
 

アカウンタビリティ & セキュリティ洗い替え

承認プロセス

DOCAVEソフトウェア プラットフォーム統合

SHAREPOINT 外部連携

ポリシー展開の自動化で、ビジネスサービスとしての SharePoint が変わる

サイト / サイト コレクション ディレクトリ – 各サイトとサイト コレクションにつき、ビジネス所有者の最新リストを提供します。これ
により 「コンテンツの所有者は誰か」「管理責任は誰が持つのか」 など、責任の所在が明確化・透明化されます。
権限の洗い替え – サイト連絡先として指定されたメンバーは、サイトのすべてのユーザー権限をチェックするタスクの割り当てを
受けます。タスクの割り当ては自動化されており、スケジュールに従って実行されます。組織のセキュリティ ポリシーに沿った形で、
権限への変更をタスクで直接実行することができます。
完全監査 – 権限洗い替えプロセスにかかわるすべてのユーザーが行うすべての権限変更はトラッキング、およびバージョン履歴の
記録が行われ、アカウンタビリティとトレーサビリティを保証します。

複数ステージ承認プロセス – ロール (役割) ベースで作成されており、割り当ておよびエスカレーションを組み込んだ承認プロセス
を、展開・コンテンツ管理・権限管理サービスに対して使用することができます。承認プロセスは、第 3 段階まで作成可能です。
時間制限によるエスカレーション – 一定時間の経過後にも開始されていないタスクを、元の担当者に代わって実行する承認者
代理を指定することができます。 
ゼロ段階承認プロセス – 承認の必要ないサービスを自動的に処理します。これにより、ポリシーが守られ、すべてのサービスが監
査されることを保証します。

自動展開 – 要求のサービス レベルに合わせ、各サイトおよびサイト コレクションの作成段階から適切なバックアップ、権限、ライ
フサイクルの管理ポリシーを自動的に適用します。
Policy Enforcer 統合 – 35 種類以上の構成可能な Policy Enforcer ルールおよびプロファイルを展開済みのサイト コ
レクションに適用することにより、機能・権限・設定に対する承認のない変更を自動的に調整します。

アクセス否認後のリダイレクト – SharePoint アクセス要求を、Governance Automation にリダイレクトします。この承認プロ
セスにより、権限変更をより広い視点から分析することが可能になります。
サイト情報カード (SharePoint 2013) – サイト連絡先・リースのクォータ・使用可能なサービスなど、Governance 
Automation の関連情報を表示します。
ポリシー バー (SharePoint 2013) – サイトに関連するポリシーとサービス レベルを、マークやアイコンでわかりやすく表示します。

技術概要

GOVERNANCE AUTOMATION
FOR MICROSOFT SHAREPOINT ガバナンス



SHAREPOINT 展開

利用可能なサービス リクエスト タイプ

情報アーキテクチャ拡張性 & カスタマイズ

簡単に使用できる要求管理と対応フォーム

クライアント API – 既存の IT サービス管理システム・外部ワークフロー システム・SharePoint の間に存在するギャップを解
消します。
外部ワークフロー統合 – Nintex などのサード パーティ ワークフローを、Governance Automation のポリシー・監査サービ
スと併用することができます。
SDK – Policy Enforcer のルールやプロファイルをカスタマイズして作成することが可能です。カスタマイズしたルールやプロファ
イルは、Software Development Kit (SDK) を利用して様々なイベント トリガー (40 種類) に組み込むことができます。
自動コンテンツ データベース振り分けと作成 – 新しいサイト コレクションは自動的に事前設定されたコンテンツ データベースに
振り分けられ、必要に応じて新しいコンテンツ データベースが作成されます。

カスタマイズ可能な対応フォームにより、エンドユーザーのロール (役職) や関連する権限レベル、ビジネス ニーズなどの情報を
収集し、適切なサービス フォームに要求者を誘導します。これにより、サービス カタログをシンプルに保ちながら、サービスの要求
者が利用可能であるサービスにのみアクセスし、適切なポリシーが適用されていることを保証します。

SHAREPOINT ポリシー構成のスケール拡張
サイト提供および管理などの SharePoint 管理タスクと、関連するポリシーやメタデータ・承認プロセス・権限監査パラメーター
を定義します。既存のサイトおよびサイト コレクションには、遡及的にガバナンス ポリシーを適用することが可能です。これにより、
IT 管理部門はすべてのサービスを、ガバナンス ポリシーに沿って運営することが可能となります。

サイト / サイト コレクション ディレクトリ
使用者および IT 関連の連絡先・分類・サイト コレクションおよびサイトのストレージ使用量など、サイトおよびサイト コレクショ
ンに関しての情報のリストです。これにより、IT 管理者は使用量状況を正確に把握し、IT 部門はビジネス所有者に説明責
任を果たさせつつ、適切なチャージバック モデルを決定することができます。

使用可能な環境
SharePoint 2013/2010、SharePoint Online (Dedicated およびマルチテナント)、SharePoint Foundation に対
応しています。

サイトおよびサイト コレクションの作成 – ポリシーに準拠した SharePoint サイト・サイト コレクション・リスト・ライブラリ・個人
用サイトを自動的に展開します。
Policy Enforcer 統合 – Policy Enforcer プロファイルおよび関連ルールを、サイトおよびサイト コレクション展開時に自動
的に適用します。機能・権限・設定に対する許可のない変更と構成は、自動的に修正前のルールに従って再調整されます。
サイト / サイト コレクションのインポート – 管理の行き届いていない既存のサイトやサイト コレクションをスキャンして Excel フ
ァイルへとエクスポートし、適切なサイトに適切なポリシーやサイト コレクションを割り当てて、Governance Automation 上で
展開することができます。
サイト連絡先 – サイトごとに連絡先および代理の連絡先をそれぞれ設定し、サイトの所有とアカウンタビリティを向上します。

削除済みアカウントの整理 – AD 削除済みアカウントの整理機能により、削除済み・非アクティブの AD SharePoint 権限
を削除・移動します。



SHAREPOINT ライフサイクル管理
非アクティブ期間とリース失効期限に対する警告 – 一定期間アクセスされていないサイト、およびサイトのリース期間が失効し
ようとしているサイトのビジネス オーナーに対し、警告を発行します。また、サイト所有者自身に、不要となったサイトを削除するこ
とができる権限を付与し、必要なストレージ容量の削減と、低価格なストレージへの記録のアーカイブによる経費の節減を実現
します。

サイトおよびサイト コレクションのディレクトリ – 使用者および IT 関連の連絡先・分類・サイト コレクションおよびサイトのストレ
ージ使用量など、サイトおよびサイト コレクションに関しての情報のリストです。これにより、IT 管理者は使用量状況を正確に把
握し、IT 部門はビジネス所有者に説明責任を果たさせつつ、適切なチャージバック モデルを決定することができます。

サイト コレクション展開サービス – サイト コレクションの管理用のサービスです。このサービスにより、ビジネス オーナーは分類や
ポリシーへの変更・サイトのリース延長・クォータの増強・コンテンツの移動・権限の調整などを実行することができます。

サイト展開サービス – サイトの管理用のサービスです。このサービスにより、ビジネス オーナーはサイト管理タスクの振り分けを行
い、サイトを通常業務に使用するエンド ユーザーに対して、分類やポリシーへの変更、サイトのリース延長やクォータの増強、コン
テンツの移動、権限の調整などの権限を付与することが可能になります。

レポート – 組織内の部署やユニットごとのフィードバックを提供する .csv ファイルや .xslt ファイルでのレポートを生成します。

権限の洗い替え – サイト コレクションのビジネス オーナーに対して自動的にタスクをアサインし、サイトやサイト コレクションの所
有者情報が最新・正確であることを確認します。

洗い替え監査 – 権限洗い替えプロセスにかかわるすべてのユーザーが行うすべての権限変更はトラッキング、およびバージョン履
歴の記録が行われ、アカウンタビリティを保証します。

Policy Enforcer 統合 – Policy Enforcer プロファイルおよび関連ルールを、サイトおよびサイト コレクション展開時に自動
的に適用します。機能・権限・設定に対する許可のない変更と構成は、自動的に修正前のルールに従って再調整されます。

コンテンツ管理の監査 – コンテンツのコピー、移動、再構築などのリクエストをすべて追跡、監査します。

複数ステージ承認プロセス – ロール (役割) ベースで作成されており、割り当ておよびエスカレーションを組み込んだ承認プロセ
スを、展開・コンテンツ管理・権限管理サービスに対して使用することができます。承認プロセスは第 3 段階まで作成することが
可能です。

自動化された所有権プロセス – データの所有者を自動的に検知します。複数段階から成る所有権指名プロセスにより、サイト
やコンテンツのライフサイクルを確実に管理します。これにより、所有者の連絡先が正確であり、情報が最新に保たれていることを
確実化します。

SharePoint Web パーツ – ブラウザ ベースのインターフェイスと SharePoint 内の Web パーツを活用し、SharePoint コ
ンテンツを複数のファーム・サーバー・その他様々な場所での間で完全忠実に移行・再構築することが可能になります。

DocAve 展開マネージャー統合 – サイトの展開に伴ってコンテンツ タイプや Web パーツ・テーマ・リスト テンプレートなどのギ
ャラリー アイテムを展開し、サイト コレクション内の統一性を保ちます。

中央化されたポリシー管理 – フレキシブルなポリシー ウィザードを作成することでポリシー定義の使用を中央化・再利用化し、
ストレージ管理やサイト リースなどに対するサービス要求の統一化をはかります。

Managed Metadata Service 統合 – 組織特有の分類基準を活用して Managed Metadata Service を統合し
ます。

自動 URL 生成 – SharePoint 環境の URL フォーマットを統一します。

一時権限 – サイトおよびサイト コレクションの展開時にカスタマイズされた権限、もしくは一時権限をユーザーに割り当てます。
権限は、一定の期間後に失効するように設定可能です。

サイト クォータ変更サービス – サイト クォータを必要に応じて変更することにより、サービス単位数を抑制し、管理費用を節
約することができます。



SHAREPOINT セキュリティ
完全監査 – リクエストや権限変更処理をすべて追跡、監査します。

アクセス否認後のリダイレクト – SharePoint アクセス要求を、Governance Automation の権限付与サービスにリダイレ
クトします。これにより、権限に対するすべての変更が完全に監査されていることを保証します。

権限管理サービス – カスタム権限の割り当て権限を直接付与・委譲・クローンします。Sharepoint グループ内のメンバーシッ
プに実行させることもできます。

付与できる権限レベルのコントロール – サイトおよびサイトコレクション展開サービスに権限レベル制限を設定します。また、権
限付与サービスにより、権限レベルをきめ細やかに管理することが可能となります。

権限の付与サービス – 承認プロセスと最終承認からの自動割り当て機能により、ビジネス ユーザーからの要求に合わせて 
SharePoint オブジェクトの権限を割り当てることが可能になりました。

一時権限サービス – サイトが自動的に失効する前に、ユーザーの要求に基づき、ユーザーおよびグループに、一定期間後に失
効する一時的なアクセス権限を付与します。

権限の洗い替え – サイト コレクションのビジネス オーナーに対して自動的にタスクをアサインし、サイトやサイト コレクションの所
有者情報が最新・正確であることを確認します。

削除済みアカウント クリーナー – AD 削除済みアカウントの整理や権限の削除・移譲などを実行することができます。複数フ
ァーム間で移行やクローニング、削除などの作業を実行するユーザーが持つ権限を、変更を実行する前に選択・表示します。

サイト権限継承 – 新しいサイトは、既存のユーザー グループも含め、サイトまたはサイト コレクションから自動的に権限を継承
します。既存のセキュリティ体制を守りながら、メンテナンスと管理をより簡単に実行することができます。

SharePoint Web パーツ – ブラウザ ベースのインターフェイスと SharePoint 内の Web パーツを活用し、SharePoint コ
ンテンツを複数のファーム・サーバー・その他様々な場所での間で完全忠実に移行・再構築することが可能になります。

リストとライブラリのサポート – ドキュメント ライブラリ・問題リスト・ディスカッション スレッド・お知らせといったすべてのリスト タイプ
およびコンテンツ メタデータ、構成を完全にサポートし、リストとライブラリの統合性を維持します。

エンド ユーザー コンテンツ管理 – サイトの昇格および降格、複数のソースから複数の目的地へのコンテンツ (リストからリストへ、
ライブラリからライブラリへ、サイトからサイトへ) のコピーを、複数の SharePoint 環境を横断して実行することができます。
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