
運用管理   

バックアップ ＆ リストア 

クラウド × AvePoint の SaaS、最強のコンビネーション

中央化 - SharePoint Online のセキュリティ設定、構成、コンテンツを統一ダッシュボード上ですべて管理します。

一括構成 - 複数の SharePoint Online インスタンス間で、あらゆる管理機能を一括で実行します。

完全忠実な管理 - SharePoint のサイトやコンテンツ、トポロジーのコピー、移動、再構築を SharePoint Online サイ
ト間で実行すると同時に、関連する権限やメタデータ タグを維持することができます。

セキュリティ トリミング - 自動セキュリティ トリミング機能や最小単位権限委譲機能を活用することで、Office 365 内の
サイトやコンテンツを含むアカウンタビリティ担当者に対する処理を行います。 

一時権限 - SharePoint Online 内の個別のユーザーやグループに対して権限を暫定的に割り当て、すべての管理アク
ションを監査することができます。

最小単位でのバックアップ & リストア* - アイテム レベルでのバックアップ・リストアを、SharePoint Online、
OneDrive for Business、Exchange Online などのコンポーネントで実現します。

プラットフォーム レベルのバックアップ & リストア - SharePoint Online、OneDrive for Business、Exchange 
Online などのインスタンス全体でバックアップ・リストアを実行します。

バックアップ & リストアのモニタリング - 中央化された管理コンソールを使用してすべてのバックアップ・リストア プロセスを
追跡、管理、レポート化し、SharePoint 上のポリシーを満たすコンプライアンスを徹底することが可能になります。

管理の中央化 一時権限の付与

DOCAVE ONLINE 
FOR MICROSOFT OFFICE 365

Online Services 技術概要

＊Office 365 の既定機能ではサポートされていません。



スケジュール - スケジュールをカスタマイズし、営業時間外での変更実行を設定します。

リスト・ライブラリの統一 - 移行元のレコードやドキュメント ライブラリ、案件リスト、ディスカッション スレッド、お知らせだけで
なく、コンテンツのメタデータや構成などを含めたあらゆるリスト タイプに対応します。

一対多のエレメント展開 - 1 つのオブジェクトから複数の展開先に向けてサイト エレメントを配布することで、サイトや 
SharePoint Online 環境全体に向けた変更を迅速に行うことができます。

展開の比較 - 展開するエレメントを展開先とオブジェクト詳細で比較し、オブジェクト間や複数オブジェクト先にタスクを実
行します。

ロールバック - ロールバック先環境を自動的にバックアップすることで、作業を簡素化します。 

運用管理
完全忠実な再構築 - SharePoint のサイトやコン
テンツ、トポロジーのコピー、移動、再構築を 
SharePoint Online サイト間で実行すると同時
に、関連する権限やメタデータ タグを維持すること
ができます。

粒度の細かい展開 - サイト コレクション、サイト、リ
スト、フォルダー、アイテム、アプリ、サイト・リスト設
定、SharePoint Designer オブジェクト、サイト
列、コンテンツ タイプ、ユーザー ソリューション、カスタ
ム フィーチャー、サイト定義など、SharePoint 内
のあらゆるオブジェクトやカスタム情報を選択して展
開することが可能です。

SharePoint Online および OneDrive for Business 
向けの最小単位バックアップ

Exchange Online 向けのバックアップ

完全忠実な再構築

外部ストレージ - SFTP・FTP などのプロトコルを使用したネットワークでストレージ デバイスに接続します。

別の場所へリストア - Amazon Web Services、Microsoft Azure、FTP/SFTP の有効なストレージ場所などへ直
接コンテンツをリストアします。

Exchange Online のバックアップ & リストア - Exchange Online のバックアップ データを .pst ファイル タイプとして
エクスポートし、Exchange Server、Exchange Client、Microsoft Outlook などの場所へリストアすることができます。



モニタリング & ポリシー施行
ポリシーの施行 - 既定の標準ルール・構成可能なルールにより、構成や機能、権限、設定に対して行われた未承認また
はポリシー範囲外の変更などを監視や通知、自動補正します。

一括モード - 複数のサイトやサイト コレクションを対象としたグループ制御機能により、構成を迅速に適用するだけでなくポ
リシーの一括施行が可能になるため、インフラ管理に費やすコストの削減を達成することが可能になります。

構成可能なルール - 既定で実装されているルール監視アラート機能はカスタマイズすることも可能です。これにより構成や
フィーチャー、権限、設定などに不正な変更が発生した場合にも自動的に対処することができます。

レポート
グローバルなレポート - グローバルに展開した SharePoint の設定、セキュリティ、コンテンツ タイプの利用状況をレポート
化します。

トポロジーの概要 - SharePoint Online 環境のトポロジーおよび構成の状態を表示し、監視します。

監査レポート - 次の内容について監査レポートを生成します: コンテンツ タイプ変更、カスタム レポート、アイテム ライフサ
イクル、リスト アクセス、リスト消去、権限変更、サイト アクション、ユーザー ライフサイクル。

レポートのエクスポート - レポートはローカル システムへのエクスポートの他、SharePoint ライブラリで公開することで分析
に役立てることが可能です。
 

展開の比較粒度の細かい展開

構成可能なルールポリシーの施行



同期
インスタンス間をまたぐレプリケート - サイト コレクション内のコンテンツをレプリケートしたり、Office 365 環境内のインス
タンス同期をアイテム レベルで維持したりといったアクションが可能になります。

フィルター ポリシー - 承認ステータスなどのビルトイン / カスタム メタデータに基づいてフィルター ポリシーを作成できます。
作成したフィルター ポリシーは、サイトやリスト、ライブラリ間で公開する SharePoint コンテンツを選択する際に使用でき
ます。

インスタンス間をまたぐレプリケート フィルター ポリシー

監査レポートグローバルなレポート
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