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新機能と強化点 

 カスタム アクションを利用して、サイト コレクション テンプレートを自動的に DocAve Online 展開マ

ネージャー プラン に関連付けることが可能になりました。 

 Governance Automation Online アプリが追加された SharePoint Online サイト内の構成済

みリンクをクリックするビジネス ユーザーを、特定のページに直接リダイレクトすることが可能になりました。 

 個人用のタスク一覧の表示 > 個人用タスク または モニターとレポート > すべてのタスク で、bui

lt-in サイト コレクション ライフサイクル管理 サービス タスクを選択し、リボン上の [アーカイブ]、[延

長]、[削除]、[ポリシーの変更] をクリックして、選択した built-in サイト コレクション ライフサイク

ル管理 サービスにメタデータを追加した際に、ポップアップ ウィンドウが表示されるようになりました。この

ポップアップ ウィンドウには、built-in サイト コレクション ライフサイクル管理 サービスに追加したすべ

てのメタデータが表示されます。 

 モニターとレポート > サイト コレクション レポート から、サイト コレクションの連絡先にカスタム メール

を送信することが可能になりました。 

 Governance Automation Online アプリで、個人用サイト に対する アーカイブ、削除、延長、

ロック、ロック解除、ポリシーの変更 ライフサイクル アクションが追加されました。これにより、サイト コレ

クション ポリシーで該当するライフサイクル アクションが有効であり、built-in サイト コレクション ライフ

サイクル管理 サービスがアクティブである場合、ビジネス ユーザーは Governance Automation O

nline アプリでサイト コレクションのライフサイクルを管理することができます。 

 個人用サイト で、サイト コレクションに適用されたメタデータの値を編集することが可能になりました。 

 メタデータを built-in サイト コレクション ライフサイクル管理 サービスに追加することが可能になりま

した。 

 サイト コレクション ポリシー > サイト コレクション ライフサイクル管理の要求タイプ に サイト コレク

ションのロックを有効にする オプションが追加され、ビジネス ユーザーがサイト コレクションをロックするこ

とが可能になりました。 

 個人用サイト で、サイト コレクション ポリシーで該当するライフサイクル アクションが有効であり、built-

in サイト コレクション ライフサイクル管理 サービスが アクティブ である場合、サイト コレクションに対

して 削除、アーカイブ、ロック、ロック解除、延長、ポリシーの変更 ライフサイクル アクションを実行す

ることが可能になりました。 

 個人用要求 > 送信中・送信済みの要求、個人用のタスク一覧の表示 > 個人用タスク、モニタ

ーとレポート > すべてのタスク 内の、Office 365 グループの作成 サービス要求および Office 
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365 グループの作成 タスクの 詳細の表示 ページに、Office 365 グループと同時に作成された該

当オブジェクトのリンクを表示する リンク セクションが追加されました。 

 設定 > システム > 洗い替えプロファイルの管理 に、洗い替えプロファイルを サイト コレクション お

よび Office 365 グループ の 2 種類に分割する 洗い替え範囲 フィールド、グループ権限およびグ

ループ メンバーシップを定期的に確認する 権限洗い替え フィールドおよび メンバーシップ洗い替え 

フィールドが追加されました。 

 グループ ポリシー に、Office 365 グループ非アクティブしきい値 フィールドが追加されました。これ

により、指定期間内にグループ設定への変更が発生せず、グループ チーム サイト・ファイル・ノートブッ

ク・カレンダーへのアクセスがない場合、非アクティブしきい値タスクが生成され、承認者に対して割り当

てられます。 

 設定 > システム に、Governance Automation Online システム内の特定の用語をカスタマイズ

する Governance Automation 用語管理 が追加されました。 

 サービスの構成画面の 承認プロセス フィールドに、1 件または複数の条件付き承認プロセスを追加

する 複数承認プロセス オプションおよび該当設定が追加されました。サービスの要求に使用される承

認プロセスはメタデータ条件に基づいて決定されます。 

 設定 > 要求の管理 > メタデータの管理 に、ユーザー プロファイル プロパティ タイプのメタデータ

および該当設定が追加されました。 

 設定 > システム > メール テンプレート に、要求者に無効な要求を通知する 無効な要求の通知

用メール テンプレート が追加されました。 

 グループの作成 サービス > グループの所有者 および グループ メンバー に、$グループのメイン連

絡先 ロールおよび $グループのサブ連絡先 ロールが追加されました。 

 設定 > システム > 洗い替えプロファイルの管理 に、Office 365 グループのメンバーシップを定期

的に確認する メンバーシップ洗い替え フィールドが追加されました。 

 グループの作成 サービス > グループのメイン連絡先 および グループのサブ連絡先 で、$要求者 

ロールおよび $要求者の管理者 ロールが使用可能になりました。 

 Office 365 グループ ポリシー > Office 365 グループ ライフサイクル管理の要求タイプ に、Off

ice 365 グループ チーム サイト クォータの変更を有効にする オプションが追加されました。 

 グループ ライフサイクル管理 サービス > ライフサイクル管理アクション に、Office 365 グループ 

チーム サイト クォータを変更する オプションが追加され、ビジネス ユーザーがグループ チーム サイト 

クォータの変更を要求することが可能になりました。 
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 グループ設定の変更 サービスに グループ メタデータの変更 フィールドが追加され、サービス要求フォ

ームで指定された Office 365 グループのグループ メタデータをビジネス ユーザーが変更することが可

能になりました。 

 変数ロールの名称が日本語およびフランス語に対応しました。 

既知の問題 

 ビジネス ユーザーが グループの作成 サービス経由で要求を送信すると、新しい Office 365 グルー

プが生成されます。その後、ビジネス ユーザーがこのグループの グループ設定の変更 サービス要求を

送信すると、要求の承認後エラー タスクが生成され、グループ設定を変更することができません。 

原因: Exchange Online のスケジュール タイマー ジョブでは、新規作成された Office 365 グルー

プのメールボックスの初期化が終了していません。 

対処法: グループのメールボックス初期化の完了後、承認者がエラー タスクで [リトライする] をクリッ

クします。 

 サイト コレクションの作成 サービスで、サイト コレクション テンプレート フィールド内の テンプレートを

後で選択 オプションが選択されており、Governance Automation Online アプリを自動的に

有効化する オプションおよび ホームページにサイト情報カード アプリ パーツを自動的に追加する オ

プションが有効になっている場合、このサービスの要求の完了後にサイト コレクションが生成されますが、

Governance Automation Online アプリおよびアプリ パーツがサイト コレクションに展開されていま

せん。 

 ビジネス ユーザーが ユーザー権限のクローン / 転送 サービス要求を開始する場合、サービス要求ペ

ージ内の クローン元ユーザー フィールドまたは クローン先ユーザー フィールドで、ビジネス ユーザーが

パブリック グループ名 / プライベート グループ名を入力して保存し、要求を送信すると、承認者による

要求の承認後、エラー タスクが生成されます。ユーザー 権限のクローン中にシステム エラー メッセージ

が表示されます。 

原因: 権限のクローンおよび一時アクセス許可の付与は DocAve Online に基づいて実行されます

が、パブリック グループおよびプライベート グループは DocAve Online で対応されていません。 

 既存の Office 365 オブジェクトのインポート 機能もしくは 既存のサイト コレクションおよびサイ

トのインポート 機能を使用して SharePoint Online built-in サイト コレクション .../portals/co

mmunity および .../portals/hub をインポートする場合、カスタム スクリプト 設定を有効にして
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も、サイト コレクションを Governance Automation Online にインポートすることができません。 

原因: Governance Automation Online は、これらのサイト コレクションの AllProperties プ

ロパティを更新することができません。 

 ユーザー ポリシー 構成ページまたは グループ設定の変更 要求ページで、エラー ページが表示さ

れ、ユーザー ポリシーの適用・Office 365 グループの作成・Office 365 グループ設定の変更タスク

によってエラー タスクが生成され、「リモート サーバー outlook.office365.com からのデータの

処理が失敗し、次のエラー メッセージが返されました。」 というエラー メッセージが表示される可能性

があります。 

原因: Governance Automation Online は Exchange Online PowerShell 経由でユーザ

ー ポリシーおよび Office 365 グループを管理します。このエラーは Exchange Online PowerSh

ell に関連します。テナントごとに開いている Exchange Online PowerShell 接続の最大数は 3 

件 (Office 365 の制限) です。Exchange Online PowerShell に同時に接続するアプリケーシ

ョン (Governance Automation Online、DocAve Online および他の製品を含む) 数が 3 件

を超過した場合、このエラーが発生します。 

 IT 管理者が SharePoint Online で、テンプレート ファイル名に t!e@s't などの特殊文字を含む

サイト テンプレートを作成して保存し、サイトの作成 サービス > サイト テンプレート で、IT 管理者

によって新規作成されたサイト テンプレートを選択します。ビジネス ユーザーがこのサービスを利用して

要求を送信し、要求が承認者によって承認された後、エラー タスクが生成されます。システム エラー メ

ッセージ 「選択したサイト テンプレートでは、このタイプのサイトを作成することができません。」 が表

示されます。 

原因: カスタム テンプレートが SharePoint Online API から取得される際、SharePoint Online 

API は自動的にファイル名に特殊文字を含むテンプレート ファイルを除外します。このため、該当する

テンプレート ファイルは SharePoint Online API を使用した検索結果に返されません。 

 サービスの サービス権限 フィールで、IT 管理者が このサービスを使用するユーザー / グループを選

択する オプションを選択し、テキスト ボックスに Office 365 グループを入力して保存し、サービスをア

クティブにすると、入力した Office 365 グループ内のユーザーは 要求の開始 ページでこのサービスを

検出することができません。 

原因: この Office 365 グループは AvePoint Online Services に存在しませんが、Governan

ce Automation Online データベースに存在します。 

対処法: AvePoint Online Services > 管理 > ユーザー管理 の順に進み、Office 365 グ

ループを AvePoint Online Services ユーザーとして追加します。 
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 Governance Automation Online アプリをサイト コレクションまたはサイトに追加する際、Gover

nance Automation Online を信頼しますか? ウィンドウに インストール言語の選択 オプション

が存在しますが、Governance Automation Online アプリの表示言語はサイト コレクションまたは

サイトの表示言語を継承するため、ここで選択した言語は Governance Automation Online ア

プリに反映されません。 

 SharePoint Online で メンバー を確認すると、メンバー および すべてのユーザー (メンバーシッ

プ) が取得されます。メンバー と すべてのユーザー (メンバーシップ) の表示名が競合しています。S

harePoint Online では、異なるユーザーまたはセキュリティ グループは同一の表示名を持つことがで

きますが、Governance Automation Online は最初に選択された表示名のみを使用することが

できます。そのため、すべてのユーザー (メンバーシップ) はメタデータ値として使用されます。 

 Internet Explorer 8 を使用して Governance Automation Online にアクセスする場合、対

応フォームの構成を実行することはできません。 

 Governance Automation Online は、サイト コレクションの 最終アクセス日時 を取得することが

できません。サイト コレクションの 最終アクセス日時 の代わりに、最終更新日時 が取得されます。 

原因: SharePoint Online API の制限に起因します。SharePoint Online API には、GetSit

eCollectionLastAccessDate が存在しません。サイト コレクション ライフサイクルの管理 で

は、サイト コレクションに対して指定された時間内にアクセスが行われなかった場合の非アクティブしきい

値を設定することができますが、設定を正しく行っても、サイト コレクションの 最終アクセス日時 ではな

く 最終更新日時 が数値として取得されます。 

 Governance Automation Online を使用してサイトを作成すると、サイト サイズがデータベースで

アップデートされません。サイトを作成してから、サイト タイトルを変更し、ライブラリ / ドキュメントをサイ

トに作成します。タイマー サービスの構成管理 で、サイト情報の同期ジョブ を有効にし、間隔を変

更します。サイト情報が同期された後でも、サイトのサイズはアップデートされません。 

 SharePoint Online で [コンテンツを含む] をオンにしてカスタム ライブラリ テンプレートを作成し、そ

のテンプレートを使用して Governance Automation Online でライブラリ / リスト サービスを作成

してから ライブラリ / リストの作成 を承認すると、コンテンツが含まれないライブラリが作成されます。

この問題は SharePoint Online API の制限に起因します。 

 サイトの作成 サービスの サイト テンプレート フィールドで、テンプレートの選択 に -public という文

字列が含まれたサイト コレクションの URL を入力すると、エラーが発生します。この問題は SharePoi

nt Online API の制限に起因します。 
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 2 ステージの承認プロセス ステージを作成する際、承認者を第 1 段階で 2 人以上設定し、承認者

として設定されたユーザーのタスクを一括モードで承認すると、第 2 段階が自動的に承認されてしまう

エラーが発生します。承認の第 1 ステージで、2 人の異なるユーザー (ここでは仮にユーザー 1 とユー

ザー 2 とします) を承認者として設定し、順序を 全員が同時参加 (並列) とします。第 2 ステージ

で、承認者を設定します。この承認プロセスをサービスに適用し、サービスに準拠した要求を送信しま

す。すべてのタスク で、ユーザー 1 と ユーザー 2 のタスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックし

て、2 件のタスクを承認すると、第 2 ステージ用に生成された承認プロセスが承認されてしまいます。 

 Governance Automation Online の有効期限通知メールを Windows メール アプリで閲覧す

ると、メールの本文と画像が適切に表示されません。Office 365 Outlook に Internet Explorer 

9 を使用してアクセスすると、メール内の画像が適切に表示されません。 

 Built-in サイト グループの作成後にサイトのタイトルを変更すると、built-in グループのプレフィックスが

元のサイト タイトルのままであるため、サイト グループ名が変更済みサイト名と一致しなくなります。 

 ビジネス ユーザーが ユーザー権限のクローン / 転送 サービス要求を開始する場合、クローン元ユー

ザー フィールドまたは クローン先ユーザー フィールドにパブリック グループ名 / プライベート グループ名

を入力すると、システムは 「ユーザー権限のクローン中にエラーが発生しました。」 というエラー メッセ

ージが生成されます。 

原因: 権限のクローンおよび一時アクセス許可の付与は DocAve Online に基づいて実行されます

が、DocAve Online はパブリック／プライベート グループに対応していません。 

 追加のサイト コレクション管理者としてグループを割り当て、サイト コレクション連絡先またはサイト コ

レクション管理者のみがこのサービスの要求を送信できるようにする を選択します。このグループのユ

ーザーが サイト コレクション設定の変更 サービス・サイト メタデータの変更 サービス・権限の変更 

サービス・サイト コレクション ライフサイクル管理 サービス・サイトのライフサイクル管理 サービスを送

信すると、「この要求を送信できるのは、サイト連絡先またはサイト コレクション連絡先のみです。」 

というメッセージが表示されます。 

原因: 追加のサイト コレクション管理者グループとして指定されたグループは SharePoint Online か

ら取得されますが、グループの SPObjectId プロパティを取得することができません。要求を送信した

ユーザーがこのグループに所属するかどうかを確認できないため、エラーが表示されます。 

 Governance Automation Online アプリを 2 件のサイト コレクションに個別に展開した場合、競

合解決を 上書きする に設定した状態で コンテンツ移動 要求を送信し、その 1 件のサイト コレクシ

ョンを他の 1 件のサイト コレクションにコピーします。タスクの承認・実行完了後、サイト リンク バー上

の Governance Automation Online リンクをクリックすると、エラー ページが生成されます。 
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 サイト コレクションの作成 サービスで 展開マネージャー および Governance Automation Onli

ne アプリ自動展開機能を有効にし、展開マネージャー プランの移動元範囲に Governance Aut

omation Online アプリを含む場合、サイト コレクションの作成 サービスを使用すると、新規作成さ

れたサイト コレクションには Governance Automation Online アプリのリンクが 2 件存在していま

す。1 件のリンクは Governance Automation Online アプリ画面にリダイレクトしますが、他の 1 

件のリンクをクリックするとエラー ページが表示されます。 

 メール テンプレートを構成する際にメッセージ内の参照が別のメール テンプレートからコピーされた場

合、参照をリアル データに置き換えることができません。代わりに、[参照を挿入] をクリックして参照を

追加することができます。 
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製、保存、送信を禁じます。また上記の如何に関わらず、本発行物内の AvePoint 関連の情報 (派生物及び変化物

を含む) の何人による複製及び転載も禁じます。また、如何なる複製物並びに転載物も自動的に AvePoint に属する

ものとし、該当者または継承者、担当者、相続者、恩恵者、実行者のいずれも該当複製物並びに転載物を直ちに Av

ePoint へ返却し、必要書類に署名することに同意するものとします。 

登録商標  

AvePoint®、DocAve®、AvePoint ロゴおよび AvePoint ピラミッド ロゴは AvePoint Japan 株式会社による日本

特許庁登録済みの商標です。 これらの登録商標および本書に使用されている他の商標はすべて AvePoint の専有プ

ロパティであり、文書による許諾なしには使用できません。

Microsoft、MS-DOS、Internet Explorer、Office、Office 365、SharePoint、Windows PowerShell、SQL 

Server、Outlook、Windows Server、Active Directory、Dynamics CRM 2013 はマイクロソフト株式会社の

商標または登録商標です。 

Adobe Acrobat、および Acrobat Reader は Adobe Systems、Inc の商標です。 

その他本書に掲載されている商標はすべて該当の所有者のプロパティであり、許諾なしに使用することを禁じます。 

変更 

本書は情報の提供のみを目的とし、通知なしに変更または更新される場合があります。 当社では最新、そして正確な情

報を提供するよう努力しておりますが、あらゆるコンテンツの誤りもしくは脱落に起因する間接的、派生的に生じた損害に

対し、一切の責任を負わないものとします。当社は、ユーザーに対し予告、通知をすることなく AvePoint ソフトウェアのグ

ラフィック ユーザー インターフェイスを変更する権利を所有しています。

AvePoint Japan 株式会社 

〒 108-0074  

東京都港区高輪 4 丁目 10-18 

京急第一ビル 11 階
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