力する場合は、セミコロンで区切ってください。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しま

す。 

 管理されたメタデータ – 管理されたメタデータの以下の設定を構成します。 

o 複数値フィールド – Governance Automation Online によって作成されたサイ

ト コレクションの用語を複数作成する場合、複数の値を許可する チェックボックスをオ

ンにします。  

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、用語を取得する用語セットを読み込みます。Managed Metadat

a Service ツリーを展開して、用語セット名をクリックすると、用語を選択する用語セ

ットが選択されます。選択した用語セットはオレンジ色でハイライト表示されます。  

o 既定値 − 既定値として希望の用語をテキスト ボックスに入力するか、選択 ( ) ボ

タンを選択して 既定の選択 インターフェイスにアクセスすると、既定値を選択します。

用語セット ツリーを展開して希望の用語を選択し、既定の選択インターフェイスの左

下にある [追加] ボタンをクリックします。  
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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します。 

3. レポートにメタデータを表示する – Governance Automation のサイト コレクション レポートおよ

びサイト レポートにメタデータを表示するかどうかを選択します。  

 はい – サイト コレクション レポート・サイト レポートにメタデータが表示され、迅速にフィルター・

検索・ソートすることが可能になります。  

 いいえ – サイト コレクション レポート・サイト レポートにメタデータが表示されず、フィルター・検

索・ソートすることはできません。  

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るメタデータの編集完了後、[保存してすべての適用済みサービス

へ更新] をクリックすると、該当するサービスのメタデータを保存して更新します。 

メタデータの削除 

構成済みメタデータを選択して、リボン上で [削除] をクリックすると、メタデータを削除します。削除を確認する

ポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリック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 インターフェイスに戻ります。 

対応フォームの構成 

対応フォーム管理を使用すると、最適なサービスへの要求をガイドする質問表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。 

*注意: 対応フォーム管理機能は Internet Explorer 8 で使用することはできません。この機能を使用する

場合は、Google Chrome もしくは Internet Explorer 9 以上を使用することを推奨します。 

対応フォーム管理 設定にアクセスするには、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。  
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表示される対応フォームを検索する場合は、検索 テキスト ボックスにキーワードを入力して、検索 ( ) ボタン

をクリックします。 

対応フォームの作成・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 - 対応フォームの管理に使用するカテゴリーです。ドロップダウン メニューから

既存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、カテゴリの作成 インターフェイスで

この対応フォームのカテゴリーを作成します。 

4. 対応フォーム権限 – すべてのユーザーがこの対応フォームを使用できるようにする を選択すると、対

応フォームをすべてのユーザーが使用できるようにするかどうかを選ぶことができます。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選択し、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。Enter キーを押して名前が有効であることを確認します。 

5. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

6. 質問 - この対応フォームの質問を定義します。 

 新しい質問を作成するには、[質問の追加] をクリックして、質問の追加 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。既定の回答を定義しておくこともできます。 

c. [保存] をクリックすると、質問を保存します。 

 作成済み質問を編集するには、質問名の横の編集 ( ) ボタンをクリックして、質問の編集 

インターフェイスで設定を変更します。 
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 作成済み質問を削除するには、質問名の横の削除 ( ) ボタンをクリックします。 

7. 画面右側の矢印アイコンをクリックして次の手順に進みます。 

8. 論理図を構成する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、検索 ( ) ボタンをクリ

ックすると検索を実行します。 

除去 ( ) ボタンをクリックすると、論理図から質問を削除します。 

9. 質問の構成が終了したら、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。  

 [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 インターフェイスに戻りま

す。 

対応フォームのアクティブ化 / 非アクティブ化および削除 

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。 
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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。また

は [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。 

メール テンプレートの構成  

*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 で構成を実行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、DocAve 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。 

Governance Automation には built-in メール テンプレートが用意されています。必要に応じて、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 Automation 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。  

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 などの列見出しのソート ( ) 

ボタンをクリックします。列見出しに表示されたフィルター ( ) ボタンをクリックすると、メール テンプレート をフィル

ター可能です。 

検索 テキスト ボックスにキーワードを入力してから、検索 ( ) ボタンをクリックすると、表示されるメール テンプ

レートを検索することができます。 

メール テンプレートの作成・編集 

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。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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メール テンプレートの作成 または メールテンプレートの編集 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 Goverm

ance 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します。[参照を挿入] をクリッ

クすると、メッセージ内に参照を挿入することができます。参照は、それぞれのサービス要求に特有の名

前の付いた情報を呼び出すパラメーターです。 

5. [保存] をクリックして構成を保存し、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ーフェイスに戻ります。  

メール テンプレートの削除 

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。または、[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。 

実行スケジュールの構成  

実行スケジュール インターフェイスでは、Governance Automation がいつサービス要求を実行するかを設

定することができます。 

実行スケジュール 設定ページには、設定 ページで [実行スケジュール] をクリックしてアクセスします。 

実行スケジュールの表示および検索 

表示する対応フォーム数を変更するに は、画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューを使用します。  
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検索 テキスト ボックスにキーワードを入力して、検索 ( ) ボタンをクリックすると、表示される実行スケジュール

を検索することができます。 

実行スケジュールの作成・編集 

新しい実行スケジュールを作成するには、リボン上で [作成] を選択します。実行スケジュールを選択して、リボ

ン上で [編集] をクリックすると、構成済み実行スケジュールを変更します。  

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

1. 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作成しま

す。[リストに追加] をクリックすると、下の実行スケジュール リスト欄にスケジュールが追加されます。

[設定のクリア] をクリックすると、実行スケジュールがリセットされます。 

3. タイム ゾーン - 実行スケジュールのタイム ゾーンを選択します。 

4. [保存] をクリック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。 

実行スケジュールの削除 

構成済み実行スケジュールを選択して、リボン上で [削除] をクリックすると、実行スケジュールを削除します。

削除を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択した実行スケジュールを削

除します。[キャンセル] をクリックすると、選択した実行スケジュールを削除せずに 実行スケジュール インターフ

ェイスに戻ります。 

アクセス権の要求設定の構成  

ビジネス ユーザーがアクセス権を持っていない SharePoint 2010/SharePoint 2013 サイト コレクション・

サイトにアクセスすると、SharePoint アクセス拒否 ページに移動します。アクセス権の要求ソリューションの展

開およびアクセス権の要求設定の構成を完了した後、アクセス権限を持っていないサイト コレクションまたはサイ

トにアクセスすると、SharePoint アクセス拒否 ページ経由で、指定の権限を要求する Governance Aut

omation 権限の付与サービス要求ページへリダイレクトされます。これにより、ビジネス ユーザーは SharePoi

nt 環境を終了せず、権限の付与サービス要求を送信することができます。 
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SharePoint の準備 

アクセス権の要求設定を構成する前に、SharePoint で以下の準備を完了する必要があります。 

1. 送信メール設定の構成 

2. アクセス権の要求設定の構成 

3. Governance Automation アクセス権の要求ソリューションの展開 

送信メール設定の構成 

このステップが完了している場合は、このセクションをスキップしてください。メール送信設定を構成する方法につ

いては、以下の説明を参照してください。 

1. SharePoint サーバーの全体管理 で、[アプリケーション構成の管理] > [Web アプリケーショ

ンの管理] の順に移動します。 

2. 要求するアクセス権を適用する Web アプリケーションを選択し、[全般設定] > [送信電子メール] 

の順に進みます。 

3. Web アプリケーションの送信メールの設定 インターフェイスで、送信 SMTP サーバー、差出人アド

レス、返信先アドレスを入力し、文字セット を選択します。 

4. [OK] をクリックして構成を保存します。 

アクセス権の要求設定の構成 

送信メール設定の構成後、アクセス権の要求設定を構成します。以下の説明を参照してください。 

1. 要求するアクセス権を適用するサイトで、リボン上の [サイトの操作] をクリックして [サイトの権限] を

クリックします。 

2. リボン上で [アクセス権の要求の管理] をクリックします。 

3. アクセス権の要求の管理 インターフェイスでは、以下の設定を構成することができます。 

a. アクセス権の要求を許可する チェックボックスを選択します。 

b. アクセス権の要求を受信するメール アドレスを入力します。  

c. [OK] をクリックして構成を保存します。 
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Governance Automation アクセス権の要求ソリューションの展開 

ソリューション GARequestAccess.wsp (SharePoint 2010 の場合) および GARequestAccess

SP2013.wsp (SharePoint 2013 の場合) は Governance Automation サーバー上のディレクト

リ ...\AvePoint\GovernanceAutomation\SharePoint Solutions に存在します。  

ソリューションを展開する方法についてには、以下の説明を参照してください。 

1. ソリューションを SharePoint Web フロントエンド エンド サーバーに展開する手順は以下のとおりで

す。まず、ソリューション ファイルを SharePoint Web フロントエンド エンド サーバーにコピーします。 

2. SharePoint サーバー上で、SharePoint 2010 管理シェル もしくは SharePoint 2013 管

理シェル に移動します。右クリックして [管理者として実行] を選択します。 

3. 次のコマンドを入力します。 

stsadm –o addsolution –filename "C:\Program Files\AvePoint\GovernanceAuto

mation\SharePoint Solutions\GARequestAccess.wsp" 

 

図 18: Governance Automation アクセス権の要求ソリューションの展開 

*注意: ソリューションの保存先パスを C:\Program Files\AvePoint\GovernanceAuto

mation\SharePoint Solutions\GARequestAccess.wsp に置き換えます。  

*注意: SharePoint 2013 環境の場合、ソリューション ファイルは GARequestAccessSP20

13.wsp です。 

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。 

6. SharePoint の [サーバーの全体管理] > [システム設定] > [ファーム管理] の順に進み、[ファ

ーム ソリューションの管理] をクリックします。 

7. [garequestaccess.wsp] または [garequestaccesssp2013.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。 

8. SharePoint 2013 を使用する場合は、ソリューションの展開後に以下の手順を完了してください。 

a. C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensio

ns\15\TEMPLATE\LAYOUTS\GA. に移動します。 
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b. AccessDenied.aspx ファイルを右クリックして [コピー] をクリックします。 

c. C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensio

ns\15\TEMPLATE\LAYOUTS に移動してコピーした .aspx ファイルをこのディレクトリに

貼り付けます。 

アクセス権の要求設定の構成 

アクセス権の要求設定 にアクセスするには、設定 ページで [アクセス権の要求設定] をクリックします。次の

手順を実行します。 

1. 画面左側のドロップダウン リストからファームを選択します。 

2. ファーム ツリーを展開し、該当するラジオ ボタンを選択して Web アプリケーションもしくはサイト コレク

ションを選択します。選択した Web アプリケーションもしくはサイト コレクションのタイトルおよび URL が

画面右側に表示されます。 

3. 画面右側のドロップダウン リストから構成済み権限の付与サービスを選択します。権限の付与の構成

方法については、権限の付与サービス を参照してください。 

*注意: 既に権限の付与サービスを適用した Web アプリケーションの配下のサイト コレクションを選択

した場合は、権限の付与サービス名が表示されます。このノードに特定の権限の付与サービスを適

用する チェックボックスを選択してドロップダウン リストから構成済みサービスを選択すると、固有の権限

の付与サービスを選択したサイト コレクションに適用することができます。 

4. [適用] をクリックして設定を適用します。 

5. 初めて SharePoint 2010 Web アプリケーションにアクセス権の要求設定を構成する場合は、IIS 

の再起動 (SharePoint 2010 の場合のみ) に移動してください。  

IIS の再起動 (SharePoint 2010 の場合のみ) 

初めて SharePoint 2010 Web アプリケーションにアクセス権の要求設定を構成する場合、お使いの構成を

すべての SharePoint サーバーに適用するには、IIS 手動で再起動する必要があります。 

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [管理ツール] > [インターネット インフォメーション サービ

ス (IIS) マネージャー] の順に進みます。 

2. サイト で Web アプリケーションを右クリックします。 

3. [Web サイトの管理] をクリックして[再起動] をクリックします。 
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構成データのエクスポートおよびインポート  

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、サービスが含まれます。 

*注意: 移動元環境および移動先環境では、同一の Governance Automation バージョンを実行してい

る必要があります。 

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。 
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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。 

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。 

外部ワークフローの統合管理の構成 

外部ワークフローの統合管理を構成すると、SharePoint 2010/2013 Designer ワークフローまたは Nint

ex ワークフローを Governance Automation 承認プロセスに統合することができます。現在、SharePoint 

2010/2013 Designer ワークフローまたは Nintex ワークフローサービスとの統合をサポートしているサービス

は以下のとおりです。 

 サイト コレクションの作成 

 サイトの作成 



   231 

 
DocAve Governance Automation 

 

 個人用サイトの作成 

 権限の付与 

 権限の除去 

 コンテンツ移動 

Microsoft SharePoint Foundation Sandboxed Code Service 

の開始 

外部ワークフローの統合管理の設定を構成する前に、Microsoft SharePoint Foundation Sandboxed 

Code Service が開始されている必要があります。 

1. SharePoint サーバーの全体管理 > システム設定 > サーバーのサービスの管理 の順に移動しま

す。 

2. Microsoft SharePoint Foundation Sandboxed Code Service の 処理 列で [開

始] をクリックします。 

設定 ページで、[外部ワークフローの統合管理] をクリックすると、外部ワークフローの統合管理 設定にアク

セスします。 

外部ワークフローの統合管理 では、新しい外部ワークフローの統合プロファイルの作成、構成済みプロファイル

の編集・削除を実行することができます。プロファイルの作成または編集については、外部ワークフローの統合管

理プロファイルの作成・編集 を参照してください。 

外部ワークフローの統合管理プロファイルの表示 

画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューでは、表示するプロファイル数を変更することができます。  

表示されるプロファイルを検索する場合は、検索 テキスト ボックスにキーワードを入力して、検索 ( ) ボタンを

クリックします。 

外部ワークフローの統合管理プロファイルの作成・編集 

新しいプロファイルを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みプロファイルを変更するには、

プロファイルを選択して [編集] をクリックします。 



232  

 
DocAve Governance Automation 

 

外部ワークフローの統合プロファイルの作成 インターフェイスまたは外部ワークフローの統合プロファイルの編

集 インターフェイスで構成できる設定は以下のとおりです。 

1. 名前と説明 – 外部ワークフローの統合プロファイルの名前と説明を入力します。  

2. ファーム – ファームを選択して、Governance Automation 承認プロセスと統合するサイト コレクシ

ョンの範囲を定義します。 

3. サイト URL – テキスト ボックスにサイト URL を入力すると、ソリューション GASPWorkflowInte

gration.wsp が、自動的にこのサイトのサイト コレクションに展開されます。ワークフローに関連する

リストがサイトに作成されます。 

4. リボン上で以下のうち 1 件のボタンをクリックします。 

 保存 - 構成が保存され、後でソリューションを展開します。 

 ソリューションを保存して展開 - 構成が保存され、Governance Automation がソリュー

ションを直ちに展開します。 

 キャンセル -  構成を保存せずに、外部ワークフローの統合管理 インターフェイスに戻ります。 

外部ワークフローの統合プロファイルの削除 

構成済みプロファイルを選択して、リボン上で [削除] をクリックすると、プロファイルが削除されます。削除を確

認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したプロファイルを削除します。または 

[キャンセル] をクリックすると、プロファイルを削除せずに 外部ワークフローの統合管理 インターフェイスに戻りま

す。 

SharePoint での外部ワークフローの作成 

外部ワークフローの統合プロファイルの構成後、SharePoint で外部ワークフローを作成することができます。以

下の手順を参照してください。 

SharePoint 2013 Designer ワークフローの作成 

SharePoint 2013 Designer ワークフローを作成し、Governance Automation 承認プロセスと統合す

る方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation IIS 証明書をエクスポートします。証明書をエクスポートする方法につ

いては、Nintex ワークフローの作成 を参照してください。   
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2. Governance Automation IIS 証明書を SharePoint サーバー上にインストールします。 

a. SharePoint サーバーに移動します。エクスポート済み証明書をこのサーバーにコピーします。 

b. 証明書ファイルをダブルクリックして 全般 タブで [証明書のインストール...] をクリックします。 

c. 証明書のインポート ウィザード インターフェイスで [次へ] をクリックします。 

d. 証明書ストア ウィンドウで、証明書をすべて次のストアに配置する を選択します。 

e. [参照...] をクリックし、新しいウィンドウで 信頼されたルート証明機関 を選択します。[OK] 

をクリックして 証明書ストア ウィンドウに戻ります。 

f. [次へ] をクリックし、証明書のインポート ウィザードの完了 ウィンドウに移動します。[完了] 

をクリックすると、証明書のインストールを完了します。 

g. インポートの成功を通知するウィンドウが表示されます。 

3. Microsoft SharePoint Designer に移動し、構成済み外部ワークフロー統合プロファイル内

で、指定したサイトを開きます。 

4. 画面左側で [ワークフロー] をクリックします。 

5. リボン上で [リスト ワークフロー] をクリックし、サービス要求 リストを選択します。 

6. リスト ワークフローの作成 ウィンドウで、作成するワークフローの名前および説明を入力します。プラッ

トフォーム タイプとして SharePoint 2013 ワークフロー を選択します。[OK] をクリックします。 

7. リボン上で [操作] をクリックし、コア アクション から HTTP Web サービスを呼び出す を選択しま

す。 

8. [これ] リンクをクリックすると、HTTP Web サービスを呼び出す ウィンドウが表示されます。 

9.  ボタンをクリックすると、文字列ビルダー ウィンドウが表示されます。 

10. 名前 フィールドで、要求の承認もしくは却下に利用される URL として、いずれかを入力します。 

 承認 – https://GAhost:port /api/ApproveGARequest?workflowinsta

nceid= 

 却下 – https://GAhost:port /api/RejectGARequest?workflowinstanc

eid= 

o GAhost – Governance Automation がインストールされているマシンのホスト

名に置き換られます。 
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o port – Governance Automation Web サイトにアクセスするポートに置き換ら

れます。 

11. [参照の追加または変更] をクリックすると 文字列の参照 ウィンドウが表示されます。 

a. データ ソース フィールドで、ドロップダウン リストから ワークフロー コンテキスト を選択します。 

b. ソースのフィールド フィールドで、ドロップダウン リストから インスタンス ID を選択します。 

c. [OK] をクリックすると、Lookup for String ウィンドウに戻ります。 

12. [OK] をクリックすると、構成を保存し、HTTP Web サービスを呼び出す ウィンドウに戻ります。 

13. HTTP メソッドとして HTTP GET を選択し、[OK] をクリックして操作を保存します。 

14. 必要に応じて、他のワークフロー設定を構成し、リボン上で [保存] をクリックしてワークフローを保存し

ます。 

15. リボン上で [発行] をクリックすると、ワークフローを発行します。発行済みワークフローが承認プロセスで

選択可能になります。 

SharePoint 2010 Designer ワークフローの作成 

SharePoint 2010 Designer ワークフローを作成し、Governance Automation 承認プロセスと統合す

る方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation サーバーで、...\AvePoint\GovernanceAutomation\ShareP

ointSolutions\SharePoint Workflow Integration に移動します。  

2. GASharePointWorkflowActivity.wsp ファイルを検索し、ファイルを右クリックして [コピー] 

を選択します。 

3. SharePoint がインストールされているサーバーに移動し、コピーした .wsp ファイルを希望のディレクト

リに貼り付けます。 

4. スタート > ファイル名を指定して実行 の順に進み、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。 

5. 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 
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図 19: ソリューションの展開 (1) 

6. 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:\GASharePointWorkflowActivity.wsp 

 

図 20: ソリューションの展開 (2) 

*注意: C:\GASharePointWorkflowActivity.wsp をソリューションの保存先のパスに置き

換える必要があります。 

11. 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。 

12. Governance Automation サーバーで、...\AvePoint\GovernanceAutomation\ShareP

ointSolutions\SharePoint Workflow Integration に移動します。 

13. CallGAWebService.Actions ファイルを確認し、ファイルを右クリックして [コピー] を選択しま

す。 

14. SharePoint がインストールされているサーバーに移動し、コピーしたファイルをディレクトリ ...\Micros

oft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\1033\Workflow に貼り付けま

す。 

15. SharePoint サーバーの全体管理 > システム設定 > ファームソリューションの管理 の順に進みま

す。 

16. [SharePointWorkflowActivity.wsp] をクリックし、[ソリューションの展開] をクリックします。 
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17. ソリューションの展開 インターフェイスで、すべてのコンテンツ Web アプリケーションにソリューションを展

開するか、特定の Web アプリケーションに展開するかを選択します。 

特定の Web アプリケーションに展開する場合は、以下の説明を参照してください。 

a. 管理ツール > インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー の順に進み

ます。 

b. ツリーを展開して サイト ノード配下で Web アプリケーションを選択します。 

c. Web アプリケーションを右クリックして、[エクスプローラー] を選択します。 

d. ポップアップ ウィンドウで web.config ファイルを選択し、メモ帳で開きます。 

e. Governance Automation がインストールされているサーバーで、...\AvePoint\Gover

nanceAutomation\SharePointSolutions\SharePoint Workflow Integration 

に移動します。 

f. Config.xml ファイルを選択してメモ帳で開き、ファイルのコンテンツをコピーします。 

g. web.config ファイルに戻り、コピーしたファイル コンテンツを属性 </authorizedTypes

> に貼り付けます。 

 

図 21: web.config ファイルの変更 

h. 変更した web.config ファイルを保存して閉じます。 

複数の Web アプリケーションにソリューションを展開する場合は、上記の手順を繰り返して各 Web 

アプリケーションの web.config ファイルを構成します。 

18. [スタート] > [コマンド プロンプ] の順に進み、[コマンド プロンプ] を右クリックして [管理者として

実行] をクリックします。 

19. コマンド プロンプト ウィンドウで、iisreset を入力して Enter キーを押します。 

20. Microsoft SharePoint Designer に移動し、構成済み外部ワークフロー統合プロファイル内

で、指定したサイトを開きます。 

21. 画面左側で [ワークフロー] をクリックします。 
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22. リボン上で [リストのワークフロー] をクリックし、サービス要求 リストを選択します。 

23. リスト ワークフローの作成 ウィンドウで、作成するワークフローの名前および説明を入力します。[O

K] をクリックします。 

24. リボン上で [操作] をクリックし、Governance Automation Web サービスを呼び出す を選択

します。操作には 2 件のパラメーターが含まれています。 

 Governance Automation Web サービス URL – [Governance Automatio

n Web サービス URL] をクリックして、https://GAhost:port/gawebservice.as

mx の形式で URL を入力します。 

o GAhost – Governance Automation がインストールされているマシンのホスト

名に置き換られます。 

o port – Governance Automation Web サイトにアクセスするポートに置き換ら

れます。 

 承認結果 - [承認結果] をクリックして、ドロップダウン リストから 承認 か 却下 を選択しま

す。 

25. リボン上で [保存] をクリックすると、ワークフローを保存します。 

26. リボン上で [発行] をクリックすると、ワークフローを発行します。発行済みワークフローが承認プロセスで

選択可能になります。 

Nintex ワークフローの作成 

Nintex ワークフローを作成し、Governance Automation 承認プロセスと統合する方法については、以下

の説明を参照してください。 

1. Governance Automation IIS 証明書をエクスポートします。 

a. Governance Automation サーバーで、[スタート] > [管理ツール] > [インターネット 

インフォメーション サービス (IIS) マネージャー] の順に進みます。 

b. 画面左側でローカルホストをクリックします。 

c. 画面中部で [サーバー証明書] をダブルクリックします。 

d. お使いの Governance Automation IIS 証明書を確認し、ダブルクリックします。証明書 

ウィンドウが表示されます。 
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e. 詳細 タブで [ファイルにコピー] をクリックします。証明書のエクスポート ウィザード ウィンドウ

が表示されます。 

f. 証明書のエクスポートの開始 インターフェイスで、[次へ] をクリックします。 

g. 秘密キーのエクスポート インターフェイスで、いいえ、秘密キーをエクスポートしません を選

択します。[次へ] をクリックします。 

h. エクスポート ファイルの形式 インターフェイスで、DER encoded binary X.509 (.CE

R) を選択します。[次へ] をクリックします。 

i. エクスポートするファイル インターフェイスで、[参照...] をクリックして証明書ファイルのエクスポ

ート先を選択します。[次へ] をクリックします。 

j. 証明書のエクスポート ウィザードの完了 インターフェイスで、[完了] をクリックします。 

k. エクスポートの成功を通知するウィンドウが表示されます。 

2. Governance Automation IIS 証明書を SharePoint サーバーにインポートします。 

a. SharePoint サーバーに移動します。エクスポート済み証明書をこのサーバーにコピーします。 

b. SharePoint サーバーの全体管理 > セキュリティ > 信頼関係の管理 の順に進みま

す。信頼関係 タブに移動します。 

c. リボン上で [新規作成] をクリックします。  

d. 表示される 信頼関係の確立 ウィンドウで、次の設定を構成します。 

o 名前 – この信頼関係の名前を入力します。 

o 信頼関係のルート証明書 - [参照...] をクリックして、このサーバーにコピーされた G

overnance Automation IIS 証明書を選択します。 

e. [OK] をクリックして、証明書のインポートを完了します。 

3. Nintex ワークフローをアクティブにします。 

a. SharePoint サーバーの全体管理 > Nintex ワークフローの管理 > Web アプリケー

ションのアクティブ化 の順に進みます。 

b. Nintex ワークフローをアクティブにする場所となる Web アプリケーションを選択します。[アク

ティブ化] をクリックします。 

c. 外部ワークフロー統合プロファイルで指定した URL のサイトに移動します。 

d. サイトの設定 > サイト コレクションの管理 > サイト コレクションの機能 に移動します。 
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e. Nintex Workflow 2013 もしくは Nintex Workflow 2010 を確認して [アクティ

ブ化] をクリックします。 

f. サイトの設定 > サイトの操作 > サイト機能の管理 の順に進みます。 

g. Nintex Workflow 2013 もしくは Nintex Workflow 2010 を確認して [アクティ

ブ化] をクリックします。 

4. リスト サービス リクエスト で Nintex ワークフローを作成します。 

a. 外部ワークフロー統合プロファイルで指定した URL のサイトに移動します。 

b. リスト サービス リクエスト に移動します。 

c. リボンの [リスト] タブをクリックします。 

d. リボン上で [ワークフロー設定] をクリックし、Nintex ワークフローでワークフローを作成 を

選択します。 

e. web サービスを呼び出す に関連付けられているカスタム ワークフローを作成します。操作の

設定を構成します。 

i. URL – https://GAHost:GAPort/gawebservice.asmx のような形式で UR

L を入力します。 

 GAHost – Governance Automation サーバーのホスト名です。 

 GAHost – Governance Automation Web サイトのポート番号で

す。 

ii. Web メソッド - [更新] をクリックし、ドロップダウン リストから FinishTask を選択

します。 

iii. WorkflowInstanceID (guid) – [参照を挿入] ( ) ボタンをクリックしま

す。参照を挿入 ウィンドウが表示されます。共通 タブで ワークフロー インスタンス I

D を選択します。[OK] をクリックして選択した参照を挿入し、参照の挿入 ウィンド

ウを閉じます。 

iv. IsApproved (boolean) – True または False を入力します。True を入

力すると、要求が承認されます。False を入力すると、要求が却下されます。 

v. リボン上で [保存] を選択すると、構成を保存します。 

f. 他の操作を構成し、リボン上で [発行] をクリックすると、ワークフローが発行されます。発行済

みワークフローが承認プロセスで選択可能になります。 
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ビジネス ユーザーに対するサイト コレクションの表示・非表示  

この機能では、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、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、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] を選択すると、構成を

保存します。 

レポート エクスポート先の構成  

レポート エクスポート先となるストレージ場所を選択して、レポート エクスポート先を構成することができます。G

overnance Automation レポートについては、監査レポート を参照してください。 

設定 ページで [レポート エクスポート先] をクリックして、Governance Automation のレポート エクスポー

ト設定にアクセスします。  

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、キーワードを使用してお使いのレポート エクスポート先を検索することができます。検索 

テキスト ボックスにキーワードを入力して、検索 ( ) ボタンをクリックします。場所名 および 説明 列では、エク

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

レポート エクスポート先の作成・編集 

リボン上で 作成 をクリックすると、新しいレポートのエクスポート先を作成します。エクスポート先を選択して、リボ

ン上で [編集] をクリックすると、構成済みのエクスポート先を変更します。 

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 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. 名前と説明 - 新しいレポート エクスポート先の 名前 を入力します。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 – エクスポート先としてファイルシェア、ストレージ エリア ネットワーク (SAN)、ネットワーク アタッチ

ト ストレージ (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 or \\admin-PC\shared folder 

*注意: 入力するパスは、既存のパスである必要があります。 

3. 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。[テスト] をクリックし、パスお

よびユーザー情報をテストます。この作業により、すべての情報の有効性を確認します。 

4. [保存] をクリックすると、構成を保存し、レポート エクスポート先 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、変更を保存せずに、レポート エクスポート先 インターフェイスに戻ります。  

レポート エクスポート先の削除 

構成済みエクスポート先のリストからエクスポート先を選択し、リボン上で [削除] をクリックすると、Governanc

e Automation Online からレポート エクスポート先を削除することができます。削除を確認するポップアップ 

ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したエクスポート先を削除します。[キャンセル] をクリック

すると、選択したエクスポート先を削除せずに エクスポート先 インターフェイスに戻ります。 

SharePoint アクセス許可レベルの構成 

アクセス許可レベルを使用すると、ユーザーおよび SharePoint グループに権限の特定のセットを割り当て、サ

イト上で特定のアクションを実行することができます。 

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、Governance Automation の 

SharePoint アクセス許可レベルの管理 にアクセスします。  

アクセス許可レベルの表示および検索 

画面右上にある 行の表示 ドロップダウン メニューで、表示する行数を変更することができます。  

検索 テキスト ボックスにキーワードを入力して、検索 ( ) ボタンをクリックすると、表示される SharePoint ア

クセス許可を検索することができます。 
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アクセス許可レベルの作成・編集 

リボン上で 作成 を選択すると、新しいアクセス許可レベルを作成します。アクセス許可レベルを選択して、リボン

上で 編集 をクリックすると、構成済みアクセス許可レベルを変更します。  

SharePoint アクセス許可レベルの作成または SharePoint アクセス許可レベルの編集インターフェイスで構

成することのできる設定は以下のとおりです。  

1. 名前と説明 - アクセス許可レベルの 名前 を入力します。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. 権限 - 該当するチェックボックスを選択して、権限をアクセス許可レベルに追加します。  

3. [保存] をクリックして構成を保存し 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。 

アクセス許可レベルの削除 

構成済みアクセス許可レベルを選択して、リボン上で 削除 をクリックすると、Governance Automation O

nline からアクセス許可レベルを削除すします。削除を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] 

をクリックすると、選択したアクセス許可レベルを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したアクセス許

可レベルを削除せずに SharePoint アクセス許可レベルの管理 インターフェイスに戻ります。 

管理者通知の構成 

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

設定ページで [管理者通知] をクリックすると、管理者通知の設定に移動します。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。 

管理者通知の設定の実行方法については、以下の説明を参照してください。 

1. 代替管理者の連絡先 - 管理者の連絡先が使用できない場合に備えて、代替管理者の連絡先とし

てユーザーを選択しておきます。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。Enter キーを押して名

前が有効であることを確認します。 
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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。エラー 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場合、別の管理者の連絡先に通知します。エスカレーションされたタ

スクを受け取るユーザーが、すべてのタスクを処理する必要な権限を持っていることを確認してください。  

b. [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。  

c. 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。Enter キーを押して名前が有効であることを確

認します。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、タスクの承認者の上司に通知が送信されま

す。 

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

てなおされます。ユーザー名をテキスト ボックスに入力します。Enter キーを押して名

前が有効であることを確認します。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。 

d. メール テンプレート – ドロップダウン メニューからメール テンプレートを選択します。  

4. [保存] をクリックして構成を保存し、設定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システム設定のインターフェイスに戻ります。 

タイマー サービスの構成  

Governance Automation タイマー サービスは、同期とスキャンをデフォルトのスケジュールで実行します。同

期・スキャンのカスタム スケジュールを設定する場合は、タイマー サービス構成管理を使用して、Governance 

Automation タイマー サービス スケジュールを手動で構成します。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。Governance Automation タイマー サービスを再起動する必要はありま

せん。 



244  

 
DocAve Governance Automation 

 

設定 ページで、[タイマー サービスの構成管理] をクリックすると、タイマー サービスの構成管理 設定にアク

セスすることができます。 

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。サイト コレクション状態のスキャン ジョブは、非アクティブ、リ

ース失効、ロック、削除などのサイト コレクション状態を監視することができます。値を入力し、[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。ツリー キャッシュの同期ジョブは、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。 

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。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。サイト情報の同期ジョブは、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。サイト コレクション情報の同期ジョブは、Governance Automa

tion 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。ユーザー プロファイル サービスの同期ジョブは Gov

ernance 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、
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[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. コンテンツ データベース情報の同期ジョブ - コンテンツ データベース情報の同期ジョブを有効にす

る を選択すると、ジョブが有効になります。コンテンツ データベース情報の同期ジョブは、Governance 

Automation で作成するコンテンツ データベースの情報をコンテンツ データベース レポートに同期しま

す。 

9. 外部ワークフローの統合スキャン ジョブ - コンテンツ データベース情報の同期ジョブ を選択してこ

のジョブを有効にします。外部ワークフロー統合スキャン ジョブは外部ワークフローの状態を確認しカスタ

ム メタデータを同期します。 

10. [保存] をクリックして構成を保存すると、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。 

セッション タイムアウトの設定 

システム セキュリティ設定を使用すると、セッションタイムアウトを設定することができます。 

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。 

カテゴリー管理の構成  

カテゴリー管理では、サービス・承認プロセス・ポリシー・対応フォームを管理します。 

設定 ページで [カテゴリー管理] をクリックすると、カテゴリー管理  設定に移動します。 

カテゴリーの表示および検索 

表示するカテゴリー数を変更するには、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、検索 ( ) ボタンをクリッ

クします。 
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カテゴリーの作成・編集 

リボン上で 作成 を選択すると、新しいカテゴリーが作成されます。カテゴリーを選択して 編集 をクリックすると、

構成済みカテゴリーを変更します。  

カテゴリーの作成 もしくは カテゴリーの編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成することができます。 

1. カテゴリー名 –作成するカテゴリー名を入力します。 

2. カテゴリー名マッピング – 異なる表示言語で、Governance Automation 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 で入力したカ

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] をクリックすると、構成を保存して 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。 

カテゴリーの削除 

構成済みカテゴリーを選択してリボン上で 削除 をクリックすると、カテゴリーを削除します。削除を確認するポッ

プアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したカテゴリーを削除します。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。 

Governance Automation への認証構成変更の同期 

DocAve での認証の変更を Governance Automation に適用する場合は、変更済み構成を Govern

ance Automation に手動で同期する必要があります。  

Governance Automation インターフェイスの右上のアカウント名をクリックし、[DocAve から認証方法を

同期する] をクリックして同期を完了します。 

警告 メッセージの付いている新しいタブが表示されます。変更された認証構成が、Governance Automati

on に同期されます。 
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インストール後の Governance Automation 構成設

定の変更 

Governance Automation のインストールの完了後、インストール設定を表示・編集する場合は、Govern

ance Automation がインストールされているサーバー上で [スタート] > [Governance Automatio

n] の順に進み、[Governance Automation 構成ツール] をクリックします。  

Governance Automation 構成ツールでは、構成データベース設定、監査データベース設定、サービス構

成、認証構成、詳細構成 を変更することができます。  

*注意: 詳細構成 で証明書を変更する場合は、Governance Automation 構成ツールでの変更を保存

した後、2 件の構成ファイルを Governance Automation ディレクトリに手動でコピーする必要があります。

詳細については、ユーザー定義証明書の適用 を参照してください。 

DocAve のアンインストール後の Governance Automation 

の再登録 

Governance Automation のインストール後に、DocAve をアンインストールして再インストールする必要が

ある場合は、Governance Automation 構成ツールを使用して Governance Automation を DocAv

e に再登録する必要があります。Governance Automation を DocAve に再登録する場合は、Govern

ance Automation 構成ツールで以下の設定を構成してください。  

 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 

への Governance Automation の再登録後、Governance Automation を正しく使用するには、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_1.5.zip) は Governance Automation インストール パッケージに存在します。 
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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、Gove

rnance 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 を管理者のランディング ページでクリックすると、モニターとレポート インターフェイスに移動し

ます。 

すべての要求のモニター 

すべての要求 では、ユーザーによって作成された送信済みサービス要求を一元管理することができるため、単

一のインターフェイスですべての要求を把握することができます。  

モニターとレポート ページで [すべての要求] をクリックすると、すべての要求 に移動します。[戻る] をクリック

すると、すべての要求 インターフェイスを閉じます。  

ページ毎に表示するタスクの件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更するに

は、右上隅にある 行の表示 のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。ページ毎の要求の表示

件数を変更するには、サービス要求、状態、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。 

サービス要求を表示する方法のカスタマイズに関しては、以下の説明を参照してください。 

 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の隣に表示された 

 をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテムをリストに表示させるこ

とができます。 

すべての要求 画面では、以下のアクションを実行することができます。 
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 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。to see its configuration.  

 要求の取り消し - キャンセルする要求を選択して、リボン上で [要求の取り消し] をクリックします。 

 削除 ‒ 削除する要求を選択して、リボン上で [削除] をクリックします。 

 

すべてのタスクのモニター 

すべてのタスク では、ユーザーに割り当てられたタスクのすべてを中央で管理するため、単一のインターフェイス

で現在のタスクすべて、または過去のタスクを把握することができます。  

すべてのタスク 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。 [戻る] 

をクリックすると、すべてのタスク 画面を閉じます。 

ページ毎に表示するタスクの件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更するに

は、右上隅にある 行の表示 のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。タイトル、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] を選択すると、タスクを並べ替えることができます。 

以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることもできます。 

 検索 – キーワードで指定したタスクをフィルターします。要求列および担当者列で、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の隣に表示された 

 をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテムをリストに表示させるこ

とができます。 

サイト コレクションの作成、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実行することのできるタスク関連の操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、情報が表示されます。詳細の表示 ページでは、以下

の操作を実行することができます。 



250  

 
DocAve Governance Automation 

 

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

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実行することのできるタスク関連の操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、詳細の表示 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 – 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 インターフェイスに戻ります。 
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 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 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 すべてのタスク 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。 

 クォータの変更 – タスクを選択し、リボン上で [クォータの変更] をクリックして サイト コレクションのク

ォータ テンプレートまたはクォータ サイズを変更します。ポップアップ ウィンドウで、新しいクォータ テンプレ

ートを選択するか、希望のクォータ サイズを入力します。[OK] をクリックすると構成が保存されます。

[キャンセル] をクリックすると、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

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

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。 
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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、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実行することので

きるタスク関連の操作は以下のとおりです。  

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、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

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

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。 
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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実行することのできるタスク関連の操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 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

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。 

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 Governan

ce 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 

Governance Automation で権限の変更を実行すると、変更が SharePoint に反映されます。 

権限洗い替えタスクに対して実行することのできるアクションは以下のとおりです。 
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 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。 

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 リセット - リボン上で [リセット] をクリックして [個人用変更のリセット] または [すべての変

更のリセット] を選択します。 

 個人用変更のリセット - ログイン中のユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 

 すべての変更のリセット - すべてのユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 

o レポートのエクスポート - リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックすると、権限の洗い

替えレポートをエクスポートします。レポートのエクスポート ウィンドウで、ローカル パスへエクス

ポートするか、エクスポート先へエクスポートか選択します。エクスポート先へエクスポートする 

を選択する場合は、ドロップダウン リストから構成済みエクスポート先を選択してレポート形式 

(CSV もしくは XLS) を選択し、[データシートへのエクスポート] をクリックしてレポートをエク

スポートします。 

o ユーザーの削除 - ユーザーを選択し、省略記号 ( ) ボタンをクリックし、ユーザーの削除 

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、選

択したユーザーを削除します。 

o ユーザー権限の編集 – ユーザーを選択し、省略記号ボタン ( ) をクリックし、[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、省略記号ボタン ( ) をクリックし、[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、省略記号ボタン ( ) をクリックし、[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、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。 
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o グループ権限の削除 – グループを選択し、省略記号 ( ) ボタンをクリックして [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 – グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。グルー

プ ユーザーを選択してリボン上で [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。[OK] 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を削除 – グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示さ

れます。グループ ユーザーを選択してリボン上で [グループからユーザーを削除] をクリックしま

す。操作確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択されたユ

ーザーはグループから削除されます。 

o グループの変更 - グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。グルー

プ ユーザーを選択してリボン上で [グループの変更] をクリックします。  

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。 

 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。 

クォータしきい値タスク 

サイト コレクションのクォータしきい値がサイト コレクションで有効になると、サイト コレクション ポリシーが Gover

nance Automation で管理するサイト コレクションに適用されます。サイト コレクションのストレージが構成さ

れたクォータの割合に達すると、タスクは承認プロセスで指定した承認者に割り当てられます。承認者はサイト 

コレクションを変更するか、クォータしきい値を無視するするかを選択することができます。 

クォータしきい値タスクに対しては、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。 
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o クォータの変更 - リボン上で [クォータの変更] 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。ドロップダウン リストから新しいクォータ テンプレートを選択して、[OK] をクリックす

ると変更を保存します。 

o 無視 - リボン上で [無視] をクリックすると、サイト コレクション クォータしきい値を無視します。

ポップアップ ウィンドウで、時間間隔を設定することができます。これにより、指定した期間後に

サイト コレクションのサイズがクォータしきい値を超過した場合、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、ドロップダウン リストから [日] または [週] を選択します。[O

K] をクリックして構成を保存します。 

 クォータの変更 – タスクを選択し、リボン上の [クォータの変更] 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。ドロップダウン リストから新しいクォータ テンプレートを選択して、[OK] をクリックする

と変更を保存します。 

 無視する - タスクを選択して、リボン上の [無視する] をクリックすると、サイト コレクションのクォータし

きい値を無視します。ポップアップ ウィンドウで、時間間隔を設定することができます。これにより、指定

した期間後にサイト コレクションのサイズがクォータしきい値を超過した場合、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、ドロップダウン メニューから [日間]、[週間] を選択します。[O

K] をクリックして構成を保存します。 

コンテンツ データベース ポリシーしきい値警告タスク 

サイト コレクションのクォータの変更要求が承認者に承認され、かつ変更後のクォータがコンテンツ データベース 

ポリシーで構成したデータベース サイズしきい値を超える場合は、データベースの連絡先に警告タスクを割り当て

て対策を促します。タスク タイトル名の形式は コンテンツ データベース [コンテンツ データベース名] はまもな

くポリシーのしきい値である [データベース サイズの最大値] GB を超えます です。 

コンテンツ データベース ポリシーしきい値警告タスクに対しては、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 推奨ソリューションを表示する –  推奨されたソリューションが 概要 に提供されています。 

o OK - [OK] をクリックすると、サイト コレクションのクォータ変更要求を承認します。 

o 却下 - [却下] をクリックすると、サイト コレクションのクォータ変更要求を却下します。 

 OK – タスクを選択してリボン上で [OK] をクリックすると、サイト コレクションのクォータの変更要求を

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。
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[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 - タスクを選択して、リボン上の [却下] をクリックし、サイト コレクションのクォータ変更要求を却

下します。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。[O

K] 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 タスクに対して実行することのできる操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、情報が表示されます。詳細の表示 ページで、リボン

上で [リトライする] をクリックすると、失敗したセクションを再試行します。[スキップする] をクリックする

と、失敗したセクションをスキップしてワークフローを続行します。 

 リトライする - 失敗したセクションを含むタスクの場合、タスク タイトルの前にある  をクリックし、リボン

上で [リトライする] をクリックすると、失敗したセクションを再試行します。 

 スキップする - 失敗したセクションを含むタスクの場合、タスク タイトルの前にある  をクリックし、リボン

上で [スキップする] をクリックすると、失敗したセクションをスキップしてワークフローを続行します。 

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。  

 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。  
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ユーザー アクティビティ レポート 

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] をクリックすると、ユーザー アクティビティ レポ

ート ページに移動します。[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。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 

ユーザー アクティビティ レポートのフィルターについては、以下の説明を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。[オブジェク

ト]、[タイプ]、[アクション]、[期間]、[ユーザー] に対して、フィルターを設定することができます。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルタ

ー ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 

3. [レポートの生成] をクリック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。 
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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 [XL

S] 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 

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

択すると、現在表示されているレポートをエクスポートします。 

サービス要求レポート 

モニターとレポート ページで [サービス要求レポート] をクリックすると、サービス要求レポートに移動します。

[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 

サービス要求レポートのフィルターについては、以下の説明を参照してください。 
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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。  

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 [XL

S] 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、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。 

承認プロセス レポート 

モニターとレポート ページで [承認プロセス レポート] をクリックすると、承認プロセス レポート に移動します。

[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。 
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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。 

承認プロセス レポートのフィルター 

承認プロセス レポートのフィルターについては、以下の説明を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。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 [XL

S] 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 

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

択すると、現在表示されているレポートをエクスポートします。 
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管理レポート 

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。  

 コンテンツ データベース レポート - Governance Automation で作成されたすべてのコンテンツ 

データベースと、その関連情報 (コンテンツ データベース ポリシー名、データベースの連絡先、現在のデ

ータベース クォータ、現在のデータベース サイズ、データベース サイズの最大値、現在のサイト コレクシ

ョン数、サイト コレクションの最大数など) が一覧表示されます。必要に応じて、レポートにデータを表

示する方法をカスタマイズすることができます。 

サイト コレクション レポート 

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] をクリックすると、サイト コレクション レポート に移

動します。[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]、[Publish 

to Directory]、[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 
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コレクション連絡先およびメタデータ 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、Publish to Directory、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 (G

B)、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 

サイト コレクション レポートのフィルターについては、以下の説明を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。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。[アクセスしきい値の

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 [XL

S] のいずれかを選択します。  
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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 

モニターとレポート のページで [サイト レポート] をクリックすると、サイト レポート に移動します。[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]、[サイトのメイン連絡先]、[サイトの

サブ連絡先] 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 レポートの管理 

サイト レポートのフィルターについては、以下の説明を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。[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 [XL

S] 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。 

コンテンツ データベース レポート 

コンテンツ データベース 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 [コンテンツ データベース レ

ポート] をクリックします。[戻る] をクリックすると、コンテンツ データベース レポート インターフェイスを閉じます。 

コンテンツ データベース レポートの管理 

ページごとに表示するレポート数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の

件数を選択します。レポートを並べ替えるには 名前、現在のクォータ (GB)、現在のサイズ (GB)、最大サ

イズ (GB)、現在のサイト コレクション数、サイト コレクションの最大数 などの列見出しに表示された並べ替

えボタン ( ) 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。名前 および ポリシー名 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。 
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 列の管理 ( ) – リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを選択することができま

す。列の管理ボタン ( ) を選択し、列名の隣のチェックボックスを選択すると、列をリストに表示させま

す。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターすることができます。フィルターした

い列見出し内のアイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックして、アイテム名の隣のチェックボックスを選

択すると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

コンテンツ データベース レポートのフィルター 

コンテンツ データベース レポートのフィルターについては、以下の説明を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。名前、ポリシ

ー名、データベースの連絡先 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 [XL

S] 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。 

コンテンツ データベース レポートのエクスポート 

リボン上で レポートのエクスポート をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。 
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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 ディレクトリでは、ビジネス オーナーシップおよび利用状況を監視することができま

す。Publish to Directory 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。Publish to Directory の詳細については、メタデータの構成 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] をクリックしてアクセスします。  

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 

ページ毎のディレクトリ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。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。 

以下の方法によって、ディレクトリ レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したディレクトリ レポートをフィルターします。URL、タイトル、説

明、サイト コレクションのメイン管理者、サイト コレクションのサブ管理者、サイト コレクションのメイン連

絡先、サイト コレクションのサブ連絡先、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 コレクションのメイン

管理者、サイト コレクションのメイン連絡先、サイト コレクションのサブ連絡先、Publish to Dire

ctory、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)、アクセスしきい値の有効期限、リース期間の有効期限、状態、サイトの深さの

最大値、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。 

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 

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については、以下の説明を参照してください。 
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1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、ディレクトリ レポートをカスタマイズすることができます。U

RL、サイト テンプレート、サイト コレクション サイズ、状態、部署、ポリシー、サイト コレクションのメ

イン連絡先 のフィルターを設定することができます。[有効期限によるフィルター] も使用可能です。

[アクセスしきい値の有効期限] 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 [XL

S] 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。 

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、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

すると、現在表示されているレポートをエクスポートすることができます。 

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。 

管理者のランディング ページで [個人用サイト] をクリックすると、個人用サイト へ移動します。 
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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、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 レポートのフィルター 

個人用サイト レポートのフィルターについては、以下の説明を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。URL、部署、

ポリシー、メイン連絡先 に対してフィルターを設定することができます。 

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルタ

ー ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 

3. [レポートの生成] をクリック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. ポップアップ ウィンドウで、レポートをローカル パスにエクスポートするか、エクスポート先にエクス

ポートするかを選択して、レポートを保存します。 

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 [XL

S] のいずれかを選択します。 
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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 

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

すると、現在表示されているレポートをエクスポートします。 
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要求およびタスクについて 

Governance Automation 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 (IT 管理者) 

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。 

要求の開始 

要求とは、SharePoint 上での管理オペレーション用のフォームです。要求に対しては、必要なサービスに基づ

いて承認を実行する必要があります。 

Governance Automation のランディング ページ上で [要求の開始] をクリックすると、要求の開始 インタ

ーフェイスが表示されます。要求の開始 インターフェイスには、個人用のカタログに、利用可能なサービスと対応

フォーム (構成・アクティブ化済の場合) が表示されます。 

要求の開始 インターフェイスで、以下の操作を実行します。 

1. 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。 

2. 構成サービス要求インターフェイスで、必要な情報を入力します。  

3. 以下の選択肢から 1 つを選択します。 

 [下書きとして保存] をクリックすると、要求を下書きとして保存し、設定の構成を終了しま

す。 

 [保存して送信] をクリックすると、要求を承認者に送信します。 
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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 要求の開始 インターフェイスに戻ります。 

サービス要求および対応フォームを検索するには、画面右上のテキスト 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選択すると、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。 

個人用要求の表示 

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、管理者用のランディング ページで [個人用要求の表示] をクリックします。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は、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] タブを選択すると、該当する要求タイプに

移動します。 

送信済み要求 

送信済み要求画面では、ログイン時に使用したユーザーによって送信された要求がすべて表示されます。ペー

ジ毎に表示する送信済み要求の件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更する

には、右上隅にある 行の表示 のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。送信済み要求を並べ

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、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。 
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  – リストに表示されるアイテムをフィルターすることができます。フィルターしたい列に表示された  ア

イコンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテムがリストに表示されま

す。 

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、修正を加えます。  

構成の完了後、次のオプションから 1 件を選択します。 

o [保存] をクリックすると、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。 

 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 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。 
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  – リストに表示されるアイテムをフィルターすることができます。フィルターしたい列に表示された  ア

イコンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテムがリストに表示されま

す。 

 

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、[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。操作を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したグル

ープを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したグループを削除せずに [個人用要求] 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。  

変更の完了後、  

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。 

個人用タスクの表示 

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。  

管理者のランディング ページで 個人用タスクの表示 をクリックすると、タスクを表示および実行することができま

す。 
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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選択すると、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実行することのできるタスク関連の操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、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

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。[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。 

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実行することのできるタスク関連の操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、詳細の表示 ページに詳細情報が表示されます。 

 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] をクリックすると、要求の送信を確認します。[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。 

 延長 - タスクを選択し、リボン上で 延長 をクリックすると、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 – [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、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。 
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 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、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。 

 クォータの変更 – タスクを選択し、リボン上で [クォータの変更] をクリックして サイト コレクションのク

ォータ テンプレートまたはクォータ サイズを変更します。ポップアップ ウィンドウで、新しいクォータ テンプレ

ートを選択するか、希望のクォータ サイズを入力します。[OK] をクリックすると、構成を保存します。

[キャンセル] をクリックすると、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、タスクに対して実行できる操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 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

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 – タスクを選択してリボン上の [却下] をクリックすると、タスクを却下します。ポップアップ ウィンド

ウ上でコメントを入力することもできます。[OK] をクリックするとタスクを完了します。[キャンセル] をクリ

ックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 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実行することので

きるタスク関連の操作は以下のとおりです。  
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 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

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。 

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実行することのできるタスク関連の操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 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。 
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o 却下 – リボン上で [却下] をクリックすると、このタスクを却下します。 

o 要求の編集 (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

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 Governan

ce 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 

Governance Automation で権限の変更を実行すると、変更が SharePoint に反映されます。 

権限洗い替えタスクに対して実行することのできるアクションは以下のとおりです。 

 タスクの表示 – 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。 

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 リセット - リボン上で [リセット] をクリックして [個人用変更のリセット] または [すべての変

更のリセット] を選択します。 

 個人用変更のリセット - ログイン中のユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 
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 すべての変更のリセット - すべてのユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 

o レポートのエクスポート - リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックして権限の洗い替

えレポートをエクスポートします。レポートのエクスポート ウィンドウで、ローカル パスへエクスポ

ートするか、エクスポート先へエクスポートするかを選択します。エクスポート先へエクスポート

する を選択する場合は、ドロップダウン リストから構成済みエクスポート先を選択してレポート

形式 (CSV もしくは XLS) を選択し、[データシートへのエクスポート] をクリックしてレポー

トをエクスポートします。 

o ユーザーの削除 - ユーザーを選択し、省略記号 ( ) ボタンをクリックし、ユーザーの削除 

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、選

択したユーザーを削除します。 

o ユーザー権限の編集 – ユーザーを選択し、リボン上で [ユーザー権限の編集] をクリッ

クします。権限の編集 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、省略記号ボタン ( ) をクリックし、[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、省略記号 ( ) ボタンをクリックし、リボン上で 

[グループ権限の編集] をクリックします。権限の編集 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、省略記号 ( ) ボタンをクリックして [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 – グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。グルー

プ ユーザーを選択し、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。[OK] 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を削除 – グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示さ

れます。グループ ユーザーを選択して、リボン上で [グループからユーザーを削除] をクリックし

ます。操作確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択された

ユーザーはグループから削除されます。 
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o グループの変更 - グループ名をクリックすると、新しいウィンドウに移動します。グループ ユーザ

ーを選択して、リボン上で [グループの変更] をクリックします。  

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。 

 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。 

クォータしきい値タスク 

サイト コレクションのクォータしきい値がサイト コレクションで有効になると、サイト コレクション ポリシーが Gover

nance Automation で管理するサイト コレクションに適用されます。サイト コレクションのストレージが構成さ

れたクォータの割合に達すると、タスクは承認プロセスで指定した承認者に割り当てられます。承認者はサイト 

コレクションを変更するか、クォータしきい値を無視するするかを選択することができます。 

クォータしきい値タスクに対しては、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 クォータの変更 - リボン上で [クォータの変更] 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。ドロップダウン リストから新しいクォータ テンプレートを選択して、[OK] をクリックす

ると変更を保存します。 

o 無視 - リボン上で [無視] をクリックすると、サイト コレクション クォータしきい値を無視します。

ポップアップ ウィンドウで、時間間隔を設定することができます。これにより、指定した期間後に

サイト コレクションのサイズがクォータしきい値を超過した場合、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、ドロップダウン メニューから [日間]、[週間] を選択します。[O

K] をクリックして構成を保存します。 

 クォータの変更 – タスクを選択し、リボン上の [クォータの変更] 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。ドロップダウン リストから新しいクォータ テンプレートを選択して、[OK] をクリックする

と変更を保存します。 
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 無視する - タスクを選択して、リボン上の [無視する] をクリックすると、サイト コレクションのクォータし

きい値を無視します。ポップアップ ウィンドウで、時間間隔を設定することができます。これにより、指定

した期間後にサイト コレクションのサイズがクォータしきい値を超過した場合、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、ドロップダウン メニューから [日間]、[週間] を選択します。[O

K] をクリックして構成を保存します。 

コンテンツ データベース ポリシーしきい値警告タスク 

サイト コレクションのクォータの変更要求が承認者に承認され、しかも変更後のクォータがコンテンツ データベー

ス ポリシーで構成したデータベース サイズしきい値を超える場合は、データベースの連絡先に警告タスクを割り

当てて対策を促します。タスク タイトルの名前は次の形式に従って決定されます。コンテンツ データベース [コ

ンテンツ データベース名] はまもなくポリシーのしきい値である [データベース サイズの最大値] GB を超え

ます 

コンテンツ データベース ポリシーしきい値警告タスクに対しては、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 推奨ソリューションを表示する – 推奨ソリューションが 概要 に表示されています。 

o OK - [OK] をクリックすると、サイト コレクションのクォータ変更要求を承認します。 

o 却下 – [却下] をクリックすると、サイト コレクションのクォータ変更要求を却下します。 

 OK – タスクを選択してリボン上で [OK] をクリックすると、サイト コレクションのクォータの変更要求を

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 - タスクを選択して、リボン上の [却下] をクリックし、サイト コレクションのクォータ変更要求を却

下します。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。[O

K] 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。 

エラー タスク 

ログイン時に使用したユーザーに割り当てられたエラー タスクに対して実行することのできるアクションは以下のと

おりです。 
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 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、リボン

上の [完了] をクリックすると、このタスクを完了します。[閉じる] をクリックすると、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を含むタスクの場合、タスク タイトルの前にある  をクリックし、リボン

上で [リトライする] をクリックすると、失敗したセクションを再試行します。 

 スキップする - 失敗したセクションを含むタスクの場合、タスク タイトルの前にある  をクリックし、リボン

上で [スキップする] をクリックすると、失敗したステップをスキップしてワークフローを続行します。 
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Governance Automation でブランディング エレメ

ントを変更する 

Governance Automation は、ユーザー インターフェイス エレメントを柔軟かつ簡単に使用できる機能を備

えています。使用することにより、サイト デザインを自組織のブランディングに沿った形で変更することができます。

色を変更する場合は、CSS ファイルの CSS カラー コードを変更する必要があることに留意してください。 

図 22 は、承認プロセス タイルの上にカーソルを置いた際に表示される Governance Automation の既

定のユーザー インターフェイス (メインページ) です。 

 

図 22: 既定の Governance Automation ホームページのユーザー インターフェイス 
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図 23 は仮想ユーザー Contoso によって再配置された Governance Automation のユーザー インターフ

ェイスです。 

 

図 23: 再配置された Contoso 用 Governance Automation ユーザー インターフェイス 

CSS ファイルを変更・構成すると、ブランド エレメントを変更することができます。 

 タイトル スタイルの変更 

 ロゴおよびロゴ URL の変更 

 テーマの色の変更 

 ナビゲーション バーの色の変更 

 テーブル スタイルの変更 

 ログイン ページのシステム名イメージの変更 

 ログイン ページのシステム ロゴ イメージの変更 

 [DocAve Governance Automation について] の背景イメージの変更 

 Governance Automation アプリ ロゴの変更 

 サイト情報カード ロゴの変更 

 カスタム CSS ファイルのサポート 
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タイトル スタイルの変更 

既定のスタイル:  

 

図 24: 既定の Governance Automation タイトル 

変更済みタイトル:  

 

図 25: 変更済み Governance Automation タイトル 

お使いの Governance Automation のタイトルを変更する方法については、以下の説明を参照してくださ

い。 

1. Governance Automation がインストールされているサーバー上で、...\AvePoint\Governanc

eAutomation\Resources に移動します。 

2. core.en-us.resx ファイルを確認して、メモ帳で開きます。 

 

図 26: core.en-us.resx ファイル 
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3. 属性 data name="Landing_ProductName" を確認して、値 DocAve Governance 

Automation を変更したい名称に変更します。下の例では、Contoso SharePoint Portal 

を使用します。 

 

図 27: タイトルの変更 

4. core.en-us.resx ファイルを保存して閉じます。 

5. タイトルのフォントを変更することもできます。タイトル フォントの変更については、以下の説明を参照し

てください。 

a. Governance Automation がインストールされているサーバー上で、...\AvePoint\Gov

ernanceAutomation\Content\Themes\Base\Style に移動します。 

b. GALayoutStyle.css ファイルを選択して、メモ帳で開きます。 

 

図 28: GALayoutStyle.css ファイル 
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c. 属性 ga-title の、font-size および color の値を希望の値に変更します。 

 タイトルのフォント サイズは font-size の値によって決定されます。 

 タイトルのフォントの色は color の値によって決定されます。 

 

図 29: タイトルのフォントの変更 

d. GALayoutStyle.css ファイルを保存して閉じます。 

*注意: ファイルを保存してブラウザー ページを更新した後、タイトルが変更されていない場合は、イン

ターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動してください。アプリケーション プ

ール に移動し、Governance Automation を右クリックして [リサイクル...] を選択します。Go

vernance Automation アプリケーションプールが再起動されます。ブラウザー ページを更新すると、

変更後のタイトルが表示されます。 

ロゴおよびロゴ URL の変更 

既定のロゴ:  

 

図 30: 既定の AvePoint ロゴ 

変更済みロゴ:  

 

図 31: 変更済み Contoso ロゴ 
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お使いの Governance Automation のロゴの変更については、以下の説明を参照してください。 

1. 使用するロゴ イメージを作成します。推奨要件は、画像の高さ 20 ピクセル、幅 20 ピクセルであり、

画像のファイル名が Organization_Logo_Image_20x20 であることです。 

2. Governance Automation がインストールされているサーバーに画像をコピーします。 

3. ...\AvePoint\GovernanceAutomation\Content\Themes\Custom\Images に移動

してコピーされた画像を Images フォルダーに保存します。 

4. ロゴ URL の変更については、以下の説明を参照してください。 

a. Governance Automation がインストールされているサーバー上で、...\AvePoint\Gov

ernanceAutomation\Views\Shared に移動します。 

b. GALayoutPageTitle.cshtml ファイルを選択して、メモ帳で開きます。 

 

図 32: GALayoutPageTitle.cshtml ファイル 

c. 以下のノードを確認し、www.avepoint.com を希望の URL に変更します。 

titleBar.avepoint.click(function () { 

        window.open('http://www.avepoint.com'); 

    }).keydown(function () { 

        e = arguments[0]; 

        if (e.keyCode == 13) { 
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            window.open('http://www.avepoint.com'); 

 

図 33: URL の変更 

d. GALayoutPageTitle.cshtml ファイルを保存して閉じます。 

テーマの色の変更 

既定のタイル バーおよびコンポーネント タイル:  

 

図 34: 既定のタイル バーおよびコンポーネント タイル 

変更済みタイル バーおよびコンポーネント タイル:  

 

図 35: 変更済みタイル バーおよびコンポーネント タイル 
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お使いの Governance Automation のテーマの色を変更する方法については、以下の説明を参照してくだ

さい。 

1. Governance Automation がインストールされているサーバー上で、...\AvePoint\Governanc

eAutomation\Content\Themes\Base\Style に移動します。 

2. GALayoutStyle.css ファイルを選択して、メモ帳で開きます。 

 

図 36: GALayoutStyle.css ファイル 

3. 属性 title-bar の background-color の値を希望の値に変更します。 

 

図 37: GALayoutStyle.css ファイルの変更 
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4. Governance Automation がインストールされているサーバー上で、...\AvePoint\Governanc

eAutomation\Content\Themes\Base\Style\GAUI に移動します。 

5. GATitleView.css ファイルを選択して、メモ帳で開きます。 

 

図 38: GATitleView.css ファイル 
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6. 属性 gatitleview-boxcaptionbig の ackground および color の値を希望の値に変更し

ます。  

a. background の値は大きいタイル (例: ホームページ 内の 承認プロセス タイル) の上に

マウス カーソルを置く際に表示する色を決定します。  

b. color の値はタイルに表示するタイル説明の文字の色を決定します。 

 

図 39: 属性 gatitleview-boxcaptionbig の変更 

7. 属性 gatitleview-boxcaptionsmall-background の background の値をを希望の

値に変更します。この値は小さいタイル (例: サービス管理 > 新規作成 内の サイト コレクションの

作成 タイル) の上にマウス カーソルを置く際に表示する色を決定します。 

 

図 40: 属性 gatitleview-boxcaptionsmall-background 

27. 属性 gatitleview-boxcaptionsmall のcolor の値を希望の値に変更します。この値はタイル

に表示する小さいタイル説明の文字の色を決定します。 
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図 41: 属性 gatitleview-boxcaptionsmall の変更 

8. GATitleView.css ファイルを保存して閉じます。 

ナビゲーション バーの色の変更 

既定のナビゲーション バー:  

 

図 42: 既定のナビゲーション バー 

変更済みナビゲーション バー:  

 

図 43: 変更済みナビゲーション バー 
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お使いの Governance Automation のナビゲーション バーの色の変更方法については、以下の説明を参

照してください。 

1. Governance Automation がインストールされているサーバー上で、...\AvePoint\Governanc

eAutomation\Content\Themes\Base\Style\GAUI に移動します。 

2. GAUICommon.css ファイルを選択して、メモ帳で開きます。 

 

図 44: GAUICommon.css ファイル 

3. 属性 gabtn-outerdivselmenu を確認します。 

 Internet Explorer 9、Google Chrome、Firefox 経由で Governance Automati

on にアクセスする場合は、background-color: rgba(128, 8, 8, 0.70) の値を希

望の値に変更します。 

 

図 45: GAUICommon.css ファイルの変更 
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 Internet Explorer 8、Internet Explorer 10 経由で Governance Automation 

にアクセスする場合は、-ms-filter: 'progid:DXImageTransform.Microsoft.G

radient(enabled=true, startColorStr=#680707 , endColorStr=#680

707 ) 内の =#680707 および #680707 を希望の値に変更します。startColor と 

endColor が異なる場合は、グラデーションとして表示されます。 

 

図 46: GAUICommon.css ファイルの変更 

4. GAUICommon.css ファイルを保存して閉じます。 

5. ナビゲーション バーの背景色を変更する場合は、...\AvePoint\GovernanceAutomation\Co

ntent\Themes\Base\Style に移動します。 

6.  GALayoutStyle.css ファイルを選択して、メモ帳で開きます。 

7. 属性 menu-bar の background-color の値を希望の値に変更します。 

 

図 47: GALayoutStyle.css ファイルの変更 

8. GALayoutStyle.css ファイルを保存して閉じます。 

テーブル スタイルの変更 

既定のテーブル:  
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図 48: 既定のテーブル 

変更済みテーブル:  

 

図 49: 変更済みテーブル 

お使いの Governance Automation のテーブル スタイルを変更する方法については、以下の説明を参照

してください。 

1. Governance Automation がインストールされているサーバー上で、...\AvePoint\Governanc

eAutomation\Content\Themes\Base\Style\GAUI に移動します。 

2. GAUICommon.css ファイルを選択して、メモ帳で開きます。 
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図 50: GAUICommon.css ファイル 

3. 属性 gagrid-data-head の background-color の値を希望の値に変更します。 

 

図 51: GAUICommon.css ファイルの変更 

4. GAUICommon.css ファイルを保存して閉じます。 

5. 列の管理 ( ) ボタンの背景色の変更方法については、以下の説明を参照してください。 

a. Governance Automation がインストールされているサーバー上で、...\AvePoint\Gov

ernanceAutomation\Content\Themes\Base\Style\GAUI に移動します。 

b. GAUICommon.css ファイルを選択して、メモ帳で開きます。 
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図 52: GAUICommon.css ファイル 

c. 属性 gagrid-colmgr-container の background-color の値を希望の値に変更

します。 

 

図 53: GAUICommon.css ファイルの変更 

d. GAUICommon.css ファイルを保存して閉じます。 

*注意: 各ページのテーブル スタイルを変更する場合は、...\AvePoint\GovernanceAutomation\Co

ntent\Themes\Base\Style\[Folder name with Page category] に移動します。[Folder nam

e with Page category] 内の CSS ファイルで、background-color の値を希望の値に変更します。 
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ログイン ページのシステム名イメージの変更 

既定の Governance Automation ログイン ページのシステム名イメージ:   

 

図 54: 既定のシステム名イメージ 

変更済み Governance Automation ログイン ページのシステム名イメージ:  

 

図 55: 変更済みシステム名イメージ 
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Governance Automation ログイン ページのシステム名イメージの変更方法については、以下の説明を参

照してください。 

1. 使用するシステム名イメージを作成します。推奨要件は、画像の高さ 490 ピクセル、幅 65 ピクセル

であり、画像のファイル名が System_Name_Image_490x65 であることです。 

2. Governance Automation がインストールされているサーバーに画像をコピーします。 

3. ...\AvePoint\GovernanceAutomation\Content\Themes\Custom\Images に移動

して、コピーした画像を Images フォルダーに保存します。 

 

図 56: コピーした画像を Images フォルダーに保存する 

4. ログイン ページを更新すると、変更済みシステム名が表示されます。 

ログイン ページのシステム ロゴ イメージの変更 

既定の Governance Automation ログイン ページのシステム ロゴ イメージ:  
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図 57: 既定のシステム ロゴ イメージ 

変更済み Governance Automation ログイン ページのシステム ロゴ イメージ:  

 

図 58: 変更済みシステム ロゴ イメージ 

Governance Automation ログイン ページのシステム ロゴ イメージの変更方法については、以下の説明を

参照してください。 

1. 使用するシステム ロゴ イメージを作成します。推奨要件は、画像の高さ 280 ピクセル、幅 250 ピク

セルであり、画像のファイル名が System_Logo_Image_280x250 であることです。 
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2. Governance Automation がインストールされているサーバーに画像をコピーします。 

3. ...\AvePoint\GovernanceAutomation\Content\Themes\Custom\Images に移動

して、コピーした画像を Images フォルダーに保存します。 

 

図 59: コピーした画像を Images フォルダーに保存する 

4. ログイン ページを更新すると、変更済みロゴが表示されます。 

[DocAve Governance Automation について] の背景イメー

ジの変更 

[DocAve Governance Automation について] をクリックすると表示される既定の背景画像:  
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図 60: [DocAve Governance Automation について] の既定背景画像 

[DocAve Governance Automation について] をクリックすると表示される変更済み背景画像:  

 

図 61: [DocAve Governance Automation について] の変更済み背景画像 

DocAve Governance Automation についての背景画像を変更する方法については、以下の説明を参

照してください。 

1. 使用する DocAve Governance Automation についての背景画像を作成します。推奨要件

は、画像の高さ 450 ピクセル、幅 294 ピクセルであり、画像のファイル名が About_Background

_Image_450x297 であることです。 

2. Governance Automation がインストールされているサーバーに画像をコピーします。 
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3. ...\AvePoint\GovernanceAutomation\Content\Themes\Custom\Images に移動

して、コピーした画像を Images フォルダーに保存します。 

 

図 62: コピーした画像を Images フォルダーに保存する 

4. [DocAve Governance Automation について] を再度クリックすると、変更済み背景画像が

表示されます。 

Governance Automation アプリ ロゴの変更 

お使いの Governance Automation アプリのロゴを変更する方法については、以下の説明を参照してくださ

い。 

1. 使用するアプリ ロゴ画像を作成します。推奨要件は、画像の高さ 20 ピクセル、幅 20 ピクセルであ

り、画像のファイル名が AppLogo_20x20です。 

2. Governance Automation がインストールされているサーバーに画像をコピーします。 

3. ...\AvePoint\GovernanceAutomation\Content\Themes\Custom\Images に移動

して、コピーした画像を Images フォルダーに保存します。 

サイト情報カード ロゴの変更 

お使いのサイトの情報カード アプリ パーツのロゴを変更する方法については、以下の説明を参照してください。 
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1. 使用するアプリ パーツ ロゴ画像を作成します。推奨要件は、画像の高さ 200 ピクセル、幅 30 ピク

セル、画像のファイル名 InfoCardLogo_200x30 です。 

2. Governance Automation がインストールされているサーバーに画像をコピーします。 

3. ...\AvePoint\GovernanceAutomation\Content\Themes\Custom\Images に移動

して、コピーした画像を Images フォルダーに保存します。 

カスタム CSS ファイルのサポート 

CSS ファイルをカスタマイズすることにより、お使いの Governance Automation ユーザー インターフェイスの

外観を変更することができます。  

カスタム CSS ファイル を作成して、...\AvePoint\GovernanceAutomation\Content\Themes\Cu

stom\Style に保存します。  

*注意: CSS ファイル名をカスタマイズし、CSS ファイルを Style フォルダー内のサブフォルダーに保存することが

できます。 
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Governance Automation Web API SDK 

Governance Automation Web API SDK を使用することにより、プログラム インターフェイスを呼び

出し、Governance Automation の機能のカスタマイズ・拡張・プログラムを実行することができます。  

Governance Automation Web API SDK で使用可能なコマンドの詳細情報へのアクセスについては、

以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation サーバーに移動します。 

2. ...\AvePoint\GovernanceAutomation に移動します。 

3. ヘルプ ファイル GovernanceAutomationWebAPISDK.chm をダブルクリックすると、情報が

表示されます。 

はじめに 

Governance Automation  Web API SDK の起動に関する重要な情報については、以下のセクションを

参照してください。 

環境要件 

Governance Automation Web API SDK の使用には、バージョン 4.5 以上の .NET Framework 

が必要です。 

必要な DLL ファイル 

Governance Automation API ライブラリは、Governance Automation のインストール時にインストー

ルされ、ディレクトリ ...\AvePoint\GovernanceAutomation\bin に保存されています。必要な DLL フ

ァイル GAWeb.dll をお使いのプロジェクト リファレンスに追加する必要があります。  

Governance Automation Web API SDK でサポートされて

いる機能 

Governance Automation Web API SDK で使用可能な機能は以下の通りです。 
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*注意: サービス タイプはすべて使用可能です。 

 ログイン ユーザーが使用可能なサービスを一覧表示します。 

 サービス ID を使用して特定のサービスにアクセスします。 

 サービス要求モデルを配置します。 

 要求モデルを更新します。 

 送信された要求モデルに従って、サービス要求を作成します。 

 要求 ID を使用して、特定の要求にアクセスします。 

 要求を更新します。 

 要求 ID を使用して、特定の要求を送信します。 

 要求 ID を使用して、サービス要求をキャンセルします。 

 ログイン ユーザーによって作成された要求を一覧表示します。 

 サイト コレクション レポートの表示 -  Governance Automation によって管理されているサイト 

コレクションをすべて一覧表示します。 

 サイト レポートの表示 -  Governance Automation によって管理されているサイトをすべて一覧

表示します。 

サイト コレクションの作成要求の Governance Automation A

PI の導入 

Governance Automation API を使用してサイト コレクションの作成要求を導入する方法については、以

下の説明を参照してください。 

次の例は、Governance Automation SDK ドキュメントで表示される情報に基づいています。Governan

ce Automation SDK ドキュメントは GovernanceAutomationWebAPISDK.chm で確認するこ

とができます。 

Governance Automation へのログイン 

Governance Automation へのログインについては、以下の例を参照してください。 
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RequestExample serviceRequest = new RequestExample(); 

RequestExample.HostName = "10.2.4.67"; 

RequestExample.Port = "15000"; 

RequestExample.UserName = "admin"; 

RequestExample.Password = "admin"; 

RequestExample.LogonMode = AuthenticationMode.Local; 

serviceRequest.Logon(); 
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サイト コレクションの作成要求の管理 

サイト コレクションの作成要求の管理については、以下の例を参照してください。 

System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = 

        ((sender, certificate, chain, sslPolicyErrors) => true); 

 

RequestExample serviceRequest = new RequestExample(); 

 

serviceRequest.LogonAsLocal(); 

 

serviceRequest.GetSecurityToken(); 

 

ServiceExample serviceRequestDefinition = new ServiceExample(); 

 

List<APIService> services = serviceRequestDefinition.Get(); 

 

APIService service = services.FirstOrDefault(s => s.Type == GAServiceType.Provision

SiteCollection && s.Name == "Create a Site Collection (Sample)"); 

 

if(service != null) 

{ 

    APIService apiService = serviceRequestDefinition.Get(service.Id, service.Type); 
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    APIServiceProvSite serviceSite = (APIServiceProvSite)apiService; 

 

    APIRequest request = serviceSite.APIRequest; 

 

    APIRequestProvSite requestSite = (APIRequestProvSite)request; 

    requestSite.Title = "your request title"; 

    requestSite.Description = "This is service request created by Governance Automatio

n Web API"; 

    requestSite.SiteTitle = "your site title"; 

    requestSite.SiteDescription = "This site is created by API;"  

    requestSite.Url.Prefix = serviceSite.DefaultWebApplication; 

    requestSite.Url.ManagedPath = serviceSite.WebAppManagedPathMappingSelection

[serviceSite.DefaultWebApplication][0]; 

    requestSite.Url.Url = "your site url"; 

    requestSite.PrimaryContact = "domain\\primarycontactuser"; 

    requestSite.SecondaryContact = "domain\\secondarycontactuser"; 

 

    List<CustomMetadata> customMetadatas = new List<CustomMetadata>(); 

    foreach (CustomMetadata metadata in serviceSite.CustomMetadata) 

    { 

        if (metadata.TagName.Equals("your metadata name", StringComparison.OrdinalI

gnoreCase)) 
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        { 

            metadata.DefaultValue = "your metadata value"; 

        } 

        customMetadatas.Add(metadata); 

    } 

    requestSite.CustomMetadatas = serviceRequest.ConvertObjToString(customMetada

tas); 

 

    requestSite.SiteTemplate = HttpUtility.UrlDecode(serviceSite.DefaultTemplate); 

 

    requestSite.Language = serviceSite.DefaultLanguage; 

 

    foreach (KeyValuePair<Guid, string> policy in serviceSite.PolicySelection) 

    { 

        if (policy.Value.Equals("your policy name", StringComparison.OrdinalIgnoreCas

e)) 

        { 

            requestSite.PolicyId = policy.Key; 

        } 

    } 

 

    Guid requestId = serviceRequest.Post(requestSite); 
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    request = serviceRequest.Get(requestId, GAServiceType.ProvisionSiteCollection); 

 

    requestSite = (APIRequestProvSite)request; 

    requestSite.Title = "your request title changed"; 

    requestSite.SiteTitle = "your site title changed"; 

    requestSite.Url.Prefix = "http://yourwebapplicationprefix:yourport"; 

    requestSite.Url.ManagedPath = "/sites/"; 

    requestSite.Url.Url = "your site url changed" + DateTime.Now.Millisecond; 

    requestSite.SecondaryContact = "domain\\user"; 

 

 

    bool submitSuccess = false; 

    if (serviceRequest.Put(requestSite) == "true") 

    { 

        submitSuccess = serviceRequest.Submit(requestId); 

    } 

    if (submitSuccess) 

    { 

        string comment = "Cancel this Request By Web Api."; 

        serviceRequest.Cancel(requestId, comment); 
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    } 

} 
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付録 A: フィルター ポリシーの構成 

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可能にする

ため、DocAve 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、[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 (説明は必須ではありません)。 

3. [フィルター レベル グループの追加] をクリックすると、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: テキスト を選択します。2 番目のドロップ 

ダウン メニューの後方に、カスタム プロパティ テキストを入力するための追加テキスト ボックスが

表示されます。 

c. 新しいテキスト ボックスに Gov Auto Policy と入力します。 

d. [条件] 列で、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有効にしている最小単位バックアップのポリシー名に完

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する操作の完了後、[OK] をクリックして、このフィルター 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は、最小単位バックアップ & リストア プランに作成した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 & リストアを構成する方法については、DocAve 最小単位バックアップ & リ

ストア ユーザー ガイド を参照してください。 

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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*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 ポリシーに複数の Governance Automation Online 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 Aut

omation 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。 

DocAve レポート ポイントで監査コントローラを使用するためのフィ

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、もしくは既存の監査コントローラ プランの編集を実行する場合は、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 プランを使用する Governance Automation に完全に一

致するポリシーの名称を正確にを入力します。 

5. すべての変更を保存します。 

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 Online ポリシーを追加する

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
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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。他の場合には、個別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 AD 削除済みアカウント整理機能を使用

するためのフィルター ポリシー構成 

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 (説明は必須ではありません)。 

3. [フィルター レベル グループの追加] をクリックすると、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: テキスト を選択します。2 番目のドロップ 

ダウン メニューの後方に、カスタム プロパティ テキストを入力するための追加テキスト ボックスが

表示されます。 

c. 新しいテキスト ボックス フィールドに Gov Auto Policy と入力します。 

d. [条件] 列で、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、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前を入力します。 

4. 条件にすべてのポリシーを追加する操作の完了後、[OK] をクリックして、このフィルター 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その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 Online ポリ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Administrator_User_Guide.pdf
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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 Aut

omation 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 (説明は必須ではありません)。 

3. [フィルター レベル グループの追加] をクリックすると、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: テキスト を選択します。2 番目のドロップ 

ダウン リストの後方に、カスタム プロパティ テキストを入力するための追加テキスト ボックスが

表示されます。 

c. 新しいテキスト ボックス フィールドに Gov Auto Policy と入力します。 

d. [条件] 列で、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する操作の完了後、[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: DocAve 展開マネージャー プランの構成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: 各ファームに、それぞれのアーカイバ プロファイルを作成する必要があります。 

DocAve にログインし、[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. 名前 - 新しいアーカイバ プロファイルの 名前 と 説明 (説明は必須ではありません) を入力します。 

2. 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 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。 

 SharePoint コンテンツをアーカイブする方法を選択してください。- 新しいルールを作成

する を選択します。新しいルールの 名前 と 説明 (説明は必須ではありません) を入力しま

す。 

 コンテンツをアーカイブするタイプを選択してください。- 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。 

 アーカイブするコンテンツを定義する方法を選択してください。– 以下の条件を構成します。 

o 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。 

 アーカイブ済みデータを保存する場所を選択してください。- ストレージ ポリシーを選択しま

す。ストレージ ポリシーの作成の詳細については DocAve 6 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します。圧縮レベルが低い場合、圧縮速度は

速くなりますが、データ セットが大きくなります。一方、高い圧縮レベルを使用すると、圧縮速

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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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。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。 

新しいアーカイバ ルールの構成を完了すると、[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: 各ファームに、それぞれの展開プランを作成する必要があります。 

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は、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 サイトのエクスペリエンス バージョンが SharePoint 2010 であ

る場合は、同一のエクスペリエンス 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。 

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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 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。 

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 値の保持 – 移動元のアイテム列の NULL 値を保持します。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。 
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 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 構成を含めることを選択します。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; 

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は、親ノードのプロパティを含めてください。 

 オプション – このオプションが、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します。 

o 削除 – 最後のジョブ以降の削除を展開します。[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の完了後、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。

プランとして保存 インターフェイスに移動します。以下の設定を構成して、新しい展開プランを作成します。 

1. プラン名 – 作成するプランの プラン名 を入力します。必要に応じて説明を入力します (説明は必須

ではありません)。 

2. 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。 
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 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。必要に応じて、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。 

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. 画面の下に存在する [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方法については、以下の説明を参照してください。 

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 タブに

移動し、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は、次の設定を構成することができます。 

a. ソース コレクション ポリシー – 作成する 名前 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 D

ocAve 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
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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、

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。 

*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 プロファイル作成の手順については、以下の説明を参照してください。 

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 タブに

移動し、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。 
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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 Enfo

rcer 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の 名前 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。 

*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。 
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