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Governance Automation SP6 へのアップデートに

ついて 
Governance Automation のアップデートを実行する場合は、Governance Automation ユーザーガイ

ド (管理者用) Governance Automation のアップデート セクションに記載されたステップを参照してく

ださい。 

以下のテーブルは、Governance Automation SP6 の新機能のうち重要な更新部分の情報です。 

直接アップデートに必要な
最低バージョン 

Governance Automation SP6 への直接アップデートを実行するには、G
overnance Automation SP5 CU2 が必要となります。 

使用可能な SharePoint 
バージョン 

SharePoint 2013 Online / オンプレミス 
SharePoint 2010 Online / オンプレミス 

その他 AvePoint 製品 
との依存関係 

対応プラットフォーム バージョン間の互換表については、AvePoint ナレ
ッジベース内 Governance Automation, DocAve, and SnapMana
ger for SharePoint Support Matrix (英語) を確認してください。 

新規ライセンス要否 × 
IIS リセット要否 × 
マネージャー サーバーの 
リブート要否 

× 

エージェント サーバーの 
リブート要否 

× 

アップデート状況の確認方
法 

Governance Automation のアップデートが正常に完了したかを確認する
方法は、以下のとおりです。 

• DocAve アップデート マネージャー を使用して Governance Au
tomation をアップデートした場合: DocAve コントロール パネル 
> 更新マネージャー > 履歴の表示 の順に進みます。Governanc
e Automation のアップデートを選択し、[詳細の表示] をクリックす
ると、選択された Governance Automation サーバーに、アップデ
ートが正常にインストールされているかどうかを確認することができます。 

• AvePoint 更新マネージャー ツールを利用してアップデートを実行し
た場合: AvePoint 更新マネージャー > 履歴の表示 > パッチ 
の順に進みます。Governance Automation のアップデートの アク

http://www.avepoint.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Governance_Automation_Administrator_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Governance_Automation_Administrator_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.com/community/kb/governance-automation-docave-and-snapmanager-for-sharepoint-support-matrix
http://www.avepoint.com/community/kb/governance-automation-docave-and-snapmanager-for-sharepoint-support-matrix
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ション 列の [履歴の表示] をクリックすると、更新の インストール履
歴 インターフェイスが表示されます。状態 列を確認すると、該当する 
Governance Automation サーバーに、更新が正常にインストー
ルされているかを確認することができます。 
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新機能 

SharePoint Online 
• サイトコレクション ライフサイクル サービスを使用して、SharePoint Online のサイト コレクションをアー

カイブすることが可能になりました。  

• SharePoint Online のサイト コレクションをアーカイブすることが可能になりました。  

• SharePoint Online のオブジェクトに対し、ユーザーに一時アクセス権限を付与することが可能になり
ました。 

• SharePoint Online に Governance Automation アプリおよびアプリ パーツを展開することが可
能になりました。 

ライフサイクル管理  
• IT 管理者がサイト コレクション ポリシーでサイト コレクションのリース期間延長を有効にする際、延長

可能期間 (日・週・月・年単位で指定可能) および最大延長可能期間を指定することが可能になり
ました。 

• サイトのライフサイクル管理 サービスで、複数のサイトの消去・アーカイブを一括で実行可能にするか
どうかを選択することが可能になりました。この機能が有効になっていると、サイトの消去もしくはアーカイ
ブの際に、対象サイトの複数選択が可能になります。 

• 条件付き洗い替え 機能が使用可能になりました。条件付き洗い替えを有効にすると、設定 > 洗い
替えプロファイルの管理 から、カスタムの条件とアクションを含む実行可能ファイル・PowerShell スク
リプト ファイル・アセンブリを使用して、カスタム洗い替えプロセスを開始することが可能になります。 

エンド ユーザー コンテンツ移行サービス 
• ビジネス ユーザーが使用できる コンテンツ移行サービス を追加しました。コンテンツ移行サービスを使

用することにより、異なるバージョンの SharePoint にコンテンツを移行することができます。 

外部ワークフローの統合 
• K2 Workflow を、Governance Automation の承認プロセスと統合することが可能になりまし

た。 
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• Governance Automation Web API を利用したタスクの取得・実行が可能になりました。 

• 承認プロセスのエスカレーション先として Activate Directory グループと SharePoint グループを選
択することが可能になりました。 

テキストのディスプレイおよび正規表現の確認 
• 設定 に、Governance Automation 用語管理 が追加されました。この機能を使用すると、Go

vernance Automation システム内の特定の用語をカスタマイズすることができます。カスタマイズが
可能な用語は、サイトコレクションのメイン連絡先・サイト コレクションのサブ連絡先・サイトのメイン
連絡先・サイトのサブ連絡先 です。 

• サイトのタイトルを、テキスト検証ルールで設定された正規表現に従って確認する サイト タイトルの検
証 機能が追加されました。 

レポート作成 
• 設定 に、個人用サイト フィルターのカスタマイズ 機能が追加されました。この機能を使用することに

より、IT 管理者は 個人用サイト レポート 内のサイト コレクションおよびサイトを、ユーザー ロールおよ
び ユーザーまたはグループ メタデータを使用してフィルターするために使用するカスタム フィルターを構
成することができます。特定のサイト コレクション / サイトで、ログイン ユーザーが選択したユーザー ロー
ルまたは ユーザーまたはグループ メタデータ値に合致する場合、このユーザーは 個人用サイト レポー
ト で、これらのサイト コレクション / サイトを表示することができます。 

その他のアップグレード 
• サイト コレクションの作成サービス および サイトの作成サービス で、DocAve 展開マネージャー 
プラン を有効化することが可能になりました。 

• Governance Automation SP5 CU2 から SP6. へのアップグレード ツールが使用可能になりまし
た。DocAve_Governance_Automation_SP6_UpgradePackage.zip ファイルの中にある D
ocAve_Governance_Automation_1.0_SP6_Upgrade_Tool.zip が、該当のアップグレード 
ツールです。 

• 承認プロセスで、メタデータ値を動的ロール ($Site Collection Metadata ("メタデータ名”)、およ
び $Site Metadata ("メタデータ名")) として指定可能になりました。ここで使用できるメタデータは、
サイト コレクションもしくはサイトに存在する 参照・人物・グループ のいずれかである必要があります。こ
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の値を入力すると、指定されたメタデータに合致する値を持つユーザーもしくはグループが、承認者とし
て取得されます。 
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バグ修正 
• 設定 > メタデータ管理 で、SharePoint Online ユーザー プロファイル サービスからデータを取得す

る 参照 メタデータを作成する際、ユーザー プロファイルをシステム ロール / ユーザーまたはグループ メ
タデータから取得すると、$Requester と $ManagerOfRequester が使用不可となります。こ
れは、SharePoint Online で AD もしくは ADFS を利用する際のユーザー マッピング要求に起因
するものです。  

対処法: ハイブリッド クラウドを使用する際には、オンプレミスの User Profile Service を使用するこ

とを推奨します。 

• Governance Automation のサイド リンク バーの使用時に、ユーザー名とパスワードを再入力する
必要があります。これは、ユーザーが Governance Automation と SharePoint サイト両方に対
する権限を持っている場合でも実行する必要があります。 

対処法: インターネット オプション で、Governance Automation と SharePoint のサイトを 信
頼済みサイト に追加します。 
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既知の問題  
• SharePoint Online でサイト コレクションを作成する際に、管理パスをカスタマイズすることはできませ

ん。管理センターが移動元範囲として選択された場合、Governance Automation は移動元カス
タム管理パスを処理することができません。コンテンツ移行サービスにマッピングを追加する際、Web ア
プリを移動元範囲、SharePoint Online 管理センターを移動先範囲として設定し、このサービスの
要求を開始します。マッピング セクションで、カスタム管理パスを使用するサイト コレクションを複数選択
します。これらのサイト コレクションを、SharePoint Online に移行する要求を送信します。要求の承
認後、エラー タスクが生成され、「移行先サイト コレクションの作成に失敗しました」 メッセージが表示
されます。 

対処法: コンテンツ移行サービスのマッピングを構成する際に、移行元ノードから管理パスを選択しま
す。移行元カスタム管理パスが、選択された管理パスにマッピングされます。 
 

• Google Chrome をブラウザーとして使用し、ADFS 認証を使用して Governance Automatio
n にアクセスを試行する際、ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン] をクリックしても、ログイン イ
ンターフェイスから画面が切り替わりません。これは、ブラウザに証明書エラーが発生し、送信リクエストが
送信されなくなることに起因します。 

対処法: 使用する環境で証明書の信頼を実行することにより、このエラーの発生は回避できます。 

 

• Google Chrome を使用して Governance Automation Web パーツがインストールされた Sh
arePoint サイトにアクセスすると、Web パーツが表示されません。これは、信頼できる証明書が適用
されていないことに起因します。  

対処法: Google Chrome で、設定 > 詳細設定を表示 > HTTPS/SSL の順番に進みます。
証明書の管理 をクリックします。証明書 ウィンドウで インポート をクリックし、エクスポートされた証明
書をインポートします。信頼されたルート証明機関 に証明書を保存してください。Web パーツの設定
を構成する際、Governance Automation の URL が  https://〈ホスト名〉:〈ポート〉 の形式に
なっていることを確認してください。 
 

• 対応フォーム機能は、Internet Explorer 8 では使用することができません。  
 

• コンテンツ移動サービスでセキュリティ トリミングがオンになっており、要求者が移動元サイトにアクセスす
る権限を持つものの、その中の移動元リストにアクセスする権限を持っていない場合、その移動元リスト
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は要求が実行された段階で移動先のノードにコピーされます。セキュリティ チェックをアイテム レベルにま
で適用すると、パフォーマンスに問題が生じます。   
対処法: コンテンツ移動 サービスで、セキュリティをコピーする を選択します。この操作により、移行
元ユーザーの権限が移行先にコピーされ、要求者は移行先の子ノードに対する権限を持たないことに
なります。 
 

• 代替アクセス マッピング (AAM) URL は、サイト コレクションのコンテンツ移動サービス リクエストに対し
て無効です。これは、SharePoint Online の専用インスタンスが、代替アクセス マッピング URL のユ
ーザー名とパスワードを取得できないためです。  
対処法: 要求を送信する前に、DocAve のサイト コレクションの代替アクセス マッピング URL を登
録してください。 
 

• ライブラリ / リストを一括で要求する際、CSV ファイルに日本語でテンプレート名が入力され、その後 
Governance Automation にインポートされると、Governance Automation のインターフェイス
ではインポートされたデータが表示されません。これは、CSV ファイルが ANSI を使用してエンコードさ
れていることに起因します。  
対処法: CSV をメモ帳で開き、エンコーディングを Unicode に設定して保存します。 
 

• Internet Explorer を使用して Governance Automation Web パーツにアクセスするとエラー
が発生する場合があります。 
対処法: インターネット オプション > セキュリティ タブ > 信頼済みサイト へ移動し、 Governanc
e Automation の URL を信頼済みサイトへ追加します。ポート番号の設定は不要です。. 
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ロパティであり、著作権、登録商標ならびに他の知的所有権に関する法律によって保護されています。本書に掲載する通
知および著作権の情報のいかなる削除ならびに変更も禁じます。
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Copyright © 2015 AvePoint Japan K.K. All rights reserved.本書の著作権は AvePoint Japan 株式会
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