
 

 

 

  

AvePoint Online Services 

ver 2 SP7 

ユーザー ガイド 
  

 

  



2  

 
AvePoint Online Services 

 

目次 

本ユーザー ガイド内の新機能 ..................................................................................... 7 

AvePoint Online Services について .......................................................................... 8 

AvePoint Online Services の種類 ........................................................................ 8 

AvePoint へのドキュメント フィードバックについて .............................................................. 10 

ブラウザーのサポート状況 ......................................................................................... 11 

30 日間無償試用版 ............................................................................................ 12 

サービスの選択 ................................................................................................. 12 

AvePoint Online Services へのサインアップ ............................................................. 13 

AvePoint Online Services へのサインイン .................................................................. 14 

Office 365 アカウントを使用したサインイン ................................................................. 14 

Salesforce アカウントを使用したサインイン ................................................................. 15 

AvePoint Online Services ローカル アカウントを使用したサインイン ................................... 16 

AvePoint Online Services パスワードのリセット ......................................................... 16 

はじめに ............................................................................................................ 18 

Office 365 への接続 ........................................................................................ 18 

Salesforce への接続 ........................................................................................ 19 

動的オブジェクト登録を使用した Office 365 オブジェクトの登録 ......................................... 20 

AvePoint Online Services の開始 ......................................................................... 23 

完全ライセンスの取得 ......................................................................................... 23 

ホーム ページでの試用版の開始.............................................................................. 24 

試用版 AvePoint Cloud Backup ..................................................................... 24 

試用版 AvePoint Cloud Management ............................................................. 24 

AvePoint Cloud Archiving ............................................................................ 25 



 3 

 
AvePoint Online Services 

 

 

試用版 Governance Automation Online .......................................................... 25 

試用版 Compliance Guardian Online .............................................................. 25 

試用版どきゅなび Online .................................................................................. 26 

試用版 DocAve Backup for Salesforce ® ......................................................... 26 

試用版 AvePoint Cloud Insights .................................................................... 26 

Classic DocAve Backup ライセンスの取得 .............................................................. 27 

AvePoint Online Services ユーザー ロール ................................................................ 28 

アプリ プロファイルの管理 ......................................................................................... 30 

アプリ プロファイルの作成 ....................................................................................... 31 

Office 365 用アプリ プロファイルの作成 .................................................................. 31 

Yammer 用アプリ プロファイルの作成 .................................................................... 33 

Microsoft Azure AD 用アプリ プロファイルの作成 ..................................................... 33 

Salesforce 用アプリ プロファイルの作成 .................................................................. 34 

Salesforce Sandbox 用アプリ プロファイルの作成 ..................................................... 35 

既存のアプリ プロファイルの検索 ............................................................................... 35 

AvePoint Online Services 管理アプリの再承認 ........................................................ 35 

Office 365 用アプリの再承認 ............................................................................ 36 

Salesforce 用アプリの再承認 ............................................................................ 37 

Salesforce Sandbox 用アプリの再承認 ............................................................... 38 

AOS 管理アプリの再承認 .................................................................................... 38 

AvePoint Online Services Administration for Azure アプリの再承認 .......................... 39 

Office 365 のアプリ プロファイルでの管理センター URL の編集 .......................................... 40 

アプリ プロファイルの削除 ....................................................................................... 40 

AvePoint Online Services ユーザーの管理 ................................................................ 41 

ユーザーの追加 ................................................................................................ 42 



4  

 
AvePoint Online Services 

 

既存のユーザーの検索 ........................................................................................ 47 

ユーザー権限の編集 ........................................................................................... 47 

複数のユーザーの権限の編集 ................................................................................ 48 

ユーザー アカウントの非アクティブ化 ........................................................................... 49 

ユーザー アカウントのアクティブ化 .............................................................................. 49 

ユーザー アカウントのロック解除 ............................................................................... 49 

ユーザーの削除 ................................................................................................ 49 

Office 365 サービス アカウント プロファイルの管理 ............................................................ 50 

サービス アカウント プロファイルの作成 ........................................................................ 50 

既存のサービス アカウント プロファイルの検索 ................................................................ 51 

サービス アカウント プロファイルの編集 ........................................................................ 51 

サービス アカウント プロファイルの削除 ........................................................................ 51 

アカウント プールの管理 .......................................................................................... 52 

暗号化プロファイルの管理 ........................................................................................ 54 

準備 ............................................................................................................ 54 

暗号化プロファイルの作成 ..................................................................................... 55 

暗号化プロファイルの適用 ..................................................................................... 55 

既存の暗号化プロファイルの検索 ............................................................................. 56 

暗号化プロファイルの編集 ..................................................................................... 56 

暗号化プロファイルの削除 ..................................................................................... 56 

動的オブジェクト登録の管理 ..................................................................................... 57 

動的オブジェクト登録プロファイルの作成 ...................................................................... 58 

詳細モード ................................................................................................... 60 

動的オブジェクト登録プロファイルの編集 ...................................................................... 62 

動的オブジェクト登録プロファイルの削除 ...................................................................... 62 



 5 

 
AvePoint Online Services 

 

 

スキャン履歴の表示 ............................................................................................ 63 

動的オブジェクト登録設定の表示 ............................................................................ 63 

ルールの管理 ................................................................................................... 64 

コンテナーの管理 ............................................................................................... 65 

オブジェクトのバッチ インポート .............................................................................. 66 

ライセンス情報の表示 ............................................................................................ 68 

プロモーション コードの管理 ....................................................................................... 69 

プロモーション コードの適用 .................................................................................... 69 

既存のプロモーション コードの検索 ............................................................................ 69 

トランザクション履歴の表示 ....................................................................................... 70 

サブスクリプションの管理 .......................................................................................... 71 

サブスクリプションのキャンセル .................................................................................. 71 

請求書の表示 ................................................................................................. 72 

クレジット カード情報の表示および編集 ...................................................................... 72 

請求先住所の表示および編集 ............................................................................... 73 

レポート データ コレクションの有効化 ............................................................................ 74 

ユーザー アクティビティ レポートのエクスポート ................................................................... 76 

通知の表示 ....................................................................................................... 77 

フィードバックの送信 ............................................................................................... 79 

プロファイル情報の管理 ........................................................................................... 80 

AvePoint Online Services のログイン IP アドレス制限の構成 ........................................... 81 

Azure でのアクセス規則の構成 .............................................................................. 81 

付録 A: AvePoint Online Services に課金される Office 365 サブスクリプション ..................... 84 

付録 B: 動的オブジェクト登録ルールで対応する条件 ......................................................... 86 

Exchange Online メールボックス ........................................................................... 86 



6  

 
AvePoint Online Services 

 

OneDrive for Business ................................................................................... 88 

SharePoint Online サイト コレクション ..................................................................... 91 

Office 365 グループ チーム サイト .......................................................................... 92 

Office 365 グループ メールボックス .......................................................................... 93 

Office 365 グループ .......................................................................................... 94 

付録 C: 動的オブジェクト登録で対応するオブジェクト ......................................................... 97 

 

 



 7 

 
AvePoint Online Services 

 

 

本ユーザー ガイド内の新機能 

 ブラウザーのサポート状況 を更新しました。 

 付録 B: 動的オブジェクト登録ルールで対応する条件 の Exchange Online メールボック

ス と OneDrive for Business セクションを更新し、Office 365 サブスクリプション名 

条件を含めました。 

 Legacy DocAve Backup サービスの名前を Classic DocAve Backup に変更しまし

た。 

 付録 A: AvePoint Online Services に課金される Office 365 サブスクリプション から 

Project Online Professional、Project Online Essentials、Project Online Prem

ium を削除しました。 

 オブジェクトのバッチ インポート セクションに 、MFA が有効になっている Office 365 アカウン

トの使用についての情報を追加しました。 

 アカウント プールに多要素認証が有効になっている Office 365 アカウントを含めることが可

能になりました。 
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AvePoint Online Services について 

AvePoint Online Services は以下の AvePoint オンライン サービスのログインを統合した Web サイトで

す。  

 AvePoint Cloud Backup 

 AvePoint Cloud Management 

 AvePoint Cloud Archiving 

 Governance Automation Online 

 Compliance Guardian Online 

 どきゅなび Online 

 DocAve Backup for Salesforce ® 

 AvePoint Cloud Insights 

 アプリ: AvePoint Permissions Manager および AvePoint Perimeter Online 

各オンライン サービスのユーザー管理や各オンライン サービス (アプリを含まず) のライセンスは、同一 AvePoin

t Online Services アカウントからアクセスすることができます。  

AvePoint Online Services は現在、英語、日本語、フランス語の 3 言語に対応しています。  

AvePoint Online Services の種類  

AvePoint Online Services には、商用と、米国政府用 (マイクロソフト クラウド プラットフォームを使用可

能) の 2 種類が存在します。両者の機能は基本的に同一で、全部このユーザー ガイドにカバーされていま

す。商用 AvePoint Online Services に比較すると、米国政府用の AvePoint Online Services には

以下の特徴が存在します。 

 サインイン ページの URL が https://usgov.avepointonlineservices.com である  

 トランザクション履歴 機能に未対応 

 サブスクリプションの管理 機能に未対応  

https://usgov.avepointonlineservices.com/
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2 種類の AvePoint Online Services では、オンライン サービスの機能上の相違点が存在します。相違点

は各オンライン サービスのユーザー ガイドに記載されます。 
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AvePoint へのドキュメント フィードバックについて 

AvePoint では、弊社の製品ドキュメントに対するお客様からのフィードバックをお待ちしています。弊社 Web 

サイト上から フィードバックを送信 してください。 

https://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1
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ブラウザーのサポート状況 

対応するブラウザー バージョンは以下の表のとおりです。 

ブラウザー バージョン 

Internet Explorer IE 11 

Google Chrome 最新バージョン 

Mozilla Firefox 最新バージョン 

Safari 最新バージョン 

Microsoft Edge 最新バージョン 
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30 日間無償試用版 

AvePoint Online Services では新しいユーザーに対して、各オンライン サービスの 30 日間試用版ライセ

ンスが提供されています。 

試用版を開始するには、以下のセクションを参照してください。 

サービスの選択 

以下の方法のいずれかを使用してサービスを選択します。 

 AvePoint Online Services のランディング ページで [30 日間の無償試用] をクリックし

ます。  

サービス ページで、以下のサービスが Office 365 サービス タブの配下に表示されます。 

o AvePoint Cloud Backup 

o AvePoint Cloud Management 

o AvePoint Cloud Archiving 

o Compliance Guardian Online 

o Governance Automation Online 

o どきゅなび Online 

o AvePoint Cloud Insights 

DocAve Backup for Salesforce ® が Salesforce サービス タブの配下に表示されま

す。 

希望するサービスの下の 無償試用版をカートに追加する チェックボックスを選択します。[試

用版の開始] をクリックすると、製品を接続 ページが表示されます。 

 AvePoint Online Services ランディング ページで、各オンライン サービスの概要の下の 

[詳細] をクリックすると、製品の詳細についてのポップアップ ウィンドウが表示されます。サービ

スの概要を表示する場合、[無償試用版の使用を開始する] をクリックすると、このサービスの

試用版を開始します。製品を接続 ページが表示されます。 

https://www.avepointonlineservices.com/
https://www.avepointonlineservices.com/
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AvePoint Online Services へのサインアップ を参照して続行してください。 

AvePoint Online Services へのサインアップ 

サインアップして開始 ページで、フォームの以下のフィールドに値を入力してください。 

 名 

 姓 

 企業メール アドレス 

 パスワード 

 パスワードの確認 

 組織名 

 業界 

 タイトル 

 国番号 

 州または準州 

*注意: このフィールドは国番号に 米国 (+1) を選択した場合にのみ表示されます。 

 勤務先電話番号 

 データ センター 

*注意: 直近のデータ センターを選択します。ここで選択できるデータ センターはすべて Micro

soft が所有・運営する Azure データ センターです。サインアップの完了後、データ センターを

変更することはできません。 

 セキュリティ検証 - 認証コード (画像として表示される文字) を確認し、テキスト ボックスに

入力します。認証コードがうまく表示されない場合は、[更新] をクリックして認証コードを更新

します。 

[サインアップ] をクリックします。サインアップすると、企業メール アドレスに確認メールが送信されます。メールを

受信したら、メール本文中にあるリンクをクリックします。これによりアカウントのアクティブ化が完了します。 
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AvePoint Online Services へのサインイン 

AvePoint Online Services にサインインするには、以下の方法があります。 

 https://www.avepointonlineservices.com からサインインします。  

 AvePoint オフィシャル Web サイトの AvePoint Online Services、DocAve Online、

Governance Automation Online、Compliance Guardian Online、どきゅなび On

line、DocAve Backup for Salesforce ®、AvePoint Cloud Insights の各ページか

らサインインします。 

 米国政府専用の AvePoint Online Services にサインインするには、https://usgov.a

vepointonlineservices.com にアクセスしてください。 

AvePoint Web サイト上の [サインイン] をクリックすることで、AvePoint Online Services サインイン ペ

ージへ移動することができます。  

AvePoint Online Services のランディング ページで画面右上にある [サインイン] をクリックして、以下のサ

インイン方法から選択します。 

 Office 365 アカウントを使用したサインイン 

 Salesforce アカウントを使用したサインイン 

 AvePoint Online Services ローカル アカウントを使用したサインイン 

Office 365 アカウントを使用したサインイン 

Office 365 アカウントを使用してサインインする方法については、以下の説明を参照してください。 

 サインイン ページで [Office 365 アカウントでサインイン] をクリックします。 

*注意: Office 365 アカウントを使用して同一のブラウザーで別のアプリにサインインしている場合、ユ

ーザーは自動的に AvePoint Online Services にサインインされます。 

 Office 365 認証ページで既存の Office 365 アカウントとパスワードを入力します。 

 [ログイン] をクリックします。 

 この Office 365 アカウントで初めて AvePoint Online Services にサインインする場合、AvePoi

nt Online Services に必要な権限が表示されます。権限を確認して [承諾] をクリックします。これ

https://www.avepointonlineservices.com/
http://www.avepoint.co.jp/products/office-365-online-services/
http://www.avepoint.co.jp/products/office-365-online-services/management/
http://www.avepoint.co.jp/products/office-365-online-services/data-governance/
http://www.avepoint.co.jp/products/office-365-online-services/website-and-office-365-compliance/
http://www.avepoint.co.jp/products/office-365-online-services/file-share-presentation/
http://www.avepoint.co.jp/products/office-365-online-services/file-share-presentation/
http://www.avepoint.com/products/salesforce-backup/
http://www.avepoint.com/products/office-365-services/office-365-reporting
https://usgov.avepointonlineservices.com/
https://usgov.avepointonlineservices.com/
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により AvePoint Online Services アプリが Office 365 の 個人用アプリ に生成されます。こ

のアプリをクリックすることで、AvePoint Online Services にアクセスすることができます。アプリ経由

でログインする場合に必要な資格情報はアプリ内に記憶されます。  

 AvePoint Online Services ホーム ページが表示されます。 

*注意: AvePoint Online Services に、お使いの Office 365 アカウントが存在しないが、テナントが存在

する場合、AvePoint Online Services に参加する ページが表示されます。既存のテナントへの参加を

要求する場合、サービス管理者に連絡して、AvePoint Online Services への招待を依頼してください。 

Salesforce アカウントを使用したサインイン 

Salesforce アカウントを使用してサインインする方法については、以下の説明を参照してください。 

 サインイン ページで [Salesforce アカウントでサインイン] をクリックします。 

*注意: Salesforce アカウントを使用して同一のブラウザーで別のアプリにサインインしている場合、ユ

ーザーは自動的に AvePoint Online Services へサインインされます。 

 Salesforce ログイン ページで、既存の Salesforce アカウントとパスワードを入力します。 

 [ログイン] をクリックします。 

 この Salesforce アカウントで初めて AvePoint Online Services にサインインする場合、AvePoi

nt Online Services に必要な権限が表示されます。権限を確認して [許可] をクリックします。これ

により AvePoint Online Services アプリが Salesforce の 接続アプリケーション に生成され

ます。アプリ経由でログインする場合に必要な資格情報はアプリ内に記憶されます。 

 AvePoint Online Services ホーム ページが表示されます。 

*注意: AvePoint Online Services に、お使いの Salesforce アカウントが存在しないが、テナントが存在

する場合、AvePoint Online Services に参加する ページが表示されます。既存のテナントへの参加を

要求する場合、サービス管理者に連絡して、AvePoint Online Services への招待を依頼してください。 
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AvePoint Online Services ローカル アカウントを使用したサイ

ンイン 

AvePoint Online Services ローカル アカウントを使用してサインインする方法については、以下の説明を参

照してください。 

 サインイン ページでログイン情報を入力します。 

a. ログイン ID – AvePoint Online Services ローカル アカウントとして登録済みのメール ア

ドレスを入力します。 

b. パスワード – パスワードを入力します。 

*注意: パスワードを 3 回連続して間違えると、アカウントがロックされてしまいます。ロックされ

たアカウントは 1 時間後に自動的にロック解除されます。パスワードの取得およびリセットの詳

細については、AvePoint Online Services パスワードのリセット を参照してください。 

 [サインイン] をクリックして、AvePoint Online Services ホーム ページにアクセスします。 

AvePoint Online Services パスワードのリセット 

AvePoint Online Services パスワードをリセットする方法については、以下の説明を参照してください。 

*注意: ここでリセットできるのはローカル認証アカウントのパスワードのみです。ユーザー タイプの詳細については 

ユーザーの追加 を参照してください。  

 AvePoint Online Services サインイン ページへ移動します。 

 [サインイン] ボタンの上にある [パスワードを忘れた場合] リンクをクリックします。 

 パスワードを忘れた場合 ページで以下の情報を入力します。 

a. ユーザー ID - AvePoint Online Services ユーザー ID として登録したメール アドレスを

入力します。 

b. 認証コード - 画像内に表示された認証コードを入力します。画像がうまく表示されない場合

は、[更新] をクリックして新しい画像を表示します。 
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 新しいパスワードを設定するには、[送信] をクリックします。送信後、指定したアドレス宛に確認メール

が送信されます。メール メッセージを受信したら、メッセージ内に表示されたリンクをクリックして新しいパ

スワードを設定します。リンクをクリックすると、パスワードのリセット ページにリダイレクトされます。以下

の情報を入力します。 

a. 新しいパスワード - 新しいパスワードを入力します。 

b. パスワードの確認 - 確認のため、新しいパスワードを再度入力します。 

c. 認証コード - 画像内に表示された認証コードを入力します。画像がうまく表示されない場合

は、[更新] をクリックして新しい画像を表示します。 

 新しいパスワードの設定後、[送信] をクリックして新しいパスワードを保存し、ポップアップ ウィンドウで 

[OK] をクリックします。ログイン ページにリダイレクトされます。新しいパスワードを使用して AvePoint 

Online Services にログインします。 
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はじめに 

AvePoint Online Services へサインインすると、製品を接続 ウィザードが表示されます。AvePoint Onlin

e Services を Office 365 または Salesforce に接続し、動的オブジェクト登録経由で Office 365 オブ

ジェクト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。 

Office 365 への接続 

30 日間無償試用版 を使用する際に Office 365 向けのサービスを選択した場合、AvePoint Online S

ervices と Office 365 間の接続を作成する必要があります。接続の完了後、Office 365 用のアプリ プロ

ファイルは自動的に作成されます。アプリ プロファイルは、Office 365 グループまたはユーザーを AvePoint O

nline Services ユーザーとして追加する際および動的オブジェクト登録で Office 365 オブジェクトを登録す

る際に使用されます。 

 Office 365 タイルで、[接続] をクリックします。ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

 接続の完了後、自動的に作成されるアプリ プロファイルの権限を選択します。 

 すべでの権限 

 SharePoint Online 権限 

 Exchange Online 権限 

*注意: 動的オブジェクト登録に登録できるオブジェクトのタイプは、選択した権限によって異なります。

詳細については 付録 C: 動的オブジェクト登録で対応するオブジェクト を参照してください。 

 [今すぐ接続] をクリックします。Office 365 サインイン ページが表示されます。 

 Office 365 全体管理者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。なお、以下の点に注

意してください。 

 同一ブラウザー上で同じ Office 365 アカウントを使用して別のアプリにサインインしている場

合、お使いの Office 365 アカウントは自動的に Office 365 へのサイインに使用されます。

その場合は手順 6 にスキップすることができます。 

 入力するアカウントは SharePoint Online のライセンスを持つ必要があります。AvePoint 

Cloud Backup を使用して Exchange Online メールボックスまたは Office 365 グルー



 19 

 
AvePoint Online Services 

 

 

プをバックアップする場合、このアカウントは Exchange Online のライセンスを持つ必要もあ

ります。 

 AvePoint Online Services を使用している場合、全体管理者をアクティブな個人ユーザ

ー アカウントに割り当てることを推奨しません。個別のサービス アカウントを使用してすべての

管理作業を実行することを推奨します。 

 [サインイン] をクリックします。 

 AvePoint Online Services Administration ページで、AvePoint Online Services に

必要な権限を確認し、[承諾] をクリックします。ウィザードに戻ります。 

 お使いのサービスに AvePoint Cloud Backup、AvePoint Cloud Management、AvePoint 

Cloud Archiving、Governance Automation Online、または Classic DocAve Backup が

含まれている場合、先に Office 365 オブジェクトを AvePoint Online Service に登録する必要

があります。登録完了後、サービスを使用してこれらのオブジェクトを管理することができます。ウィザード

で [次へ] をクリックして、登録ウィザードを構成します。詳細については、動的オブジェクト登録を使用

した Office 365 オブジェクトの登録 を参照してください。 

Salesforce への接続 

30 日間無償試用版 を使用する際に DocAve Backup for Salesforce ® サービスを選択した場合、Av

ePoint Online Services と Salesforce 間の接続を作成する必要があります。接続の完了後、Salesfor

ce 用のアプリ プロファイルは自動的に作成されます。アプリ プロファイルは、Salesforce ユーザーを AvePoin

t Online Services ユーザーとして追加する際に使用されます。 

 Salesforce タイルで、[接続] をクリックします。ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

 権限要件の確認後、[今すぐ接続] をクリックします。Salesforce サインイン ページが表示されます。 

 Salesforce 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。なお、以下の点に注意してくださ

い。 

 同一ブラウザー上で同じ Salesforce アカウントを使用して別のアプリにサインインしている場

合、お使いの Salesforce アカウントは自動的に Salesforce へのサイインに使用されます。

その場合は手順 5 にスキップすることができます。 

 入力するアカウントは、システム管理者プロファイル、またはシステム管理者プロファイルと同じ

権限を持つ、別のプロファイルに関連付けられる必要があります。 
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 [ログイン] をクリックします。 

 アクセスを許可しますか? ページで、AvePoint Online Services に必要な権限を確認し、[許

可] をクリックします。 

動的オブジェクト登録を使用した Office 365 オブジェクトの登録 

動的オブジェクト登録機能を使用すると、お使いの Office 365 環境内の以下のオブジェクトは自動的に登

録されます。 

 SharePoint Online サイト コレクション 

 OneDrive for Business 

 Exchange Online メールボックス 

 Office 365 グループ (グループ チーム サイトおよびグループ メールボックスを含む) 

検出されたオブジェクトは、既定またはカスタム コンテナーにグループ化され、お使いのサービスの環境に表示さ

れます。AvePoint Online Services ではオブジェクトの更新、作成、削除が自動的に監視されます。 

*注意: 所属する組織が Office 365 で多要素認証 (MFA) を使用している場合、登録ウィザードを閉じ

て、動的オブジェクト登録 に移動して登録プロファイルを作成します。プロファイルの作成方法については、動

的オブジェクト登録プロファイルの作成 を参照してください。 

登録ウィザードを構成するには、次の手順に従ってください。 

 Office 365 オブジェクトの登録 ウィンドウで、Office 365 全体管理者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。このアカウントは Office 365 オブジェクトの管理に使用されます。既定

の Office 365 サービス アカウント プロファイル は自動的に作成されます。 

 [次へ] をクリックします。 

 Office 365 オブジェクト管理 ウィンドウで、以下のモードのいずれかを選択します。 

*注意: [詳細] をクリックすると、いずれかのモードで Office 365 オブジェクトの登録プロセスを表示

することができます。 

 高速モード – ユーザー数が 300 人以下の組織の場合、またはテスト用の場合、このモード

を使用してすべての Office 365 オブジェクトを既定のコンテナーに一括で登録することができ

ます。 
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 詳細モード - ユーザー数が 300 人以上の組織の場合、このモードを使用して Office 365 

オブジェクトをビジネス ルールに従ってカスタム コンテナーに動的に登録することを推奨します。 

 いずれかのモードで [開始] をクリックすると登録を開始します。 

 高速モード登録を開始する場合、プロファイルの作成に成功しました ページが表示されま

す。高速モード登録の 既定の高速プロファイル が作成されます。[動的オブジェクト登録ホ

ームページに戻る] をクリックすると、プロファイルの詳細を表示することができます。 

 詳細モード登録を開始する場合、動的オブジェクト登録 ページが表示されます。手順 5 に

進みます。 

 動的オブジェクト登録 ページで以下の手順を実行します。 

a. 各タイプの Office 365 オブジェクトのコンテナーを定義します。オブジェクト タイプのタイトルを

クリックし、[新規コンテナー] をクリックすると、以下の設定を構成します。 

 コンテナー名 – このオブジェクト コンテナーの名前を入力します。 

 ルール名 - オブジェクトのフィルターに使用するルールの名前を入力します。 

 基準・条件を選択し、値を選択または入力してルール設定を構成します。サポートさ

れている条件の詳細については 付録 B: 動的オブジェクト登録ルールで対応する条

件 を参照してください。 

*注意: 次の値に一致する または 次の値に一致しない 条件を選択する場合、正

規表現を含む値を入力することができます。 

 追加ボタン ( ) をクリックすると、条件を追加できます。複数の条件を使用する場

合、ロジック オプション AND または OR を選択する必要があります。 

 AND – すべての条件に合致するオブジェクトがフィルターされ、含まれます。 

 OR – 条件のいずれかに合致するオブジェクトがフィルターされ、含まれます。 

 [保存] をクリックすると、このコンテナーを保存します。コンテナー設定が折りたたまれ

ます。コンテナー名の横の空白エリアをクリックしてコンテナー設定を編集するか、[削

除] をクリックしてこのコンテナーを削除することができます。 

 [新規コンテナー] をクリックして上記の手順を繰り返すと、別のコンテナーを作成する

ことができます。 
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 複数のコンテナーを定義する場合、優先度 を設定します。 

b. ルールの条件に合致しないオブジェクトは、定義したコンテナーに登録されません。これらのオブ

ジェクトの解決方法を選択します。 

o コンテナーに追加しない 

o システムの既定コンテナーに追加する 

o カスタム コンテナーに追加する 

このオプションを選択する場合、既存のコンテナー名または存在しないコンテナー名を

入力します。選択ボタン ( ) をクリックすると、既存のコンテナーを選択することもで

きます。存在しないコンテナー名を入力する場合、AvePoint Online Services で

はこのコンテナーが自動的に作成されます。 

c. [完了] をクリックします。プロファイルの作成に成功しました ページが表示されます。詳細モ

ード登録の 既定の高速プロファイル が作成されます。[動的オブジェクト登録ホームページ

に戻る] をクリックすると、プロファイルの詳細を表示することができます。 

*注意: 登録のスケジュールは 日単位; 00:00 (ローカル コンピューターのタイム ゾーンに従います) です。ス

ケジュールの時刻に達すると、スキャンおよび登録プロセスが開始されます。全プロセスが複数の部分スキャンに

分割されるため、全プロセスの完了を待つより、登録済みのオブジェクトを柔軟的に管理・監視することができま

す。部分スキャンが完了すると、検出されたオブジェクトは DocAve Online および Governance Automa

tion Online 環境に表示されます。スキャン履歴 で確認することもできます。 

*注意: 登録ウィザードを完了すると、動的オブジェクト登録 に移動して動的オブジェクト登録を管理できま

す。例えば、既定の登録プロファイルの更新スケジュールの変更、別の Office 365 テナントに接続する新しい

登録プロファイルの作成、ルールおよびコンテナーの管理などを実行することができます。詳細については、動的オ

ブジェクト登録の管理 を参照してください。 
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AvePoint Online Services の開始 

ホーム ページでは、以下のビューが提供されています。 

 お気に入りのアプリ – お気に入りとして選択したサービスが表示されます。サービス名をクリック

することで、各サービスにアクセスすることができます。 

ハート ボタン ( ) をクリックして、サービスをお気に入りから削除することができます。 

 すべてのアプリ – お使いのテナントが購入したサービス、または試用版を開始したサービスが

すべて表示されます。サービス名をクリックすることで、各サービスにアクセスすることができます。 

ハート ボタン ( ) をクリックして、サービスを お気に入りのアプリ ビューに追加することができ

ます。 

 ストア – AvePoint Online Services プラットフォーム内の AvePoint オンライン サービス

がすべて表示されます。30 日間無償試用版 を使用する際に選択しなかったサービスの試用

版を開始することができます。詳細については ホーム ページでの試用版の開始 を参照してく

ださい。 

AvePoint Online Services を使用する場合、完全サービス ライセンスを取得するか製品の無料試用版を

使用するかを選択する必要があります。 

*注意: 各オンライン サービスのライセンスは、グリニッジ標準時 (GMT 0:00) を基準として計算されます。この

ため、使用可能なライセンスの期間が 24 時間未満であっても、一日として計算されることがあります。 

お使いのテナントのサービスのライセンス タイプまたはライセンス契約が変更された場合、テナント所有者がこの

サービスにアクセスしようとする際に新たなライセンス契約が表示されます。テナント所有者は新たなライセンス契

約に同意する必要があります。 

完全ライセンスの取得 

AvePoint Online Services 内のいずれかのサービスの完全ライセンスを取得するには、弊社営業担当 ま

でお問い合わせください。  

http://www.avepoint.co.jp/about/contact-us/
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ホーム ページでの試用版の開始 

お使いのテナントが AvePoint Online Services のランディング ページから 30 日間無償試用版 を使用す

る際に選択しなかったサービスの試用版を開始するには、以下のセクションを参照してサービスの試用版ライセン

スを取得してください。 

*注意: 試用版を開始できるのはテナント所有者のみです。  

試用版 AvePoint Cloud Backup 

ストア タブで、AvePoint Cloud Backup に移動し、[試用版の開始] をクリックすると、30 日間の試用版

ライセンスを取得することができます。試用版ライセンスのライセンス契約についてのポップアップ ウィンドウが表示

されます。契約内容の確認後、[同意] をクリックして試用版を開始します。 

AvePoint Cloud Backup をクリックしてアクセスすることができます。AvePoint Cloud Backup の使用に

ついては、AvePoint Cloud Backup ユーザー ガイド を参照してください。 

試用版 AvePoint Cloud Management  

ストア タブで、AvePoint Cloud Management に移動し、[試用版の開始] をクリックすると、30 日間の

試用版ライセンスを取得することができます。試用版ライセンスのライセンス契約についてのポップアップ ウィンドウ

が表示されます。契約内容の確認後、[同意] をクリックして試用版を開始します。 

AvePoint Cloud Management をクリックしてアクセスすることができます。DocAve Online 画面が表示

されます。AvePoint Cloud Management サービスには、以下の DocAve Online モジュールが含まれて

います。 

 管理センター 

 コンテンツ マネージャー 

 レプリケーター 

 展開マネージャー 

 レポート ポイント 

 アイデンティティ マネージャー 

https://www.avepoint.com/resources/user-guides/AvePoint-Cloud-Backup/index.htm
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各モジュールの使用については、DocAve Online ユーザー ガイド を参照してください。  

AvePoint Cloud Archiving 

ストア タブで、AvePoint Cloud Archiving に移動し、[試用版の開始] をクリックすると、30 日間の試用

版ライセンスを取得することができます。試用版ライセンスのライセンス契約についてのポップアップ ウィンドウが表

示されます。契約内容の確認後、[同意] をクリックして試用版を開始します。 

AvePoint Cloud Archiving をクリックしてアクセスすることができます。DocAve Online 画面が表示されま

す。AvePoint Cloud Archiving サービスは DocAve Online のアーカイバ モジュールです。アーカイバの

使用については、DocAve Online ユーザー ガイド を参照してください。 

試用版 Governance Automation Online 

ストア タブで、Governance Automation Online に移動し、[試用版の開始] をクリックすると、30 日間

の試用版ライセンスを取得することができます。試用版ライセンスのライセンス契約についてのポップアップ ウィンド

ウが表示されます。契約内容の確認後、[同意] をクリックして試用版を開始します。 

Governance Automation Online は AvePoint Cloud Management と統合されているため、Gove

rnance Automation Online を使用するには有効な AvePoint Cloud Management ライセンスも合

わせて用意する必要があります。Governance Automation Online で、AvePoint Cloud Managem

ent の試用版ライセンスの未開始時に [試用版の開始] をクリックすると、AvePoint Cloud Managemen

t の 30 日間試用版ライセンスも同時に取得されます。 

Governance Automation Online をクリックしてアクセスすることができます。Governance Automatio

n Online の使用については、DocAve Governance Automation Online 管理者用ガイド および Do

cAve Governance Automation Online ビジネス ユーザー ガイド を参照してください。 

試用版 Compliance Guardian Online 

ストア タブで、Compliance Guardian Online に移動し、[試用版の開始] をクリックすると、30 日間の

試用版ライセンスを取得することができます。試用版ライセンスのライセンス契約についてのポップアップ ウィンドウ

が表示されます。契約内容の確認後、[同意] をクリックして試用版を開始します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Online_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Online_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/DocAve_GA_Online_Administrator_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/DocAve_GA_Online_Business_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/DocAve_GA_Online_Business_User_Guide.pdf
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Compliance Guardian Online をクリックしてアクセスすることができます。Compliance Guardian Onli

ne 使用の詳細については、Compliance Guardian Online ユーザー ガイド を参照してください。  

試用版どきゅなび Online 

ストア タブで、どきゅなび Online に移動し、[試用版の開始] をクリックすると、30 日間の試用版ライセンス

を取得することができます。試用版ライセンスのライセンス契約についてのポップアップ ウィンドウが表示されます。

契約内容の確認後、[同意] をクリックして試用版を開始します。 

どきゅなび Online をクリックしてアクセスすることができます。どきゅなび Online 使用の詳細については、どきゅ

なび Online ユーザー ガイド を参照してください。 

試用版 DocAve Backup for Salesforce ® 

ストア タブで、DocAve Backup for Salesforce ® に移動し、[試用版の開始] をクリックすると、30 日

間の試用版ライセンスを取得することができます。試用版ライセンスのライセンス契約についてのポップアップ ウィ

ンドウが表示されます。契約内容の確認後、[同意] をクリックして試用版を開始します。 

DocAve Backup for Salesforce ® をクリックしてアクセスすることができます。DocAve Backup for Sal

esforce ® の使用方法を確認するには、DocAve Backup for Salesforce ® 内のヘルプ ボタン ( ) を

クリックして、DocAve Backup for Salesforce ® ユーザー ガイドを参照してください。 

試用版 AvePoint Cloud Insights 

ストア タブで、AvePoint Cloud Insights に移動し、[試用版の開始] をクリックすると、30 日間の試用

版ライセンスを取得することができます。試用版ライセンスのライセンス契約についてのポップアップ ウィンドウが表

示されます。契約内容の確認後、[同意] をクリックして試用版を開始します。 

AvePoint Cloud Insights を使用するには、レポート データ コレクションを有効にする必要があります。詳

細については レポート データ コレクションの有効化 を参照してください。 

AvePoint Cloud Insights をクリックしてアクセスすることができます。AvePoint Cloud Insights の使用

については、AvePoint Cloud Insights ユーザー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/Compliance_Guardian_Online_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/File_Share_Navigator_Online_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/File_Share_Navigator_Online_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.com/assets/pdf/user_guides/AvePoint_Cloud_Insights_User_Guide.pdf
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Classic DocAve Backup ライセンスの取得 

お使いのテナントが 2017 年 6 月 18 日以降に AvePoint Online Services に登録した場合、DocAv

e Online の最小単位バックアップ & リストアおよび Exchange Online バックアップ & リストア モジュールは

使用できません。これらのモジュールを使用する必要がある場合、弊社営業担当 に連絡して試用版または完

全ライセンスを取得してください。ライセンスの取得後、Classic DocAve Backup サービスは AvePoint On

line Services ホームページに表示されます。これらのモジュールの使用については、DocAve Online ユーザ

ー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/about/contact-us/
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Online_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Online_User_Guide.pdf
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AvePoint Online Services ユーザー ロール 

AvePoint Online Services では、ユーザー ロールによって実行できるアクションが異なります。ユーザー ロー

ルは以下の 3 種類が使用可能です。 

 テナント所有者 – AvePoint Online Services に登録する際に使用するユーザーです。テ

ナント所有者は AvePoint Online Services テナントごとに 1 人のみとなります。テナント

所有者は以下のアクションを実行することができます。 

o オンライン製品へのアクセス (使用可能なライセンスがある場合) 

o ライセンス情報の表示 

o プロモーション コードの適用 

o AvePoint Online Services のユーザーおよび権限の表示・管理 

o アプリ プロファイルの管理 

o Office 365 サービス アカウント プロファイルの管理 

o 動的オブジェクト登録の管理 

o 暗号化プロファイルの管理 

o レポート データ コレクションの有効化 

o ユーザー アクティビティ レポートのエクスポート 

o 通知センターの表示 

o フィードバックの送信 

o 個人用プロファイル情報の編集 (プロファイル情報の管理 を参照) 

 サービス管理者 – テナント所有者または別のサービス管理者は、AvePoint Online Servi

ces でサービス管理者を追加することができます。サービス管理者はテナント所有者と同じアク

ションを実行することができます。 

 テナント ユーザー - テナント所有者およびサービス管理者は AvePoint Online Services 

でテナント ユーザーを追加することができます。テナント ユーザーは標準ユーザーもしくはアプリ

ケーション管理者として設定することができます。  

o 標準ユーザーは AvePoint Online Services で以下のアクションを実行することが

できます。 
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 オンライン製品へのアクセス (使用可能なライセンスがある場合) 

 フィードバックの送信 

 個人用プロファイル情報の編集 (プロファイル情報の管理 を参照) 

o アプリケーション管理者は AvePoint Online Services で以下のアクションを実行

することができます。 

 オンライン製品へのアクセス (使用可能なライセンスがある場合) 

 テナント ユーザーの追加、および追加したテナント ユーザーへの製品の割り

当て(アプリケーション管理者となっている製品のみを割り当て可能) 

 テナント ユーザーの編集によるテナント ユーザーの使用可能な製品の変更 

(アプリケーション管理者となっている製品のみを選択可能) 

 フィードバックの送信 

 個人用プロファイル情報の編集 (プロファイル情報の管理 を参照) 

これらのロールが持つ権限は製品によって異なります。製品ごとの詳細については、ユーザーの追加 を参照して

ください。 
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アプリ プロファイルの管理 

アプリ プロファイルは AvePoint Online Services 機能に必要なアプリを生成します。AvePoint Online S

ervices には以下のアプリがあります。 

 AvePoint Online Services Administration – AvePoint Online Services を 

Office 365 または Salesforce に接続するアプリです。  

 AOS Administration – AvePoint Online Services を Yammer に接続するアプ

リです。 

 AvePoint Online Services Administration for Azure – AvePoint Online 

Services を Microsoft Azure AD に接続するアプリです。 

以下の場合にアプリ プロファイルが必要です。 

 Office 365 用のアプリ プロファイル:  

o Office 365 ユーザー / グループを AvePoint Online Services ユーザーとして

追加し、シングル サインオンを有効にする場合  

o 所属する組織が Office 365 で多要素認証 (MFA) を使用し、AvePoint Onli

ne Services で動的オブジェクト登録プロファイルを作成する際に アプリ プロファイ

ルを使用する を認証方法として選択する場合 

o DocAve Online でコンテナーの作成機能を使用し、所属する組織が Office 36

5 で多要素認証を使用する場合 

 Salesforce 用のアプリ プロファイル:  

o Salesforce ユーザーを AvePoint Online Services ユーザーとして追加し、シン

グル サインオンを有効にする場合 

o DocAve Backup for Salesforce ® を使用して Salesforce データをバックアッ

プ･リストアする場合 

 Yammer 用のアプリ プロファイル:  

o Governance Automation Online と Yammer の統合を有効にする場合 

o Compliance Guardian Online を使用して Yammer をスキャンする場合 

 Microsoft Azure AD 用のアプリ プロファイル:  
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o DocAve Online 内のアイデンティティ マネージャー モジュールを使用する場合 

o Governance Automation Online で Office 365 グループおよびユーザーを管

理する場合(例: ユーザーの作成サービス) 

 Salesforce Sandbox 用のアプリ プロファイル: DocAve Backup for Salesforce ® を

使用して Salesforce Sandbox データをバックアップ･リストアする場合 

製品を接続 ウィンドウ内の構成を完了する場合、Office 365 または Salesforce 用のアプリ プロファイルは

自動的に生成されます。 

テナント所有者およびサービス管理者は、管理 > アプリ管理 の順に移動し、アプリ管理 にアクセスすることが

できます。ここでは、アプリ プロファイルの作成、表示、検索、再承認、削除を実行することができます。 

アプリ プロファイルの作成 

Office 365、Salesforce、Yammer、Microsoft Azure AD、Salesforce Sandbox 用のアプリ プロフ

ァイルを作成するには、以下の説明を参照してください。 

Office 365 用アプリ プロファイルの作成 

Office 365 用のアプリ プロファイル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。 

 アプリ管理 ページで [作成] をクリックします。  

 表示されるポップアップ ウィンドウで Office 365 を選択します。 

 アプリ プロファイルに付与する権限 – 次のオプションのいずれかを選択し、作成するアプリ プロファイル

に権限を付与します。 

 すべての権限 – アプリ プロファイルに Office 365 のすべての権限を付与します。  

 SharePoint Online 権限 – アプリ プロファイルに SharePoint Online 権限を付与し

ます。 

 Exchange Online 権限 – アプリ プロファイルに Exchange Online 権限を付与しま

す。 

*注意: 選択する権限は動的オブジェクト登録プロファイルによって登録できるオブジェクトのタイプを指

定します。詳細については 付録 C: 動的オブジェクト登録で対応するオブジェクト を参照してくださ

い。 
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 Office 365 用のアプリ プロファイルを作成するには、SharePoint Online ライセンスを持つ Office 

365 全体管理者アカウントが必要です。  

*注意: お使いのテナントが DocAve Online の Exchange Online バックアップ & リストアを使用

しているか、使用する必要がある場合、または AvePoint Cloud Backup を使用して Exchange 

Online メールボックス・ Office 365 グループをバックアップする必要がある場合、アカウントは Excha

nge Online のライセンスを持つ必要があります。 

以下の選択肢から選択します。 

 現在のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントを使用してアプリ プロファイルを作

成します。 

 このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

 AvePoint Online Services Administration for Office 365 ページ

で、AvePoint Online Services に必要な権限を確認し、[承諾] をクリックして

続行します。 

 サインアウトして、別のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントをサインアウトし、

別のアカウントで AvePoint Online Services にサインインして、アプリ プロファイルを作成し

ます。 

 このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

 Office 365 の サインイン ページで、Office 365 全体管理者アカウントのログイン 

ID およびパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。 

*注意: このアカウントが既存の AvePoint Online Services テナントに存在しな

い場合、アカウントは AvePoint Online Services のサービス管理者として追加さ

れます。 

 AvePoint Online Services Administration for Office 365 ページ

で、AvePoint Online Services に必要な権限を確認し、[承諾] をクリックして

続行します。 

アプリ管理 ページが表示され、アプリ プロファイルが作成されます。 
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Yammer 用アプリ プロファイルの作成 

Yammer 用のアプリ プロファイル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。 

 アプリ管理 ページで [作成] をクリックします。 

 ポップアップ ウィンドウで Yammer を選択して [OK] をクリックします。 

 Yammer ログイン ページで、認証管理者の権限を持つアカウントのメール アドレスおよびパスワードを

入力します。 

 [許可] をクリックして続行します。 

アプリ管理 ページが表示され、アプリ プロファイルが作成されます。 

*注意: Yammer 組織ごとに持つことのできる Yammer アプリ プロファイルは 1 件のみです。 

Microsoft Azure AD 用アプリ プロファイルの作成 

Microsoft Azure AD 用のアプリ プロファイル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。 

 アプリ管理 ページで [作成] をクリックします。 

 ポップアップ ウィンドウで Microsoft Azure AD を選択します。 

 Microsoft Azure AD 用のアプリ プロファイルを作成するには、Office 365 全体管理者アカウント

が必要です。 

*注意: このアカウントに対するライセンス要件はありません。 

以下の選択肢から選択します。 

 現在のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントを使用してアプリ プロファイルを作

成します。 

 このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

 AvePoint Online Services Administration for Azure ページで、Ave

Point Online Services に必要な権限を確認し、[承諾] をクリックして続行しま

す。 
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 サインアウトして、別のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントをサインアウトし、

別のアカウントで AvePoint Online Services にサインインして、アプリ プロファイルを作成し

ます。 

 このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

 Office 365 の サインイン ページで、Office 365 全体管理者アカウントのログイン 

ID およびパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。 

 AvePoint Online Services Administration for Azure ページで、Ave

Point Online Services に必要な権限を確認し、[承諾] をクリックして続行しま

す。 

アプリ管理 ページが表示され、アプリ プロファイルが作成されます。 

Salesforce 用アプリ プロファイルの作成 

Salesforce 用のアプリ プロファイル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。 

 アプリ管理 ページで [作成] をクリックします。  

 ポップアップ ウィンドウで Salesforce を選択します。 

 Salesforce 用のアプリ プロファイルを作成するには、システム管理者プロファイル、またはシステム管理

者プロファイルと同じ権限を持つ、別のプロファイルを使用する Salesforce アカウントが必要です。以

下の選択肢から選択します。 

 現在のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントを使用してアプリ プロファイルを作

成します。 

 このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

 アクセスを許可しますか? ページで、AvePoint Online Services に必要な権限

を確認し、[許可] をクリックして続行します。 

 サインアウトして、別のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントをサインアウトし、

別のアカウントで AvePoint Online Services にサインインして、アプリ プロファイルを作成し

ます。 

 このオプションを選択して [OK] をクリックします。 
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 Salesforce のログイン ページで、Salesforce アカウントのユーザ名とパスワードを

入力し、[ログイン] をクリックします。 

 アクセスを許可しますか? ページで、AvePoint Online Services に必要な権限

を確認し、[許可] をクリックして続行します。 

アプリ管理 ページが表示され、アプリ プロファイルが作成されます。 

Salesforce Sandbox 用アプリ プロファイルの作成 

Salesforce Sandbox 用のアプリ プロファイル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。 

 アプリ管理 ページで [作成] をクリックします。 

 ポップアップ ウィンドウで Salesforce Sandbox を選択して [OK] をクリックします。 

 Salesforce Sandbox 用のアプリ プロファイルを作成するには、システム管理者プロファイル、または

システム管理者プロファイルと同じ権限を持つ、別のプロファイルを使用する Salesforce Sandbox 

アカウントが必要です。 

a. Salesforce Sandbox のログイン ページで、Salesforce Sandbox アカウントのユーザ名 

およびパスワードを入力し、[Sandbox にログイン] をクリックします。 

b. アクセスを許可しますか? ページで、AvePoint Online Services に必要な権限を確認

し、[許可] をクリックして続行します。 

アプリ管理 ページが表示され、アプリ プロファイルが作成されます。 

既存のアプリ プロファイルの検索 

特定のアプリ プロファイルを検索するには、セクション右上のテキスト ボックスにキーワードを入力して、検索ボタ

ン ( ) をクリックするか、Enter キーを押します。アプリ プロファイルの表示が複数のページにわたる場合、ペー

ジ右下の ページ の隣のテキスト ボックスに整数を入力して指定のページへ移動することができます。 

AvePoint Online Services 管理アプリの再承認 

AvePoint Online Services 管理アプリはすべての Office 365、Salesforce、Salesforce Sandbox 

用アプリ プロファイルに承認される必要があります。状態が アプリ承認失効 のアプリ プロファイルは再承認され
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る必要があります。アプリの承認に使用した Office 365/Salesforce/Salesforce Sandbox アカウントを

変更する場合、アクティブ状態のアプリ プロファイルに対してアプリを再承認することもできます。 

Office 365、Salesforce、Salesforce Sandbox 用のアプリを再承認するには、以下の説明を参照してく

ださい。 

Office 365 用アプリの再承認 

Office 365 用のアプリ プロファイルに対して AvePoint Online Services 管理アプリを再承認する方法に

ついては、以下の説明を参照してください。 

 Office 365 用のアプリ プロファイルを選択して、リボン上で [アプリの再承認] をクリックします。 

 アプリの再承認 アクションを実行するには、SharePoint Online ライセンスを持つ Office 365 全

体管理者アカウントが必要です。  

*注意: お使いのテナントが DocAve Online で Exchange Online バックアップ & リストア を使

用しているか、または使用する必要がある場合、アカウントは Exchange Online のライセンスを持つ

必要があります。 

ポップアップ ウィンドウで以下の選択肢から選択します。 

 現在のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントを使用してアプリを承認します。  

i. このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

ii. AvePoint Online Services Administration for Office 365 ページ

で、AvePoint Online Services に必要な権限を確認し、[承諾] をクリックして

続行します。 

 サインアウトして、別のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントをサインアウトし、

別のアカウントで AvePoint Online Services にサインインして、アプリを承認します。  

i. このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

ii. Office 365 の サインイン ページで、Office 365 全体管理者アカウントのログイン 

ID およびパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。  
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*注意: このアカウントが既存の AvePoint Online Services テナントに存在しな

い場合、アカウントは AvePoint Online Services のサービス管理者として追加さ

れます。 

iii. AvePoint Online Services Administration for Office 365 ページ

で、AvePoint Online Services に必要な権限を確認し、[承諾] をクリックして

続行します。 

アプリ管理 ページが表示され、選択したテナント プロファイルに対して AvePoint Online Services 管理ア

プリが正常に承認されます。  

Salesforce 用アプリの再承認 

Salesforce 用のアプリ プロファイルに対して AvePoint Online Services 管理アプリを再承認する方法に

ついては、以下の説明を参照してください。 

 Salesforce 用のアプリ プロファイルを選択して、リボン上で [アプリの再承認] をクリックします。 

 アプリの再承認 アクションを実行するには、システム管理者プロファイル、またはシステム管理者プロファ

イルと同じ権限を持つ、別のプロファイルを使用する Salesforce アカウントが必要です。ポップアップ 

ウィンドウで以下の選択肢から選択します。 

 現在のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントを使用してアプリを承認します。 

 このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

 アクセスを許可しますか? ページで、AvePoint Online Services に必要な権限

を確認し、[許可] をクリックして続行します。 

 サインアウトして、別のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントをサインアウトし、

別のアカウントで AvePoint Online Services にサインインして、アプリを承認します。 

 このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

 Salesforce のログイン ページで、Salesforce アカウントのユーザ名 とパスワードを

入力し、[ログイン] をクリックします。 

 アクセスを許可しますか? ページで、AvePoint Online Services に必要な権限

を確認し、[許可] をクリックして続行します。 
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アプリ管理 ページが表示され、選択したテナント プロファイルに対して AvePoint Online Services 管理ア

プリが正常に承認されます。  

Salesforce Sandbox 用アプリの再承認 

Salesforce Sandbox 用のアプリ プロファイルに対して AvePoint Online Services 管理アプリを再承認

する方法については、以下の説明を参照してください。 

 Salesforce Sandbox 用のアプリ プロファイルを選択して、リボン上で [アプリの再承認] をクリックし

ます。 

 アプリの再承認 アクションを実行するには、システム管理者プロファイル、またはシステム管理者プロファ

イルと同じ権限を持つ、別のプロファイルを使用する Salesforce Sandbox アカウントが必要です。  

a. Salesforce Sandbox のログイン ページで、Salesforce Sandbox アカウントのユーザ名

およびパスワードを入力し、[Sandbox にログイン] をクリックします。  

b. アクセスを許可しますか? ページで、AvePoint Online Services に必要な権限を確認

し、[許可] をクリックして続行します。 

アプリ管理 ページが表示され、選択したテナント プロファイルに対して AvePoint Online Services 管理ア

プリが正常に承認されます。  

AOS 管理アプリの再承認 

AOS 管理アプリは Yammer 用のアプリ プロファイルに承認される必要があります。状態が アプリ承認失効 

のアプリ プロファイルは再承認する必要があります。アプリの承認に使用した Yammer アカウントを変更する

場合、アクティブ状態のアプリ プロファイルに対してアプリを再承認することもできます。 

アプリを再承認する方法については、以下の説明を参照してください。 

 Yammer 用のアプリ プロファイルを選択して、リボン上で [アプリの再承認] をクリックします。 

 アプリの再承認 アクションを実行するには、認証管理者の権限を持つ Yammer アカウントが必要

です。Yammer ログイン ページで、メール アドレスおよびパスワードを入力します。 

 [ログイン] をクリックします。 
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アプリ管理 ページが表示され、選択したテナント プロファイルに対して、AvePoint Online Services のため

に登録したアプリが正常に承認されます。 

AvePoint Online Services Administration for Azure 

アプリの再承認 

AvePoint Online Services Administration for Azure アプリは Microsoft Azure AD 用のア

プリ プロファイルに承認される必要があります。状態が アプリ承認失効 のアプリ プロファイルは再承認する必要

があります。アプリの承認に使用した Office 365 アカウントを変更する場合、アクティブ状態のアプリ プロファイ

ルに対してアプリを再承認することもできます。 

アプリを再承認するには、以下の手順に従ってください。 

 Microsoft Azure AD 用のアプリ プロファイルを選択して、リボン上で [アプリの再承認] をクリックし

ます。 

 アプリの再承認 アクションを実行するには、Office 365 全体管理者アカウントが必要です。  

*注意: このアカウントに対するライセンス要件はありません。 

ポップアップ ウィンドウで以下の選択肢から選択します。 

 現在のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントを使用してアプリを承認します。 

 このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

 AvePoint Online Services Administration for Azure ページで、Ave

Point Online Services に必要な権限を確認し、[承諾] をクリックして続行しま

す。 

 サインアウトして、別のアカウントを使用する - 現在のサインイン アカウントをサインアウトし、

別のアカウントで AvePoint Online Services にサインインして、アプリを承認します。 

 このオプションを選択して [OK] をクリックします。 

 Office 365 の サインイン ページで、Office 365 全体管理者アカウントのログイン 

ID およびパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。 
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 AvePoint Online Services Administration for Azure ページで、Ave

Point Online Services に必要な権限を確認し、[承諾] をクリックして続行しま

す。 

アプリ管理 ページが表示され、選択したテナント プロファイルに対して、AvePoint Online Services Admi

nistration for Azure アプリが正常に承認されます。 

Office 365 のアプリ プロファイルでの管理センター URL の編集 

Office 365 のアプリ プロファイルには、お使いのテナントの SharePoint Online 管理センター URL が取得

され、保存されます。お使いのテナントの管理センター URL が変更された場合、アプリ プロファイルで管理セン

ター URL を編集することができます。 

管理センター URL を編集する方法については、以下の説明を参照してください。 

 アプリ プロファイルの名前をクリックします。 

 現在の管理センター URL の横にある [編集] をクリックします。 

 テキスト ボックス内のドメイン名を変更します。 

 [保存] をクリックして変更を保存します。 

アプリ プロファイルの削除 

アプリ プロファイルを削除するには、プロファイル名の隣にあるチェックボックスを選択して、リボン上で [削除] をク

リックします。 

Office 365 ユーザー / グループまたは Salesforce ユーザーの追加のため、アプリ プロファイルが ユーザー管

理 で適用中であり、かつ同一テナント内のユーザーが AvePoint Online Services に存在する場合、この

プロファイルは削除できません。 
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AvePoint Online Services ユーザーの管理  

AvePoint Online Services ユーザーを管理するには、管理 > ユーザー管理 へ移動します。テナント所有

者、サービス管理者、アプリケーション管理者は、ユーザー管理 ページで以下の 2 種類のビューを活用して A

vePoint Online Services 内のユーザーおよび権限を管理することができます。 

 ユーザー ベース ビュー – ユーザー ID ごとにすべての AvePoint Online Services ユーザ

ーを表示します。このビューではユーザー ID、ユーザー ID のロール、使用可能な製品、サイ

ンインの方法、状態などの情報を確認することができます。 

 製品ベース ビュー - 製品名ごとにすべての AvePoint Online Services ユーザーおよびユ

ーザー ID の状態を表示します。 

*注意: 製品ベース ビューには、テナント ユーザーおよびテナント ユーザーがアクセス可能な製

品のみが表示されます。 

ユーザー ベース ビュー または 製品ベース ビュー のいずれかをクリックすると、該当するビュー タイプが表示さ

れます。テナント所有者およびサービス管理者は以下のアクションを実行することができます。 

 ユーザーの追加 

 既存のユーザーの検索 

 ユーザー権限の編集 

 複数のユーザーの権限の編集 

 ユーザー アカウントの非アクティブ化 

 ユーザー アカウントのアクティブ化 

 ユーザー アカウントのロック解除 

 ユーザーの削除 

*注意: ログイン中のユーザー (テナント所有者・サービス管理者) は、自分のアカウントの編集･非アクティブ

化･削除を実行することはできません。 

アプリケーション管理者は以下のアクションを実行することができます。  

 ユーザーの追加 
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*注意: アプリケーション管理者は、テナント ユーザーの追加および自分がアプリケーション管理

者となっている製品の割り当てのみを実行することができます。 

 既存のユーザーの検索 

 ユーザー権限の編集 / 複数のユーザーの権限の編集 

*注意: アプリケーション管理者は、テナント ユーザーの使用可能な製品のみを変更することが

でき、かつ自分がアプリケーション管理者となっている製品のみを選択することができます。 

*注意: ログイン中のユーザー (アプリケーション管理者) は、自分のアカウントを編集することはできません。 

ユーザーの追加 

AvePoint Online Services およびその他オンライン製品にユーザーを追加し、ユーザー権限を付与する方

法については、以下の説明を参照してください。  

 ユーザー ベース ビュー タブが選択された状態で、[ユーザーの追加] をクリックします。 

 ユーザーの追加 ページで、以下の設定を構成します。 

a. サインインの方法 – ドロップダウン リストからサインインの方法を選択します。 

o ローカル ユーザー - ローカル システムによりユーザー資格情報を確認します。 

o Office 365 ユーザー / グループ - Office 365 ユーザーおよびグループが Ave

Point Online Services ユーザーになります。これらのユーザーは、Office 365 ロ

グイン ID を使用して AvePoint Online Services にログインすることができます。  

o Salesforce ユーザー – Salesforce ユーザーが AvePoint Online Services 

ユーザーになります。これらのユーザーは、Salesforce ログイン ID を使用して Ave

Point Online Services にログインすることができます。 

b. アプリ プロファイル - このオプションは、Office 365 ユーザー / グループ または Salesfo

rce ユーザー がサインインの方法として選択された場合にのみ、表示されます。Office 365 

ユーザー / グループまたは Salesforce ユーザーを追加・検証するには、アプリ プロファイルが

必要です。構成済みアプリ プロファイルを選択するか、[アプリ プロファイルの新規作成] をク

リックします。詳細については、Office 365 用アプリ プロファイル を参照してください。 

c. ユーザーの追加 - AvePoint Online Services に追加するユーザーを入力します。 
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o ローカル ユーザー の場合、someone@example.com の形式で有効なメー

ル アドレスを入力します。 

o Office 365 ユーザー / グループ または Salesforce ユーザー の場合、som

eone@example.com の形式でユーザーの Office 365/Salesforce ログイ

ン ID を入力するか、Office 365 グループ名を入力し、確認ボタン ( ) をクリック

してユーザー・グループが有効であるかどうかを確認します。 

参照ボタン ( ) をクリックし、選択したプロファイル内のユーザー･グループを表示して

希望のユーザー･グループを選択することも可能です。  

 特定のユーザーを検索するには、ユーザーの Office 365/Salesforce ログ

イン ID、姓、名のキーワードを入力します。 

 特定の Office 365 グループを検索するには、グループの表示名のキーワー

ドを入力します。 

入力の完了後、検索ボタン ( ) をクリックします。 

なお、以下の点に注意してください。  

 Office 365 グループを追加すると、グループ内のユーザーが AvePoint O

nline Services ユーザーになります。Office 365 グループに入れ子グルー

プが存在する場合、上位 5 階層までのユーザーが追加されます。 

 Office 365 ユーザー / グループ をサインインの方法として選択した場

合、Everyone を入力または選択することができます。Everyone とは、

お使いの Office 365 テナント Azure AD 内のすべての使用可能なユー

ザー (外部ユーザーを除く) です。Everyone を AvePoint Online Seri

vices ユーザーとして追加した場合、すべての使用可能なユーザーが AveP

oint Online Serives にサインインし、割り当てられたロールを使用して、使

用可能な製品に対して、該当するアクションを実行することができます。 

 Office 365 ユーザー / グループ をサインインの方法として選択した場

合、外部ユーザーを追加することができます。以下の場合に、外部ユーザー

を追加し、Governance Automation Online をそのユーザーに割り当

てる必要があります。 

お使いの SharePoint Online サイト コレクションまたはサイトが外部ユー

ザーに共有された場合  
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共有されたサイト コレクションまたはサイトに Governance Automation 

Online アプリ パーツが含まれる場合 

*注意: ここで追加した外部ユーザーは、共有されたサイト コレクションまたは

サイトにアクセスする際にアプリ パーツを表示することができますが、AvePoin

t Online Services にログインすることはできません。 

d. ロール - ユーザー ロールを選択します。テナント ユーザー を選択する場合は、次の手順へ

移動します。サービス管理者 を選択する場合は、手順 3 へ移動します。  

e. 使用可能な製品 - ユーザーがアクセスすることのできる製品、およびユーザーの権限を選択し

ます。選択可能な製品はお使いのライセンスによって異なります。ライセンスの有効期限が切

れている製品は選択できません。  

製品 ユーザー タイプ 

DocAve Online 

(AvePoint Cloud Management、Av

ePoint Cloud Archiving、Classic Do

cAve Backup サービスを含む) 

標準ユーザー 

標準ユーザーに SharePoint Online サイ

ト コレクションおよび DocAve Online 管

理ツールへのアクセス権限を付与することが

できます。 

アプリケーション管理者 

アプリケーション管理者はパワー ユーザーとし

て機能します。パワー ユーザーとは、DocAv

e Online 管理ツール、プロファイル設定、プ

ラン設定に対するフル コントロール権限を持

つユーザーです。  

Governance Automation Online 標準ユーザー 

標準ユーザーはビジネス ユーザーとして機能

します。ビジネス ユーザーとは、サービス要求

の送信・追跡、割り当てられたタスクの承

認・却下、所有しているサイト コレクションの

管理を実行できるユーザーです。 

アプリケーション管理者 

アプリケーション管理者は IT 管理者として

機能します。IT 管理者とは、サービス要求

定義の作成・更新、Governance Auto
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製品 ユーザー タイプ 

mation Online 設定の管理を実行できる

ユーザーです。 

AvePoint Cloud Backup 

 

標準ユーザー 

標準ユーザーはバックアップ & リストア設定

の構成、バックアップ & リストアの実行、アク

ティビティ レポートの表示などを実行すること

ができます。 

アプリケーション管理者 

標準ユーザーの実行可能な操作に加え、ア

プリケーション管理者はテナント ユーザーの

追加、テナント ユーザーへの AvePoint Cl

oud Backup の割り当てを実行することも

できます。 

Compliance Guardian Online 標準ユーザー 

標準ユーザーは Compliance Guardian 

Online を使用する権限を持ちますが、Co

mpliance Guardian Online ライセンス

の延長、あるいはアカウント マネージャーおよ

びテスト パッケージ マネージャーの使用はで

きません。 

アプリケーション管理者 

アプリケーション管理者はパワー ユーザーとし

て機能します。パワー ユーザーは、Compli

ance Guardian Online の使用に対する

フル コントロール権限を持つユーザーであり、

Compliance Guardian Online で使用

可能な機能をすべて実行することができま

す。 

どきゅなび Online アプリケーション管理者 

アプリケーション管理者はどきゅなび Online 

管理サービスの接続を管理し、スケジュール 

ジョブ アカウントを構成することができます。 

DocAve Backup for Salesforce ® 標準ユーザー 
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製品 ユーザー タイプ 

標準ユーザーは管理者によって DocAve B

ackup for Salesforce ® 内のユーザー 

グループに追加され、ユーザー グループに付

与した権限に従って指定の機能を使用する

必要があります。 

アプリケーション管理者 

アプリケーション管理者は管理者として機能

します。管理者は、バックアップ / リストア ジ

ョブ、CSV 形式でのバックアップ データのエク

スポート、レポートのダウンロード、DocAve 

Backup for Salesforce ® 設定の管理

を実行することができます。 

AvePoint Cloud Insights アプリケーション管理者 

アプリケーション管理者は SharePoint On

line 環境内のすべてのサイト コレクションに

ついての統計を表示することができます。 

標準ユーザー 

標準ユーザーは自分が管理者もしくはサイト

所有者ロールを持っているサイト コレクション

についての統計のみを表示することができま

す。 

AvePoint Permissions Manager 

 

標準ユーザー 

標準ユーザーは権限を持っている範囲内の

オブジェクトのみを表示・編集することができ

ます。 

アプリケーション管理者 

アプリケーション管理者はライセンス・ユーザ

ー・選択範囲の権限の管理、カスタム設定

の構成、レポートの生成を実行することがで

きます。 

AvePoint Perimeter Online 

 

標準ユーザー 

標準ユーザーは AvePoint Perimeter O

nline ポータルで、外部ユーザーに対する権

限の割り当て、共有されたアイテムの 共有
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製品 ユーザー タイプ 

の詳細 の表示、個人用ダッシュボードの表

示および 共有者 / コラボレータ ビュー 内

のすべてのレポートのエクスポート、共有した

ファイル ページ内のコンテンツの表示を実行

することができます。 

アプリケーション管理者 

アプリケーション管理者は、AvePoint Peri

meter Online の使用に対するフル コント

ロール権限を持つユーザーであり、AvePoin

t Perimeter Online で使用可能な機能

をすべて利用することができます。 

 

 使用可能な製品 フィールドで AvePoint Cloud Insights を選択すると、使用可能なレポート 

フィールドが表示されます。使用可能なレポートを 1 件または複数選択します。 

 [保存] をクリックすると構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると構成をキャンセルします。 

 ローカル ユーザー に対して招待メールが送信されます。メールを受信したユーザーは、メール内のリンク

をクリックしてユーザー ID をアクティブ化したのち、招待メール内のユーザー ID とパスワードを使用して 

AvePoint Online Services にログインします。 

既存のユーザーの検索 

指定のユーザーを検索するには、セクション右上のテキスト ボックスに名前を入力して、検索ボタン ( ) をクリ

ックするか、Enter キーを押します。ユーザーの表示が複数ページにわたる場合、画面右下の ページ の隣の

テキスト ボックスに整数を入力することで指定のページへ移動することができます。 

ユーザー権限の編集 

ユーザーの権限を編集する方法については、以下の説明を参照してください。 

 ユーザー ベース ビュー タブが選択された状態で、ユーザーを選択してからリボン上で [編集] をクリッ

クします。 
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 ユーザーの編集 ページに、選択したユーザーのユーザー ID が表示されます。ユーザーの権限を編集

するには次の設定を構成します。 

a. ロール – テナント ユーザー または サービス管理者 ロールを選択します。 

b. テナント ユーザー を選択すると、使用可能な製品を選択することができます。使用可能な製

品の選択方法については、使用可能な製品 を参照してください。 

c. 状態 – 選択したユーザーの状態を アクティブ または 非アクティブ から選択します。 

 [保存] をクリックすると変更を保存します。[キャンセル] をクリックすると変更をキャンセルします。 

複数のユーザーの権限の編集 

複数のユーザーの権限を編集する方法については、以下の説明を参照してください。 

 ユーザー ベース ビュー タブが選択された状態で、複数のユーザーを選択してからリボン上で [編集] 

をクリックします。 

 ユーザーの編集 ページには、選択したユーザーのユーザー ID が表示されます。ユーザーの権限を編

集する場合、以下の設定を構成します。 

a. ロール – テナント ユーザー または サービス管理者 ロールを選択します。 

b. テナント ユーザー を選択すると、以下の設定を構成することができます。 

o 使用可能な製品 – これらのユーザーが使用可能な製品を選択します。使用可能

な製品の選択方法については、使用可能な製品 を参照してください。 

o ライセンス変更ロジック – 使用可能な製品のライセンスを変更するロジックを選択し

ます。 

 マージする – ユーザーに対して新たに選択した使用可能な製品を、既存の

使用可能な製品にマージします。ユーザーが既にアクセス権を持っている製

品についてはすべて保持されます。 

 置き換える – ユーザーに対して新たに選択した使用可能な製品は、既存

の使用可能な製品を置き換えます。ここで選択されていない、ユーザーに割

り当て済みの製品はすべて削除されます。 

c. 状態 – 選択したユーザーの状態を アクティブ または 非アクティブ から選択します。 
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 [保存] をクリックすると変更を保存します。[キャンセル] をクリックすると変更をキャンセルします。 

ユーザー アカウントの非アクティブ化 

ユーザーを非アクティブ化するには、ユーザー管理 > ユーザー ベース ビュー へ移動します。非アクティブ化す

るユーザーを選択して、リボン上で [非アクティブ化] をクリックします。非アクティブとなったユーザーは、システム

からは削除されませんが、システムへのアクセスが制限されます。 

*注意: AvePoint Online Services に登録した際に使用したユーザーが非アクティブにされると、テナント所

有者ロールは、テナント所有者を非アクティブ化したサービス管理者に付与されます。非アクティブなテナント所

有者のアカウントを再度アクティブ化すると、ユーザーはサービス管理者ロールとなります。 

ユーザー アカウントのアクティブ化 

ユーザーをアクティブ化するには、ユーザー管理 > ユーザー ベース ビュー へ移動します。アクティブ化するユー

ザーを選択して、リボン上で [アクティブ化] をクリックします。 

ユーザー アカウントのロック解除 

パスワードの入力を 3 回以上間違えると、ユーザー アカウントがロックされてしまいます。サービス管理者はユー

ザーのロックを解除することができます。 

ロックされたユーザー アカウントのロック状態を解除するには、ユーザー管理 > ユーザー ベース ビュー へ移動

します。ロック済み状態のユーザーを選択して、リボン上で [ロック解除] をクリックします。 

*注意: サービス管理者でロックされたユーザー アカウントのロック状態を解除しない場合でも、ロックされたアカウ

ントは 1 時間後に自動的に解除され、ユーザーは再度ログインすることができるようになります。  

ユーザーの削除 

ユーザーを削除するには、ユーザー管理 > ユーザー ベース ビュー へ移動します。削除するユーザーを選択し

て、リボン上で [削除] をクリックします。これにより、ユーザーのプロファイルおよびシステム情報がすべて削除さ

れます。 
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Office 365 サービス アカウント プロファイルの管理 

Office 365 サービス アカウント プロファイルは AvePoint Online Serivices 動的オブジェクト登録プロファ

イルおよび DocAve Online コンテナーの作成機能に必要です。 

テナント所有者およびサービス管理者が、管理 > Office 365 サービス アカウント の順に移動し、Office 

365 サービス アカウント プロファイルを管理することができます。このメニューから以下のアクションを実行すること

ができます。 

 サービス アカウント プロファイルの作成 

 既存のサービス アカウント プロファイルの検索 

 サービス アカウント プロファイルの編集 

 サービス アカウント プロファイルの削除 

サービス アカウント プロファイルの作成 

サービス アカウント 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、サービス アカウント プロファイ

ルの作成 ページで以下の設定を構成します。 

 プロファイル名 - サービス アカウント プロファイルの名前を入力します。 

 説明 - 必要に応じて説明を入力します。 

 MFA の有効化 - 所属する組織が Office 365 で多要素認証を使用する場合、所属する組織が

多要素認証を使用している チェックボックスを選択します。 

 ユーザー名 – Office 365 全体管理者アカウント、SharePoint Online 管理者アカウント、Exch

ange Online 管理者アカウントのいずれかのログイン ID を入力します。 

 パスワード - お使いの Office 365 テナントに MFA が有効になっていない場合、上記のアカウントの

ログイン パスワードを入力します。MFA が有効になっている場合、上記のアカウントのアプリ パスワード

を入力します。アプリ パスワードの詳細については、https://azure.microsoft.com/ja-jp/docu

mentation/articles/multi-factor-authentication-end-user-app-passwords/ の Micr

osoft 技術記事を参照してください。 

 [検証テスト] をクリックして上記の情報を検証します。ユーザー ロールは、ユーザー ロール フィールド

に自動的に表示されます。 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/multi-factor-authentication-end-user-app-passwords/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/multi-factor-authentication-end-user-app-passwords/


 51 

 
AvePoint Online Services 

 

 

 SharePoint Online 管理センター URL – 所属する組織が Office 365 で既定の SharePoi

nt Online 管理センター URL を使用している場合、所属する組織が既定の SharePoint Onli

ne 管理センター URL オプションを選択すると、管理センター URL が表示されます。所属する組織

が Office 365 でカスタム SharePoint Online 管理センター URL を使用している場合、所属す

る組織がカスタム SharePoint Online 管理センター URL を使用している オプションを選択

し、テキスト ボックスに管理センター URL を入力します。 

*注意: 所属する組織が多要素認証を使用している チェックボックスを選択する場合、テキスト ボック

スに SharePoint Online 管理センター URL を手動で入力する必要があります。 

 メール通知の有効化 – アカウントが Office 365 への接続に失敗した場合、サービス管理者に

メール通知を送信する かどうかを選択します。構成済みアカウントが Office 365 から削除された場

合、またはアカウントのパスワードが変更された場合、接続失敗が発生します。接続失敗が引き続き

発生する場合、メール通知は毎日送信されます。   

 [保存] をクリックして構成を保存するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずに Office 365 

サービス アカウント ページに戻ります。 

既存のサービス アカウント プロファイルの検索 

特定のサービス アカウント プロファイルを検索するには、セクション右上のテキスト ボックスにプロファイル名のキー

ワードを入力して、検索ボタン ( ) をクリックするか、Enter キーを押します。 

サービス アカウント プロファイルの編集 

サービス アカウント プロファイルを編集するには、プロファイルを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。  

編集できるフィールドは説明、MFA の有効化、ユーザー名、パスワード です。 

サービス アカウント プロファイルの削除 

サービス アカウント プロファイルを削除するには、プロファイルを選択し、リボン上で [削除] をクリックします。確

認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして削除を確認します。 
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アカウント プールの管理 

アカウント プールには、複数の Office 365 アカウントが含まれます。SharePoint Online サイト コレクション

および OneDrive for Business を登録する場合、AvePoint Online Services はこれらの Office 365 

アカウントにサイト コレクション管理者権限を付与します。これらのアカウントの資格情報を使用して、AvePoin

t Cloud Backup は大量のデータを同時に管理することができます。 

AvePoint Online Services でアカウント プールを構築するには、先に Office 365 でグループを作成する

必要があります。グループ タイプとして、Office 365 グループ、メールが有効なセキュリティ グループ、セキュリテ

ィ グループが使用可能です。このグループには一定のユーザーが含まれる必要があります。Office 365 のライ

センスなしのユーザーを含めることができます。 

Office 365 サービス アカウント ページに移動して、リボン上で [アカウント プールの管理] をクリックしま

す。アカウント プールの管理 ページで、以下の設定を構成します。 

 テナントの選択 - ドロップダウン リストからテナントを選択します。テナントは構成済みのアプリ プロファイ

ルまたは Office 365 サービス アカウント プロファイルから取得されます。  

*注意: テナントを追加する場合、[Office 365 サービス アカウント] または [アプリ管理] リンクを

クリックして、該当のページへ移動し、新しいプロファイルを作成します。ここでテナントを取得することが

できます。 

 グループ – 用意したグループの名前を入力します。グループ メンバーは グループ ユーザー フィールド

に表示されます。  

なお、以下の点に注意してください。 

 ユーザーのアカウントがサービス アカウント プロファイルに存在する場合は、パスワードが自動的

にテキスト ボックスに入力されます。存在しない場合は、パスワードを手動で入力する必要が

あります。 

 Office 365 で多要素認証が有効になっているユーザー アカウントに対しては、オンにするボ

タン ( ) をクリックして MFA を有効化し、このアカウントのアプリ パスワードを入力します。 

 カスタム SharePoint Online 管理センター URL – アカウントに対して MFA を有効にした場

合、お使いの SharePoint Online 管理センター URL をテキスト ボックスに入力する必要がありま

す。 
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 メール通知の有効化 – グループ ユーザーが削除された際、またはユーザーのパスワードが変更さ

れた際にサービス管理者にメール通知を送信する かどうかを選択します。 

 [保存] をクリックして構成を保存するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずに Office 365 

サービス アカウント ページに戻ります。[リセット] をクリックすると、選択したテナントのアカウント プール

をクリアすることもできます。 

*注意: テナントのアカウント プールが保存されると、アカウント プールは次回の動的オブジェクト登録ス

キャン ジョブに反映されます。 
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暗号化プロファイルの管理  

暗号化プロファイルでは、Azure Key Vault を使用してバックアップ データおよびテナントの機密情報 (Offic

e 365 ユーザー名およびパスワードなど) を暗号化することができます。 

テナント所有者およびサービス管理者は、管理 > 暗号化管理 の順に移動し、暗号化プロファイルを管理する

ことができます。このメニューから以下のアクションを実行することができます。 

 暗号化プロファイルの作成 

 暗号化プロファイルの適用 

 既存の暗号化プロファイルの検索 

 暗号化プロファイルの編集 

 暗号化プロファイルの削除 

*注意: 既定の暗号化プロファイルが提供されています。お使いのテナントが 2016 年 10 月 16 日以降に 

AvePoint Online Services に登録した場合、既定の暗号化プロファイルは自動適用されます。カスタム暗

号化プロファイルを作成して適用することもできます。お使いのテナントが 2016 年 10 月 16 日以前に Ave

Point Online Services に登録した場合、既定の暗号化プロファイルは自動適用されません。既定の暗号

化プロファイルを適用するか、カスタム暗号化プロファイルを作成して適用するかを選択することができます。 

準備 

暗号化プロファイルに対して、Key Vault のいくつかのプロパティが必要です。暗号化プロファイルを作成する前

に、Azure Key Vault で Key Vault を先に作成します。詳細については、Microsoft Azure Key Vault 

ドキュメント を参照してください。Key Vault に対する事前チェックを実行します。 

 https://portal.azure.com にログインします。  

 画面左側の [すべてのリソース] をクリックします。 

 Key Vault をクリックして、画面中部の [アクセス ポリシー] をクリックします。 

 リソース グループをクリックして、[キーのアクセス許可] をクリックします。 

 キーのアクセス許可 画面で、取得、暗号化、暗号化解除 のうち、1 件以上の操作が選択されてい

ることを確認します。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/key-vault/key-vault-get-started
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/key-vault/key-vault-get-started
https://portal.azure.com/


 55 

 
AvePoint Online Services 

 

 

 Key Vault 設定の画面に移動して、[キー] をクリックします。 

 キーをクリックして、キーのバージョンをクリックします。 

 許可された操作 セクションで、せめて 暗号化 と 暗号化解除 が選択されていることを確認します。 

 プロパティ セクションに存在するキー識別子をコピーします。AvePoint Online Services で暗号化

プロファイルを作成する際に、このキー識別子を提供する必要があります。 

また、キーが間違って削除されることを防ぐため、キーのバックアップを推奨します。AvePoint Online Service

s でキーが暗号化プロファイルに適用され、データの暗号化が実行された場合、キーがバックアップなしで削除さ

れると、暗号化済みのデータが破損され、AvePoint Online Services がスムーズに作動しなくなります。 

暗号化プロファイルの作成 

暗号化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、暗号化プロファイルの作成 ページで以下

の設定を構成します。 

 プロファイル名 - 暗号化プロファイルの名前を入力します。 

 説明 - 必要に応じて説明を入力します。 

 キー識別子 - Key Vault のキー識別子を入力します。 

 クライアント ID - Key Vault のクライアント ID を入力します。 

 クライアント シークレット - Key Vault のクライアント シークレットを入力します。 

 [検証テスト] をクリックして、Key Vault 情報を検証します。 

 [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、構成を保存せずに 暗号化

管理 ページに戻ります。 

暗号化プロファイルの適用 

暗号化プロファイルの Key Vault をバックアップ データおよびテナントの機密情報の暗号化に適用するには、

暗号化プロファイルを選択し、リボン上で [適用] をクリックします。確認のポップアップ ウィンドウが表示されま

す。[OK] をクリックして、暗号化プロファイルを適用します。使用中 ラベルはプロファイル名の隣に表示されま

す。 
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既存の暗号化プロファイルの検索 

特定の暗号化プロファイルを検索するには、セクション右上のテキスト ボックスにプロファイル名のキーワードを入

力して、検索ボタン ( ) をクリックするか、Enter キーを押します。 

暗号化プロファイルの編集 

暗号化プロファイルを編集するには、プロファイルを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。プロファイルの

編集 ページで プロファイル名 および 説明 を編集することができます。 

*注意: 既定の暗号化プロファイル および使用中の暗号化プロファイルは編集できません。 

暗号化プロファイルの削除 

暗号化プロファイルを削除するには、プロファイルを選択し、リボン上で [削除] をクリックします。確認のポップア

ップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして削除を確認します。 
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動的オブジェクト登録の管理 

動的オブジェクト登録機能を使用すると、お使いの Office 365 環境内の以下のオブジェクトは自動的に登

録されます。 

 SharePoint Online サイト コレクション 

 OneDrive for Business 

 Exchange Online メールボックス 

 Office 365 グループ (グループ チーム サイトおよびグループ メールボックスを含む) 

検出されたオブジェクトは DocAve Online および Governance Automation Online 環境に表示され

ます。AvePoint Online Services では上記のオブジェクトの更新、作成、削除が自動的に監視されます。

競合しているコンテナーおよび削除済みオブジェクトに対しては、DocAve Online で構成された 動的オブジェ

クト登録設定 に従って処理します。 

テナント所有者およびサービス管理者は、画面左側の [動的オブジェクト登録] をクリックして動的オブジェクト

登録を使用することができます。 

お使いのテナントは登録ウィザード経由で動的オブジェクト登録を有効化した場合、動的オブジェクト登録 ペ

ージで以下のアクションを実行することができます。  

*注意: お使いのテナントが初めて動的オブジェクト登録を使用する場合、登録プロファイルを先に作成する必

要があります。詳細については、動的オブジェクト登録プロファイルの作成 を参照してください。 

 動的オブジェクト登録プロファイルの編集 

 動的オブジェクト登録プロファイルの削除 

 スキャン履歴の表示 

 動的オブジェクト登録設定の表示 

 ルールの管理 
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動的オブジェクト登録プロファイルの作成 

動的オブジェクト登録プロファイルを作成するには、リボン上で [作成] をクリックして、以下の設定を構成しま

す。 

 登録プロファイル名 – プロファイルの名前を入力します。 

 説明 – 必要に応じて説明を入力します。 

 認証方法 - 以下のシナリオに従って認証方法を選択します。 

 Exchange Online メールボックス / Office 365 グループ メールボックスを登録し、DocAv

e Online でバックアップする場合、サービス アカウント プロファイルを使用する または アプ

リ プロファイルを使用する を選択します。アプリ プロファイルを使用する 方法の選択を推

奨します。アプリのみの権限は、サービス アカウントの代わりに最新の認証を使用します。 

 所属する組織が Office 365 で多要素認証を有効化していない場合は、サービス アカウン

ト プロファイルを使用する 方法を選択して、サービス アカウント プロファイルを選択します。 

 所属する組織が多要素認証を使用している場合は、アプリ プロファイルを使用する 方法を

選択します。Office 365 のアプリ プロファイルを選択し、MFA が有効になっているサービス 

アカウント プロファイルを選択します。  

動的オブジェクト登録プロファイルの異なる認証方法を使用して登録できるオブジェクトの詳細について

は、付録 C: 動的オブジェクト登録で対応するオブジェクト を参照してください。 

*注意: アプリ プロファイルを使用する 方法を選択する場合、Micosoft Graph API の制限によっ

て、AvePoint Online Services では Exchange Online インプレース アーカイブ済みメールボック

スがスキャンできません。 

*注意: AvePoint Online Services では、SharePoint Online サイト コレクションおよび OneD

rive for Business をスキャンする際に、関連するサービス アカウント プロファイルで指定された Offic

e 365 全体管理者アカウントが、サイト コレクションおよび OneDrive for Business に対するサイ

ト コレクション管理者権限を持っているかどうかを確認します。全体管理者がこの権限を持っていない

場合は、この全体管理者にサイト コレクション管理者権限が割り当てられます。これにより、動的オブ

ジェクト登録および DocAve Online ジョブで使用される必要なプロパティを取得できるようになりま

す。スキャンおよびフィルター プロセスの完了後、オブジェクトが動的コンテナーに追加されていない場合

は、全体管理者アカウントのオブジェクトに対するサイト コレクション管理者権限が削除されます。 
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認証方法を構成する際にドロップダウン リストから最新のプロファイルを取得するには、該当ドロップダウ

ン リストの隣にある更新ボタン ( ) をクリックしてください。 

 登録モード - お使いの認証方法が サービス アカウント プロファイルを使用する である場合、高速

モード または 詳細モード を選択します。お使いの認証方法が アプリ プロファイルを使用する である

場合、高速モード のみが使用可能です。 

 詳細モードには、オンライン製品で Office 365 オブジェクトを検知・グループ化する方法を定

義するルールが提供されます。これにより、オブジェクトの管理を簡潔化することができます。 

 Office 365 オブジェクトの量が多くない場合、すべてのオブジェクトが該当する既定コンテナー

内にクラスターされる高速モードを使用することができます。 

 更新スケジュール – 次のオプションのいずれかを選択して、スケジュール登録またはワンタイム登録を選

択します。 

 登録スケジュールを設定する - このオプションを選択すると、日単位更新スケジュールを設定

し、AvePoint Online Services で Office 365 オブジェクトをスキャン・更新する時間を

選択します。  

 ワンタイム登録を開始する – このオプションを選択すると、AvePoint Online Services で 

Office 365 オブジェクトに対するワンタイム スキャンをただちに実行します。このオプションを選

択すると、スキャンは再実行されなくなります。  

*注意: 選択した時間はローカル コンピューターのタイム ゾーンに従います。 

 はい または いいえ を選択することにより、このプロファイルに対し、登録ルールに合致しなくなったオ

ブジェクトの自動削除を有効にする かどうかを選択します。 

 いいえ - いいえ を選択する場合、登録ルールに合致しなくなったオブジェクトは、動的コンテ

ナーから自動的に削除されません。 

 はい - はい を選択する場合、登録ルールに合致しなくなったオブジェクトは、動的コンテナー

から自動的に削除され、オブジェクトが削除された際にメール通知を送信する かどうかを選

択することができます。このオプションを有効にする場合、テキスト ボックスにメール アドレスを入

力します。オブジェクトが動的コンテナーから自動的に削除されると、メール通知は構成済みの

メール アドレスに送信されます。 

*注意: 既定では、DocAve Online 動的オブジェクト登録設定 内の競合解決が マージする であ

り、この削除アクションは DocAve Online に同期されます。関連するオブジェクトを含む DocAve O

nline プランが影響を受けます。登録プロセスの完了後、これらのプランを再構成する必要があります。 
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 はい または いいえ を選択することにより、このプロファイルに対し、Office 365 から削除されたオ

ブジェクトの自動削除を有効にする かどうかを選択します。 

*注意: はい を選択する場合、Office 365 から削除されたオブジェクトは、動的コンテナーから自動

的に削除されます。これらのオブジェクトを DocAve Online のコンテナーからも削除する場合、Doc

Ave Online コントロール パネル > 動的オブジェクト登録設定 に移動して競合解決として 置き

換える を選択します。 

 高速モード を選択する場合、[完了] をクリックします。プロファイルが作成されます。スケジュールの時

刻に達すると、スキャンおよび登録プロセスが開始されます。全プロセスが複数の部分スキャンに分割さ

れるため、全プロセスの完了を待つより、登録済みのオブジェクトを柔軟的に管理・監視することができ

ます。部分スキャンが完了すると、検出されたオブジェクトは DocAve Online および Governance 

Automation Online 環境に表示されます。スキャン履歴で確認することもできます。 

詳細モード を選択する場合、[次へ] をクリックして、詳細モード の設定を構成します。 

詳細モード 

ユーザー数が 300 人以上の組織の場合、このモードを使用して Office 365 オブジェクトをビジネス ルールに

従ってカスタム コンテナーに動的に登録することを推奨します。 

このモードを選択する場合、以下の手順に従ってください。 

 各タイプの Office 365 オブジェクトのコンテナーを定義します。オブジェクト タイプのタイトルをクリック

し、[新規コンテナー] をクリックすると、以下の設定を構成します。 

a. コンテナー名 – このオブジェクト コンテナーの名前を入力します。 

b. ルール名 - オブジェクトのフィルターに使用するルールの名前を入力します。 

c. 基準・条件を選択し、値を選択または入力してルール設定を構成します。サポートされている

条件の詳細については 付録 B: 動的オブジェクト登録ルールで対応する条件 を参照してく

ださい。 

*注意: [既存のルールからコピーする] をクリックすると、ルール設定を再利用することができ

ます。ポップアップ ウィンドウにすべてのルールが表示されています。[条件をコピーする] または 

[条件と値をコピーする] をクリックします。 
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*注意: 新規作成の動的オブジェクト登録プロファイルでは、Office 365 グループ メールボッ

クスおよび Office 365 グループ チーム サイトの条件が Office 365 グループに組み合わせ

られます。 

d. 追加ボタン ( ) をクリックすると、条件を追加できます。複数の条件を使用する場合、ロジッ

ク オプション AND または OR を選択する必要があります。 

o AND – すべての条件に合致するオブジェクトがフィルターされ、含まれます。 

o OR – 条件のいずれかに合致するオブジェクトがフィルターされ、含まれます。 

e. [保存] をクリックすると、このコンテナーを保存します。コンテナー設定が折りたたまれます。コン

テナー名の横の空白エリアをクリックしてコンテナー設定を編集するか、[削除] をクリックしてプ

ロファイルからコンテナーを削除することができます。  

f. [新規コンテナー] をクリックして上記の手順を繰り返すと、別のコンテナーを作成することがで

きます。 

g. 複数のコンテナーを定義する場合は、優先度 ドロップダウン リストから番号を選択してコンテ

ナーの優先度を設定します。 

 ルールの条件に合致しないオブジェクトは、定義したコンテナーに登録されません。これらのオブジェクト

の解決方法を選択します。 

 コンテナーに追加しない 

 システムの既定コンテナーに追加する 

 カスタム コンテナーに追加する 

このオプションを選択する場合、既存のコンテナー名または存在しないコンテナー名を入力しま

す。選択ボタン ( ) をクリックすると、既存のコンテナーを選択することもできます。既存のコン

テナー名または存在しないコンテナー名を入力することができます。存在しないコンテナー名を

入力する場合、AvePoint Online Services ではこのコンテナーが自動的に作成されま

す。 

 [完了] をクリックします。プロファイルが作成されます。スケジュールの時刻に達すると、スキャンおよび登

録プロセスが開始されます。全プロセスが複数の部分スキャンに分割されるため、全プロセスの完了を

待つより、登録済みのオブジェクトを柔軟的に管理・監視することができます。部分スキャンが完了する
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と、検出されたオブジェクトは DocAve Online および Governance Automation Online 環境

に表示されます。スキャン履歴で確認することもできます。 

動的オブジェクト登録プロファイルの編集 

動的オブジェクト登録プロファイルを編集するには、プロファイルを選択して、リボン上で [編集] をクリックします。

表示されたページでプロファイルの設定を編集します。プロファイル設定の詳細については 動的オブジェクト登録

プロファイルの作成 を参照してください。 

*注意: Office 365 グループ チーム サイト および Office 365 グループ メールボックス オブジェクト タ

イプは、Office 365 グループ に統合されています。Office 365 グループのカスタム コンテナーを定義する

場合は、作成済みの Office 365 グループ チーム サイトおよび Office 365 グループ メールボックスのカスタ

ム コンテナーが使用できなくなり、編集することはできません。 

*注意: コンテナーを編集する際に画面右側の [削除] をクリックすると、コンテナーは現在のプロファイルから除

去されますが、削除されません。コンテナーの削除またはコンテナーからオブジェクトの削除を実行する場合、動

的オブジェクト登録 ページに移動して、[コンテナーの管理] をクリックします。詳細については、コンテナーの管

理 を参照してください。 

*注意: Office 365 グループ チーム サイトおよび Office 365 グループ メールボックスのコンテナーを定義し

た作成済み動的オブジェクト登録プロファイルを編集する場合、コンテナーのルールを表示･編集することができ

ます。Office 365 グループのコンテナーを作成して、動的オブジェクト登録プロファイルを保存すると、新しい登

録プロセスは、カスタム Office 365 グループ コンテナーのルールに従って Office 365 グループ オブジェクトを

スキャンします。新しい登録プロセスの完了後、Office 365 グループ チーム サイトおよび Office 365 グルー

プ メールボックスのコンテナーに登録されているオブジェクトが削除され、ルールに合致するオブジェクトが対応す

る新しいコンテナーに配置されます。登録済みオブジェクトを含む DocAve Online プランが影響を受けます。

登録プロセスの完了後、これらのプランを再構成する必要があります。  

動的オブジェクト登録プロファイルの削除 

動的オブジェクト登録プロファイルを削除するには、プロファイルを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。

以下のオプションが含まれるポップアップ ウィンドウが表示されます。これらのオプションから、選択したプロファイル

に関連するコンテナーの解決方法を選択することができます。 
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 プロファイルと同時にコンテナーを削除します。コンテナーを AvePoint Online Service

s 製品から削除します。 

 コンテナーをシステムに登録したまま保持します。コンテナーは AvePoint Online Servi

ces に表示されますが、新しいオブジェクトは追加されません。 

上記のオプションのいずれかを選択して [削除] をクリックすると、削除を確認します。 

*注意: コンテナーを保持し、動的オブジェクト登録 > コンテナーの管理 経由でコンテナーからのオブジェクト

の手動削除を実行しない場合、同一 Office 365 資格情報を使用して新しい登録プロファイルを作成する

と、これらのオブジェクトのスキャン結果が 要削除 となります。DocAve Online は コントロール パネル > 動

的オブジェクト登録設定 内の構成に従って、削除されたコンテナーおよびオブジェクトを処理します。 

スキャン履歴の表示 

動的オブジェクト登録プロファイルのスキャン履歴を表示するには、プロファイルを選択して、リボン上で [スキャン

履歴] をクリックします。スキャン履歴の表示 ページが表示されます。 

スキャン履歴の表示 ページでは、基本のプロファイル情報が画面上部に表示されます。ドロップダウン リストか

らスキャン ジョブを選択すると、基本のジョブ情報および詳細なスキャン結果が表示されます。スキャン結果によ

ってスキャン履歴をフィルターすることができます。 

[スキャン履歴のエクスポート] をクリックすると、スキャン結果の詳細についてのレポートをエクスポートすることが

できます。[スキャン履歴の削除] をクリックすると、選択したスキャン ジョブ (基本のジョブ情報および詳細なス

キャン結果を含む) を削除することができます。 

動的オブジェクト登録設定の表示 

動的オブジェクト登録プロファイルの詳細な登録設定を表示するには、プロファイルの アクション 列配下の [登

録設定の表示] をクリックします。動的オブジェクト登録設定の表示 ページが表示されます。このページには

以下の情報が表示されています。 

 プロファイル名、プロファイルの説明、認証方法、サービス アカウント プロファイル名またはアプリ 

プロファイル名、登録モード、更新スケジュールを含む基本プロファイル設定 
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 各オブジェクト タイプのコンテナーおよびコンテナーに追加されたオブジェクトを含むコンテナー詳

細 

動的オブジェクト登録設定の表示 ページでは、[編集] をクリックしてプロファイルを編集するか、[スキャン履

歴の表示] をクリックしてこのプロファイルのスキャン履歴を表示することができます。 

*注意: 以下のメッセージが表示されると、一部のオブジェクトを削除する必要があることを示しています。 

登録プロファイルの変更により、コンテナーの条件に適合しなくなったオブジェクトが存在します。該当するオ

ブジェクトの表示・管理 

[該当するオブジェクトの表示・管理] リンクをクリックして、ポップアップ ウィンドウで削除する必要のあるオブジ

ェクトを確認します。オブジェクトを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。[すべて削除] をクリックする

と、該当のコンテナーからすべてのオブジェクトを削除します。 

ルールの管理 

動的オブジェクト登録プロファイルでルールが作成された後、これらのルールを管理することができます。 

リボン上で [ルールの管理] をクリックすると、ルールの管理 ページが表示されます。ルールを編集または削除

することができます。 

 編集 - ルールの設定を編集するには、ルールを選択して、リボン上で [編集] をクリックしま

す。 

*注意: Office 365 グループ チーム サイト および Office 365 グループ メールボック

ス オブジェクト タイプは、Office 365 グループ に統合されています。Office 365 グループ 

チーム サイトおよび Office 365 グループ メールボックスの作成済みカスタム コンテナーのル

ールは編集できません。 

 削除 – ルールを削除するには、ルールを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。確認

のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして削除を確認します。 
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コンテナーの管理 

動的オブジェクト登録プロファイルでのコンテナーの作成後、これらのコンテナーおよびコンテナー内のオブジェクト

を管理することができます。 

リボン上で [コンテナーの管理] をクリックすると、コンテナーの管理 ページが表示されます。ここでは次のアクシ

ョンを実行することができます。 

 パッチ インポート – オブジェクトをコンテナーにパッチ インポートする方法については、以下の

説明を参照してください。 

 Office 365 オブジェクト タイプのタイトルをクリックして、このオブジェクト タイプのコン

テナーにオブジェクトをインポートします。 

 オブジェクトをインポートするコンテナーを選択します。 

 リボン上で [パッチ インポート] 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。オブジェクトのバッチ インポート セクションの説明を参照してください。 

 [インポート] をクリックすると、オブジェクトを指定のコンテナーに一括でインポートしま

す。[キャンセル] をクリックすると、オブジェクトをインポートせずにアップアップ ウィンドウ

を閉じます。 

 コンテナーの削除 – カスタム コンテナーを削除するには、コンテナーを選択して、リボン上で 

[削除] をクリックします。確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして削

除を確認します。コンテナーが削除されると、コンテナー内のオブジェクトはコンテナーから削除さ

れます。 

 オブジェクトの削除 - コンテナーからオブジェクトを削除するには、コンテナー名を展開し、オブ

ジェクトを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。確認のポップアップ ウィンドウが表示

されます。[OK] をクリックしてアクションを確認します。 

 オブジェクトのみ削除 - コンテナーからオブジェクトのみを削除するには、コンテナーを選択し

て、リボン上で [オブジェクトのみ削除] を選択します。確認のポップアップ ウィンドウが表示さ

れます。[OK] をクリックしてアクションを確認します。 

AvePoint Online Services でコンテナーの削除およびオブジェクトの削除を実行した後、DocAve Online 

は DocAve Online コントロール パネル > 動的オブジェクト登録設定 内の構成に従って、削除されたコン

テナーおよびオブジェクトを処理します。 
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オブジェクトのバッチ インポート 

オブジェクトのバッチ インポート用のポップアップ ウィンドウで、以下の設定を構成します。 

 オブジェクト リスト テンプレートのダウンロード リンクをクリックしてオブジェクト リスト テンプレートをダ

ウンロードします。ダウンロードした Excel ファイルに、インポートするオブジェクトに関する情報を入力し

ます。 

 [参照] をクリックして、構成済みオブジェクト リストをアップロードします。  

*注意: アップロードできるオブジェクト リストは一回につき 1 件のみです。アップロード済みのオブジェク

ト リストは、新しくアップロードされたオブジェクト リストに置き換えられます。 

 Office 365 アカウント情報 フィールドに、Office 365 環境に接続する Office 365 アカウントを

提供します。以下の方法のいずれかを選択します。 

*注意: インポートできるオブジェクト タイプは選択した方法によって異なります。詳細については 付録 

C: 動的オブジェクト登録で対応するオブジェクト を参照してください。 

 サービス アカウント プロファイルから取得する – このオプションを選択する場合、Office 36

5 アカウント情報をサービス アカウント プロファイルから取得します。ドロップダウン リストからサ

ービス アカウント プロファイルを選択します。サービス アカウント プロファイルを作成していない

場合は、ドロップダウン リストから サービス アカウント プロファイルの新規作成 オプションを選

択します。サービス アカウント プロファイルの作成 ページが新しいタブに表示されます。サー

ビス アカウント プロファイルの作成の詳細については、サービス アカウント プロファイルの作成 

を参照してください。新しいサービス アカウント プロファイルの作成後、コンテナーの管理 ペー

ジのバッチ インポート ウィンドウに戻り、対応するドロップダウン リストの隣にある更新ボタン 

( ) をクリックして最新のプロファイルを取得します。 

 アプリ プロファイルから取得する – このオプションを選択する場合、Office 365 アカウント

情報をアプリ プロファイルから取得します。ドロップダウン リストからアプリ プロファイルを選択しま

す。アプリ プロファイルを作成していない場合は、ドロップダウン リストから アプリ プロファイル

の新規作成 オプションを選択します。アプリ管理 ページが新しいタブに表示されます。アプリ 

プロファイルの作成の詳細については、アプリ プロファイルの作成 を参照してください。アプリ プ

ロファイルの作成後、コンテナーの管理 ページのバッチ インポート ウィンドウに戻り、対応する

ドロップダウン リストの隣にある更新ボタン ( ) をクリックして最新のプロファイルを取得しま

す。 
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 手動で Office 365 アカウントを指定する – このオプションを選択する場合、Office 365 

アカウントを手動で指定します。  

 多要素認証 (MFA) が有効になっているアカウントを使用する場合は、所属する組

織が多要素認証を使用している チェックボックスを選択します。  

 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。 

 [検証テスト] をクリックして入力した情報を検証します。 

 MFA を有効にすると、カスタム SharePoint Online 管理センター URL フィー

ルドが表示されます。テキスト ボックスに SharePoint Online 管理センター URL 

を入力します。 

*注意: Office 365 グループまたは Exchange Online メールボックスをインポートする場

合、指定したアカウントは、Office 365 全体管理者または Exchange Online 管理者で

ある必要があります。OneDrive for Business をインポートする場合、指定したアカウント

は、オブジェクト リスト内のすべての OneDrive for Business の管理者である必要があり

ます。SharePoint Online サイト コレクションをインポートする場合、指定したアカウントは、

オブジェクト リスト内のすべてのサイト コレクションの管理者である必要があります。 

 [インポート] をクリックすると、オブジェクトを指定のコンテナーに一括でインポートします。[キャンセル] 

をクリックすると、オブジェクトをインポートせずにポップアップ ウィンドウを閉じます。 
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ライセンス情報の表示 

ホーム ページで、テナント所有者およびサービス管理者は各使用可能なオンライン製品のライセンス有効期限

を表示することができます。ライセンス有効期限は製品名の下に表示されています。  

ユーザー シート制限を超過しました ラベルは、以下の場合のいずれかに ホーム ページの製品名の隣に表示

されます。  

 Office 365 のライセンス数が AvePoint オンライン製品のライセンスで許可されたユーザー 

シート数を超過し、かつ超過したユーザー数が購入したユーザー シート数の 10% を超過し

ている   

 Salesforce 内のアクティブ ユーザー数が DocAve Backup for Salesforce ® ライセン

スで許可されたシート数を超過し、かつ超過したアクティブ ユーザー数が購入したユーザー シ

ート数の 10% を超過している 

オンライン製品の使用に中断が発生しないために、弊社営業担当 に連絡してユーザー シートの足りない分を

購入する必要があります。 

*注意: AvePoint Online Services では、一部の Office 365 サブスクリプションのライセンスが課金されま

す。詳細については、付録 A: AvePoint Online Services に課金される Office 365 サブスクリプション 

を参照してください。 

各使用可能なオンライン製品のライセンスの詳細情報を表示するには、画面左側の ライセンス > ライセンス

情報 に移動します。 

ライセンス情報 ページでは、各オンライン製品のライセンス タイプ、ライセンス状態、有効期限が表示されま

す。製品名をクリックすると、この製品のライセンスについての詳細情報 (ライセンス タイプ、購入したユーザー シ

ート、ライセンス有効期限、ライセンス状態、ライセンス契約) が表示されます。 

AvePoint Online Services 内のいずれかの製品の完全製品ライセンスを取得するには、弊社営業担当 

までお問い合わせください。  

http://www.avepoint.co.jp/about/contact-us/
http://www.avepoint.co.jp/about/contact-us/
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プロモーション コードの管理 

プロモーション コードでは、AvePoint オンライン製品の無料エンタープライズ ライセンスを取得することができま

す。プロモーション コードの取得を希望する場合は、弊社技術サポートまで連絡してください。 

なお、以下の点に注意してください。  

 Office 365 のライセンス数が 100 件を超過している場合、プロモーション コードを適用でき

ません。  

 適用可能なプロモーション コードは 10 件までです。 

テナント所有者およびサービス管理者は、ライセンス > プロモーション コードの管理 の順に移動し、プロモー

ション コードを管理することができます。このメニューから以下のアクションを実行することができます。 

 プロモーション コードの適用 

 既存のプロモーション コードの検索 

プロモーション コードの適用 

プロモーション コードを適用して AvePoint オンライン製品の無料エンタープライズ ライセンスを取得するには、

セクション左上のテキスト ボックスにプロモーション コードを入力し、テキスト ボックスの隣にある [適用] をクリッ

クします。対応する行の [詳細の表示] をクリックすると、各適用されたプロモーション コードの詳細を表示する

ことができます。  

既存のプロモーション コードの検索 

特定のプロモーション コードを検索するには、セクション右上のテキスト ボックスにプロモーション コードのキーワー

ドを入力して、検索ボタン ( ) をクリックするか、Enter キーを押します。 



70  

 
AvePoint Online Services 

 

トランザクション履歴の表示 

お使いのテナントが、オンライン決済で DocAve Online の完全製品ライセンスを取得した場合、または 201

6 年 3 月 27 日以降かつ 2017 年 2 月 19 日以前に、月単位または年単位のサブスクリプションを含む

試用版を開始した場合、テナント所有者およびサービス管理者は、画面左側の ライセンス > トランザクショ

ン履歴 に移動し、お使いのトランザクション履歴を表示することができます。 

トランザクション履歴 ページには、注文番号、請求書 ID、支払金額、製品、登録済みアカウント所有者のメ

ール アドレス、支払日時などの情報が表示されます。注文番号をクリックすると、トランザクションの詳細が表示

されます。 
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サブスクリプションの管理 

お使いのテナントが 2016 年 3 月 27 日以降かつ 2017 年 2 月 19 日以前に AvePoint Online Ser

vices に登録した場合、テナント所有者およびサービス管理者は サブスクリプションの管理 機能を使用する

ことができます。  

画面左側の ライセンス > サブスクリプションの管理 に移動します。サブスクリプションの管理 ページには、

サブスクリプションの詳細 および 支払情報 が表示されます。タブをクリックしてアクセスします。  

 サブスクリプションの詳細 タブには、月単位または年単位のサブスクリプションのサービス、サブ

スクリプション、次回の支払金額、次回の支払日、開始日、終了日、ライセンスの状態、請

求書番号が表示されます。 

月単位または年単位のサブスクリプションに対して、以下のアクションを実行することもできま

す。 

o サブスクリプションのキャンセル 

o 請求書の表示 

 支払情報 タブでは、以下のアクションを実行することができます。 

o クレジット カード情報の表示および編集 

o 請求先住所の表示および編集 

*注意: 郵送先住所を編集する場合、画面右上の現在のログイン ID をクリックし、個人用

プロファイル を選択してから、連絡先情報の住所を編集します。 

サブスクリプションのキャンセル 

購読済みのサブスクリプションをキャンセルする方法については、以下の説明を参照してください。 

 サブスクリプションの詳細 タブで、キャンセルしようとしているサブスクリプションに移動します。 

 アクション 列配下の [キャンセル] をクリックします。 

 ポップアップ ウィンドウでキャンセルの理由を選択するか、その他 を選択してテキスト ボックスに理由を

入力します。 



72  

 
AvePoint Online Services 

 

 テキスト ボックスに 追加のコメントまたはご意見 を入力します。 

 以下の選択肢から選択します。 

 [サブスクリプションを継続] をクリックすると、サブスクリプションをキャンセルせずにウィンドウを

閉じます。 

 [サブスクリプションをキャンセル] をクリックすると、サブスクリプションのキャンセルを確認しま

す。 

*注意: AvePoint Online Services に登録時に、お使いのテナントに対して Governance Aumatio

n Online (DocAve Online および AvePoint Cloud Insights を含む) サービスが選択された場

合、サブスクリプションの詳細 でDocAve Online 用、AvePoint Cloud Insights 用、Governance A

utomation Online 用の 3 件のサブスクリプションが生成されます。Governance Automation Online 

用のサブスクリプションをキャンセルする場合、DocAve Online 用および AvePoint Cloud Insights 用の

サブスクリプションは保持されます。 

*注意: AvePoint Online Services に登録時に、お使いのテナントに対して DocAve Online (AveP

oint Cloud Insights を含む) サービスが選択された場合、サブスクリプションの詳細 で DocAve Onli

ne 用と AvePoint Cloud Insights 用の 2 件のサブスクリプションが生成されます。DocAve Online 用

のサブスクリプションをキャンセルする場合、AvePoint Cloud Insights 用のサブスクリプションは保持されま

す。 

請求書の表示 

サブスクリプションの請求書を表示するには、サブスクリプションの詳細 タブでサブスクリプションの請求書番号

をクリックします。請求書の詳細情報についてのポップアップ ウィンドウが表示されます。 

クレジット カード情報の表示および編集 

お使いのクレジット カード情報を表示・編集する方法については、以下の説明を参照してください。 

 支払情報 タブで、クレジット カード フィールドに移動します。 

 [ここ] リンクをクリックします。 

 前に提供済みのクレジット カード情報が表示され、変更を行うことができます。  
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 [送信] をクリックします。 

請求先住所の表示および編集 

お使いの請求先住所を表示・編集する方法については、以下の説明を参照してください。 

 支払情報 タブで、請求先住所 フィールドに移動します。現在の請求先住所が表示されます。 

 請求先住所を編集するには、クレジット カード フィールドの ここ リンクをクリックします。前に提供済み

の請求先住所情報が表示され、変更を行うことができます。 

 [送信] をクリックします。 
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レポート データ コレクションの有効化 

AvePoint Cloud Insights により提供されたレポートを表示するには、テナント所有者またはサービス管理

者でレポート データ コレクションを有効にする必要があります。 

レポート データ コレクション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。 

 画面左側の [レポート データ コレクション] をクリックします。 

 レポート データ コレクション ページで、データ コレクションを有効にする チェックボックスを選択しま

す。 

*注意: 取得して AvePoint Cloud Insights レポートに含めることができるのは、レポート データ コ

レクションの有効後に作成された Office 365 データのみです。 

 レポートのデータ ソースを選択します。 

 Office 365 API 

o SharePoint Online – AvePoint Cloud Insights 内でコンテンツ レポートお

よびユーザー レポートを表示する場合は、このデータ ソースを選択します。 

o Exchange Online – このデータ ソースは今後のリリースで使用されます。 

o Azure AD – このデータ ソースは今後のリリースで使用されます。 

 ストレージ – AvePoint Cloud Insights 内でストレージ レポートを表示する場合は、この

データ ソースを選択します。  

 ページ ビュー – AvePoint Cloud Insights 内でサイト分析を表示する場合は、このデー

タ ソースを選択します。 

 アカウント フィルター を設定すると、AvePoint Cloud Insights レポート コレクターから指定のアカ

ウントを排除することができます。このフィールドは、サービス アカウントの除外に活用され、レポートの品

質・精度を向上させます。次の形式Someone@example.com でアカウントを入力します (複

数指定可能)。  

 DocAve Online システム オペレーターのアクティビティを除外する - DocAve Online ジョブに

よって生成されたアクション レコードは収集されたデータおよび分析結果に影響を与える可能性がある

ため、このオプションを選択して、オブジェクトを DocAve Online に登録する DocAve Online シス

テム オペレーターのアクションを除外することを推奨します。  
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 テナントの範囲 – データをレポートに表示するテナントの範囲を設定します。すべてのテナント または 

特定のテナント を選択します。特定のテナント を選択する場合、ドロップダウン リストから 1 件以上

のテナントを選択します。 

 ストレージ構成 - Cloud Insights データを保存するストレージを構成します。 

 ストレージ タイプを選択します。  

o 既定のストレージ - AvePoint により提供されている既定の Azure ストレージの

使用を続行するには、このオプションを選択します。  

o カスタム ストレージ - カスタム ストレージ (Azure BLOB のみに対応) を作成する

には、このオプションを選択して、以下の構成を完了します。  

 アカウント名 - Azure BLOB ストレージのアカウント名を入力します。  

 アカウント パスワード – 上記のアカウントのパスワードを入力します。  

 コンテナー名 – ストレージのコンテナー名を入力します。コンテナーがストレー

ジから削除されると、次回ストレージを収集する際に同一名を使用して新し

いコンテナーを作成します。  

*注意: カスタム ストレージを使用する場合、以下の点に注意してください。  

 構成が保存されると、既定のストレージ内の旧データはクリアされ、新しいスト

レージに移動されます。既定のストレージに切り替えることができなくなりま

す。  

 別のカスタム ストレージに変更する場合、旧カスタム ストレージ内のデータを

新しいカスタム ストレージに手動で移動します。AvePoint Online Servic

es は、旧カスタム ストレージ内の Cloud Insights データをクリアする権限

を持っていません。  

 接続に失敗した場合のメール通知送信を有効にする (カスタム ストレージ 専用) - カスタ

ム ストレージ接続が失敗した場合にすべてのアクティブなサービス管理者にメール通知を送信

するには、このオプションを選択します。接続失敗が引き続き発生する場合、メール通知は毎

日 00:00 UTC に送信されます。  

 [保存] をクリックすると選択を保存します。[キャンセル] をクリックすると選択を保存せずにホームペー

ジに戻ります。 
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ユーザー アクティビティ レポートのエクスポート 

ユーザー アクティビティ レポートでは、テナント所有者およびサービス管理者が、テナント ユーザーの AvePoint 

Online Services 内のアクティビティを表示することができます。 

ユーザー アクティビティ レポートをエクスポートする方法については、以下の説明を参照してください。 

 画面左側の [ユーザー アクティビティ レポート] をクリックします。 

 カレンダー ボタン ( ) をクリックして、開始日時 および 終了日時 をそれぞれ選択します。 

 [エクスポート] をクリックして CSV レポートの保存先を指定します。レポートには選択した期間内のユ

ーザー アクティビティに関する情報(アクションのサマリー、アクションを実行したユーザーのログイン ID、

処理日時など) が含まれます。 
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通知の表示 

テナント所有者およびサービス管理者には通知が表示されます。AvePoint Online Services の通知の中

央管理は通知センターで実行します。 

通知センターには、以下の種類の通知があります。 

 定期メンテナンスのお知らせ 

 アプリ プロファイル通知 

アプリ プロファイル通知は以下の場合に表示されます。 

o お使いのテナントに Office 365 または Salesforce 用のアプリ プロファイルが構成

されていない 

o お使いのテナントに Office 365 または Salesforce 用アプリ プロファイルが存在す

るが、AvePoint Online Services 管理アプリに対する承認が失効したアプリ プロ

ファイルが存在する 

該当する問題が解決されると、この通知は停止します。 

 ユーザー シート制限数超過通知 

ユーザー シート制限数超過通知は以下の場合に表示されます。 

o Office 365 向けの製品 

 Office 365 のライセンス数が購入した DocAve Online、Governance 

Automation Online、Compliance Guardian Online、どきゅなび O

nline のユーザー シート数を超過している 

 超過したライセンス数が購入したユーザー シート数の 10% を超過している 

*注意: AvePoint Online Services では、一部の Office 365 サブスクリプショ

ンを使用しているライセンス ユーザーに対して、課金が行われます。詳細については、

付録 A: AvePoint Online Services に課金される Office 365 サブスクリプショ

ン を参照してください。 

o Salesforce 向けの製品 
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 Salesforce 内のアクティブ ユーザー数が購入した DocAve Backup for 

Salesforce ® ユーザー シート数を超過している 

 超過したアクティブ ユーザー数が購入したユーザー シート数の 10% を超

過している 

*注意: Salesforce 内のアクティブな Sandbox ユーザー数はカウントされ

ません。 

ユーザー シートを十分に購入した後、この通知は停止します。 

アプリ プロファイル通知およびユーザー シート制限数超過通知とは異なり、各定期メンテナンスのお知らせには

有効期限があります。有効期限内のお知らせ、未解決のアプリ プロファイル通知、ユーザー シート制限数超過

通知は、進行中の通知と見なされます。AvePoint Online Services にサインインする際に、進行中の通知

が表示されている 通知センター ウィンドウは画面右上に表示されます。  

*注意: ユーザー シート制限を超過した 30 日以内にユーザー シートを購入しない場合、現在のページを更

新する際に、または AvePoint Online Services 内の他のページに移動する際にユーザー シート制限数超

過通知は表示されます。 

通知センター ウィンドウで [詳細情報の表示] をクリックすると、通知センター ページに移動します。通知セン

ター ページへ移動するには、画面右上の通知センター ボタン ( ) をクリックし、[詳細情報の表示] をクリッ

クすることもできます。 

通知センター ページには、進行中の通知およびお知らせの履歴が表示されます。[履歴の非表示] をクリック

すると、お知らせの履歴を非表示することができます。[履歴の表示] をクリックすると、非表示のお知らせ履歴

が表示されます。 
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フィードバックの送信 

本製品では、製品の機能やエクスペリエンスに関するご意見をフィードバックとして送信するためのプラットフォーム

が提供されています。フィードバックを送信する方法については、以下の説明を参照してください。 

 画面右上のフィードバックの送信ボタン ( ) をクリックします。 

 フィードバックの送信 ページで、以下の設定を構成します。 

a. AvePoint Online Services のユーザー エクスペリエンスを評価する - 星アイコンをク

リックして AvePoint Online Services のエクスペリエンスを評価してください。 

b. ご意見 - AvePoint Online Services の機能についてのご意見を入力してください。 

 [送信] をクリックするとフィードバックを送信します。[キャンセル] をクリックするとフィードバックを送信せ

ずに AvePoint Online Services のホームページに戻ります。 
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プロファイル情報の管理 

アカウント情報の表示および変更、または AvePoint Online Services パスワードのリセットを実行するに

は、画面右上に表示される現在ログイン中の ID をクリックして、ドロップダウン リストから 個人用プロファイル 

を選択します。 

*注意: 個人用プロファイル は、ローカル認証ユーザーおよび Office 365/Salesforce サービス管理者にの

み表示されます。 

個人用プロファイル では、以下の情報を編集することができます。 

 連絡先情報 - 現在ログイン中のユーザーの ID および連絡先情報が表示されます。フィール

ド内の情報を編集することができます。[保存] をクリックして変更を保存するか、[キャンセル] 

をクリックしてキャンセルします。 

 パスワードのリセット - このタブでは、AvePoint Online Services にログインしている状態

のままでアカウントのパスワードをリセットすることができます。現在のパスワード、新しいパスワ

ード、新しい パスワードの確認 をそれぞれ入力します。[保存] をクリックして変更を保存す

るか、[キャンセル] をクリックしてキャンセルします。 

*注意: パスワードのリセット タブは、ローカル認証ユーザーのみが使用できます。 

パスワードのリセット後、パスワード変更の確認メールがお使いのメール アドレスに送信されま

す。 
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AvePoint Online Services のログイン IP アドレス

制限の構成 

AvePoint Online Services では、Microsoft Office 365 および Azure との統合を経由してログイン I

P アドレス制限を設定することができます。ログイン IP アドレス制限を使用すると、特定の IP アドレス範囲から

のみ、AvePoint Online Serivices にログインすることができます。  

*注意: ログイン IP アドレス制限は、Office 365 アカウントを使用して AvePoint Online Services にロ

グインするユーザーにのみ反映されます。 

Azure でのアクセス規則の構成 

初めて Office 365 アカウントを使用して AvePoint Online Serives にログインする場合、AvePoint O

nline Serives アプリが Office 365 の 個人用アプリ に生成されます。このアプリをクリックすると、AvePoi

nt Online Services にアクセスすることができます。AvePoint Online Services のログイン IP アドレス制

限は、AvePoint Online Services アプリのアクセス規則の構成により有効化できます。 

アクセス規則を構成する前に、以下の前提条件を確認してください。 

 Azure Active Directory Premium のライセンス 

 フェデレーション・管理された Azure ディレクトリ テナント 

 フェデレーション テナントの場合は多要素認証 (MFA) が有効になっている必要がある 

AvePoint Online Services アプリのアクセス規則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。 

 Azure AD の全体管理者アカウントを使用して Azure クラシック ポータル にサインインします。 

 画面左側の ACTIVE DIRECTORY を選択します。 

 ディレクトリ タブ内のディレクトリを選択します。 

 アプリケーション タブをクリックして、ルールの設定対象となる AvePoint Online Services アプリ

を選択します。 

 構成 タブをクリックします。 

https://portal.azure.com/
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 多要素認証と場所ベースのアクセス規則 セクションに移動し、アクセス規則を有効にする フィールド

で オン を選択します。このオプションを選択すると、適用対象 と ルール フィールドが表示されます。  

 適用対象 フィールドで、以下のオプションのいずれかを選択してアクセス規則の範囲を定義します。 

 すべてのユーザー - このオプションを選択すると、アクセス規則は AvePoint Online Servic

es にアクセスできるすべてのユーザーに適用されます。  

 グループ - このオプションを選択すると、アクセス規則はここで指定したセキュリティ グループ内

のユーザーにのみ適用されます。[グループの追加] をクリックして、グループの追加 ポップアッ

プ ウィンドウ内のグループを選択します。  

 除外 - このオプションを選択すると、アクセス規則はここで指定したセキュリティ グループ内のユ

ーザーに適用されません。[グループの追加] をクリックして、グループの追加 ポップアップ ウィ

ンドウ内のグループを選択します。 

*注意: グループ オプションに追加済みのグループは、ルールから除外する対象として選択でき

ません。 

 ルール フィールドで、社外ネットワークからの利用は、禁止する オプションを選択します。このオプション

を選択すると、信頼されていない IP アドレスからのユーザーはブロックされます。信頼済み IP アドレス

の範囲は、多要素認証サービス設定 ページで構成することができます。[社内ネットワークの場所を

定義/編集するには、ここをクリックしてください] リンクをクリックして、多要素認証サービス設定 ペー

ジに移動します。 

多要素認証サービス設定 ページで、以下の手順を実行してください。 

a. 信頼済み IP フィールドに移動します。 

b. IP アドレスの範囲を CIDR 表記法でテキスト ボックスに入力します。例えば、範囲 xxx.xx

x.xxx.1 – xxx.xxx.xxx.254 内の IP アドレスの場合は、xxx.xxx.xxx.0/24 を入力

します。単一 IP アドレスの場合は、xxx.xxx.xxx.xxx/32 を入力します。IP アドレス範囲

を最大 50 件入力することができます。 

c. [保存] をクリックして構成を保存します。 

 Azure 画面下部の [保存] をクリックして構成を保存するか、[破棄] をクリックして構成をリセットし

ます。 
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Azure AD 条件付きアクセスの追加情報については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/acti

ve-directory/active-directory-conditional-access-azuread-connected-apps に記載された説

明を参照してください。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azuread-connected-apps
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azuread-connected-apps
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付録 A: AvePoint Online Services に課金される 

Office 365 サブスクリプション 

Office 365 向けのサービスでは、以下の Office 365 サブスクリプションのライセンスが課金されます。 

カテゴリー サブスクリプション 

ビジネス向け Office 36

5 

Office 365 Small Business Premium 

Office 365 Midsize Business 

Office 365 Enterprise E3 

Office 365 Enterprise E4 

Office 365 Enterprise E5 

Office 365 Enterprise K1 with Yammer 

Office 365 Enterprise K1 without Yammer 

Office 365 Enterprise K2 

教育機関向け Office 3

65 

Microsoft Office 365 (プラン A1) for Students 

Microsoft Office 365 (プラン A1) for Faculty 

Office 365 Education E1 for Faculty 

Microsoft Office 365 (プラン A2) for Students 

Exchange Online (プラン 1) for Students 

Office 365 (プラン A3) for Students 

Office 365 (プラン A4) for Students 

Office 365 (プラン A3) for Faculty 

Office 365 (プラン A4) for Faculty 

政府機関向け Office 3

65 

Microsoft Office 365 (プラン G1) for Government 

Microsoft Office 365 (プラン G2) for Government 

Microsoft Office 365 (プラン G3) for Government 

Microsoft Office 365 (プラン G4) for Government 

Microsoft Office 365 (プラン K1) for Government 

Microsoft Office 365 (プラン K2) for Government 

Microsoft Office 365 Exchange Online (プラン 2) only for Govern

ment 

SharePoint Online Kiosk 

Exchange Kiosk 
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カテゴリー サブスクリプション 

SharePoint プラン 2G 

Exchange プラン 2G 

その他 Office 365 (プラン P1) 

Microsoft Office 365 (プラン E1) 

Microsoft Office 365 (プラン E2) 

Office 365 (プラン K1) 

Office 365 Business Premium 

OneDrive for Business with Office Online 

Office 365 ProPlus (OneDrive for Business (プラン 1) を含む) 

SMB_BUSINESS_PREMIUM 

EXCHANGESTANDARD 

ENTERPRISEPACKWITHOUTPROPLUS 

SHAREPOINTENTERPRISE 

EXCHANGEENTERPRISE 

MCOSTANDARD 

OFFICESUBSCRIPTION_STUDENT 

OFFICESUBSCRIPTION_FACULTY 

DEVELOPERPACK 

O365_BUSINESS_ESSENTIALS 

ENTERPRISEWITHSCAL 

O365_BUSINESS 

EXCHANGEENTERPRISE_FACULTY 

SHAREPOINTSTANDAR_YAMMER 

OneDrive for Business (プラン 2) 試用版 

Exchange Online Protection (試用版) 

 

AvePoint Online Services は、Office 365 での SharePoint Online、Exchange Online、OneDr

ive for Business のサブスクリプションの変更に従い、課金リストを更新し続けます。 

*注意: AvePoint Online Services では、500,000 名以上のユーザーに提供するサブスクリプションが課

金されません。 
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付録 B: 動的オブジェクト登録ルールで対応する条件 

動的オブジェクト登録詳細モードのルールで対応する条件は、以下の表のとおりです。 

Exchange Online メールボックス 

基準 条件 

メールボックス タイプ 

(ユーザー、リソース、インプレース アーカイブ済み、共

有、パブリック フォルダー) 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

部署 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

市区町村 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

都道府県 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

郵便番号 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 
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基準 条件 

国または地域 次の値に等しい 

次の値と異なる 

事業所 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

ユーザー ID 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

表示名 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

会社 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

Office 365 サブスクリプション名 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 
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OneDrive for Business 

基準 条件 

サイト コレクション プロパティ 

 

URL 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

サイズ ≧ 

≦ 

作成日時 次の日付以前 

次の日付以降 

次の日付 

次の期間内 

次の期間以前 

管理者 次の値を含む 

次の値に等しい 

カスタム プロパティ: テキスト 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

カスタム プロパティ: 数値 ≧ 

≦ 

= 

カスタム プロパティ: はい / いいえ 次の値に等しい 

次の値と異なる 

カスタム プロパティ: 日付と時刻 次の日付以前 

次の日付以降 

次の日付 

次の期間内 

次の期間以前 
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基準 条件 

基本的なユーザー情報 

 

 

市区町村 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

国または地域 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

会社 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

事業所 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

部署 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

Office 365 サブスクリプション名 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 
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基準 条件 

次の値と異なる 

ユーザー プロファイル プロパ

ティ 

 

ブール値 次の値に等しい 

次の値と異なる 

日付 次の日付以前 

次の日付以降 

次の日付 

次の期間内 

次の期間以前 

日時 次の日付以前 

次の日付以降 

次の日付 

次の期間内 

次の期間以前 

メール 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

ユーザー 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

文字列 (単数値) 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

URL 次の値を含む 

次の値を含まない 
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基準 条件 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

SharePoint Online サイト コレクション 

基準 条件 

URL 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

タイトル 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

サイズ 

 

≧ 

≦ 

作成日時 次の日付以前 

次の日付以降 

次の日付 

次の期間内 

次の期間以前 

管理者 次の値を含む 

次の値に等しい 

テンプレート名 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 
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基準 条件 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

テンプレート ID 次の値を含む 

次の値に等しい 

カスタム プロパティ: テキスト 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

カスタム プロパティ: 数値 ≧ 

≦ 

= 

カスタム プロパティ: はい / いいえ 次の値に等しい 

次の値と異なる 

カスタム プロパティ: 日付と時刻 次の日付以前 

次の日付以降 

次の日付 

次の期間内 

次の期間以前 

 

Office 365 グループ チーム サイト 

基準 条件 

URL 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

タイトル 次の値を含む 

次の値を含まない 
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基準 条件 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

作成日時 次の日付以前 

次の日付以降 

次の日付 

次の期間内 

次の期間以前 

カスタム プロパティ: テキスト 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

カスタム プロパティ: 数値 ≧ 

≦ 

= 

カスタム プロパティ: はい / いいえ 次の値に等しい 

次の値と異なる 

カスタム プロパティ: 日付と時刻 次の日付以前 

次の日付以降 

次の日付 

次の期間内 

次の期間以前 

Office 365 グループ メールボックス 

基準 条件 

表示名 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 
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基準 条件 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

グループ ID 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

プライバシー 次の値に等しい 

次の値と異なる 

グループ所有者名 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

グループ分類 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

Office 365 グループ 

*注意: Office 365 グループ メールボックス および Office 365 グループ チーム サイト オブジェクト タ

イプは、Office 365 グループ に統合されています。グループ プロパティの基準は Office 365 グループ メー

ルボックスの基準と同じであり、グループ チーム サイト プロパティの基準は Office 365 グループ チーム サイト

の基準と同じです。 

基準 条件 

グループ プロパティ 

 

表示名 次の値を含む 

次の値を含まない 
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基準 条件 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

グループ分類 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

グループ ID 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

グループ所有者名 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

プライバシー 次の値に等しい 

次の値と異なる 

グループ チーム サイト プロ

パティ 

 

作成日時 次の日付以前 

次の日付以降 

次の日付 

次の期間内 

次の期間以前 

カスタム プロパティ: 日付と時刻 次の日付以前 

次の日付以降 

次の日付 

次の期間内 
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基準 条件 

次の期間以前 

カスタム プロパティ: 数値 

 

≧ 

≦ 

= 

カスタム プロパティ: テキスト 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

カスタム プロパティ: はい / いいえ 次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

タイトル 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

URL 次の値を含む 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

サイズ ≧ 

≦ 
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付録 C: 動的オブジェクト登録で対応するオブジェクト 

動的オブジェクト登録プロファイルの異なる認証方法およびアプリ権限を使用して登録できるオブジェクトは、以

下の表のとおりです。 

認証方法 対応する登録

モード 

アプリ プロファ

イルの権限 

登録できるオブジェクト メモ 

Office 365 サー

ビス アカウント プロ

ファイル 

高速モード 該当なし SharePoint Online サ

イト コレクション 

 

Exchange Online メー

ルボックス 

 

OneDrive for Busine

ss 

 

Office 365 グループ  

詳細モード 該当なし SharePoint Online サ

イト コレクション 

 

Exchange Online メー

ルボックス 

 

OneDrive for Busine

ss 

 

Office 365 グループ  

Office 365 用の

アプリ プロファイル 

高速モード すべての権限 Exchange Online メー

ルボックス 

 

Office 365 グループ (グ

ループ メールボックスのみ) 

 

SharePoint O

nline 権限 

該当なし SharePoint Onli

ne 権限を持つアプ

リ プロファイルは使

用できません。 

Exchange On

line 権限 

Exchange Online メー

ルボックス 

 

Office 365 グループ (グ

ループ メールボックスのみ) 
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認証方法 対応する登録

モード 

アプリ プロファ

イルの権限 

登録できるオブジェクト メモ 

MFA が有効になっ

ている Office 36

5 サービス アカウン

ト プロファイル + O

ffice 365 用のア

プリ プロファイル 

高速モード すべての権限 SharePoint Online サ

イト コレクション 

 

Exchange Online メー

ルボックス 

 

OneDrive for Busine

ss 

 

Office 365 グループ  

SharePoint O

nline 権限 

SharePoint Online サ

イト コレクション 

 

OneDrive for Busine

ss 

 

Exchange On

line 権限 

該当なし 選択した Office 3

65 サービス アカウ

ント プロファイルで 

MFA が有効になっ

ている場合、Exch

ange Online 権

限を持つアプリ プロ

ファイルは使用でき

ません。 

 

パッチ インポート経由で登録可能および登録不可のオブジェクトは、以下の表のとおりです。 

資格情報の取得元 SharePoi

nt Online 

サイト コレク

ション 

Exchange 

Online メ

ールボックス 

OneDrive 

for Busin

ess 

Office 36

5 グループ 

Office 36

5 サービス 

アカウント 

プロファイル 

MFA が

有効にな

っていない 

全体管理者 ○ ○ ○ ○ 

SharePoint 

Online 管理

者 

○ ○ ○ × 
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資格情報の取得元 SharePoi

nt Online 

サイト コレク

ション 

Exchange 

Online メ

ールボックス 

OneDrive 

for Busin

ess 

Office 36

5 グループ 

Exchange 

Online 管理

者 

× ○ ○ ○ 

MFA が

有効にな

っている 

全体管理者 ○ × × × 

SharePoint 

Online 管理

者 

○ × × × 

Exchange 

Online 管理

者 

× × × × 

Office 36

5 用のアプ

リ プロファイ

ル 

すべての権限 × ○ × ○ 

SharePoint Online 権

限 

× ○ × ○ 

Exchange Online 権限 × ○ × ○ 

手動指定のOffice 365 アカウント ○ ○ ○ ○ 
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