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Governance Automation SP7 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 SP7 の新機能のうち重要な更新部分の詳細となります。 

直接アップデートに必要な

最低バージョン 

Governance Automation SP7 への直接アップデートを実行するには、

Governance Automation SP6 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 

SnapManager 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 

Automation 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。

Governance 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。 

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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 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

た場合は、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

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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新機能と強化点 

GUI 全般 

 Internet Explorer 11 の VPAT (自主的製品アクセシビリティ テンプレート) に対応しました。 

モニターとレポート 

 アカウント マネージャー のカスタム グループで 権限 を構成することで、サイト コレクション レポート お

よび サイト レポート で セキュリティ トリミングを有効にする チェックボックスを選択することができるよ

うになりました。セキュリティ トリミングが有効化されている場合、サイト コレクション レポート または サイ

ト レポートで、グループのユーザーは権限を持つサイト コレクションやサイトのみを閲覧することができる

ようになります。 

 ダッシュボード タブが追加されました。SharePoint サイト コレクションや Governance 

Automation ユーザー利用状況、Governance Automation タスクなどをモニタリングする際に使

用可能な棒グラフ、線グラフ、円グラフを構成することができるようになりました。 

 個人用サイト で、要求の開始 オプションが追加されました。個人用サイト でレポートを表示している

際にサイト コレクションまたはサイトを選択し、リボン上で 要求の開始 をクリックすると、サイト コレクショ

ンまたはサイトの要求が開始されます。 

 モニターとレポート > ダッシュボード で、初回にアクセスするユーザーに対して既定のグラフが事前定

義されるようになりました。既定のグラフは、サイト コレクションの状態、タスクのサービス タイプ、タス

クの状態分布 の 3 種類です。 

 設定 > 個人用サイト フィルターのカスタマイズ で、参照メタデータを条件として追加できるようにな

りました。 

 モニターとレポート > サイト コレクション レポート および モニターとレポート > サイト レポート で、

最終処理の時刻 列が追加されました。これによりサイト コレクションおよびサイトのアーカイブ、削除、

ロックを実行した時間を表示できるようになります。 

 個人用サイト で、説明、作成日時、クォータ サイズ (GB)、サイト コレクション サイズ (Gb)、リー

ス期間の有効期限、サイトの深さの最大値、リース期間の有効期限、サイトの深さの最大値 など

の列、およびメタデータを表示する際に必要となる列を追加しました。新たなフィルター (状態、リース

期間の有効期限) が追加されました。 
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 個人用サイト で、ローカル アカウントによるサイト コレクションおよび Office 365 アカウントにマッピン

グされたサイトの表示が可能になりました。 

サイト コレクションの作成 

 サイト コレクションの作成サービス > セキュリティ グループ で、ビジネス ユーザーに対し、Active 

Directory グループの作成を許可する チェックボックスが追加されました。この機能を使用すると、ビ

ジネス ユーザーがサイト コレクションの要求を開始する際に Active Directory グループを作成するこ

とができるようになります。  

 サイト コレクションの作成 要求ページの一部のフィールドで、類似したサイト コレクションを検索 リン

クを追加しました。これにより要求の情報に基づいて類似のサイト コレクションを検索することができるよ

うになります。サイトの作成 要求ページの一部のフィールドで、類似したサイトを検索 リンクを追加し

ました。これにより要求の情報に基づいて類似のサイトを検索することができるようになります。この機能

は、類似の目的を持つサイト コレクションやサイトが重複して作成されることを防止するためのもので

す。 

 SharePoint Online では個別のストレージ容量を管理する必要がなくなり、ストレージ管理がシンプ

ル化されました。これに伴い、Governance Automation サイト コレクション ポリシー for 

SharePoint Online でも、ストレージ クオータ の要求アイコンが削除されました。SharePoint 

Online 環境内で各サイト コレクションにストレージ容量制限が設定される場合、ストレージ クオータ

は 1024 GB 以下となります。それ以外の場合は、1024 GB が既定値となります。 

 サイト コレクション ポリシー > コンテンツ データベース で、新しいデータベースの作成 オプションを

選択し、コンテンツ データベース名の全部または一部として $SiteURL ロールを入力します。サイト 

コレクションの作成サービス > URL で、上記で構成したコンテンツ データベース ポリシーを適用し、

URL を自動生成する チェックボックスを選択して、プレフィックス テキスト ボックスを入力します。ここ

で、サイト コレクションの作成 要求を開始してサイト コレクションを作成すると、コンテンツ データベー

ス名としてプレフィックスに入力した値が適用され、$SiteURL ロールが正常に置き換えられます。 

ワークフロー管理 

 自動承認の承認プロセスで、CC フィールドのロールを追加しました。 

 GUI の説明セクションでロールの一覧および説明が非表示になり、使用可能なロールを表示する > 

リンク で利用可能なロールを一覧で表示できるようになりました。 
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権限の付与  

 権限の付与 要求 > ユーザーの選択 で、要求者がユーザーまたはグループを選択すると、選択した

ユーザー・グループの現在の権限が表示されるようになりました。 

 権限の付与 サービス > ユーザーの選択 で、ビジネス ユーザーに対し、Active Directory グル

ープへのメンバーの追加を許可する チェックボックスが追加されました。このチェックボックスを選択する

ことで、権限の付与 要求の開始時に Active Directory グループにメンバーを追加することができる

ようになります。 

コンテンツ移動 

 コンテンツ移動 サービス > 範囲 > 移動先範囲 で、移動先 URL を指定する オプションが追加さ

れました。このオプションでは、移動先範囲の指定方法として特定の移動先 URL を設定する と 移

動先の開始 URL を設定する の 2 種類から選択することができます。特定の移動先 URL を設定

する オプションでは、このオブジェクトに対しコンテンツのコピーまたは移動のみを行うことができます。移

動先の開始 URL を設定する オプションでは、開始 URL に基づいて移動先 URL を定義すること

ができます。 

サービス管理とシステム設定 

 洗い替えプロファイルの管理 で、サイト コレクションの自動ロック フィールドが追加されました。このフ

ィールドで 自動ロックを有効にする チェックボックスを選択し、関連設定を構成すると、サイト コレクシ

ョンの洗い替えタスクが期限切れとなった場合にサイト コレクションの自動ロックを実行することができる

ようになります。 

 言語 フィールドで、サービスや対応フォームの言語を複数選択することができるようになりました。これに

より、サービスまたは対応フォームを構成する際に複数の言語を選択することができます。要求を開始

する際に、使用されている言語に従ってサービスまたは対応フォームをフィルターすることができるようにな

りました。 

 サービスの構成時に管理者の連絡先として Active Directory グループを選択できるようになりまし

た。 

 インポートしたサイト コレクションまたはサイトのホームページにサイト情報カードおよびサイト ディレクトリ 

アプリ パーツを自動展開できるようになりました。 
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アプリとアプリ パーツ 

 サイト情報カード > サービス要求 タブで、ログインしたユーザーがアクセス可能な対応フォームを表示

できるようになりました。 
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バグ修正 

 Governance Automation サイト コレクション ポリシーまたは サイト コレクションの作成 サービス

で選択された SharePoint オブジェクトを展開元のノードとして持つ展開マネージャーのプランが、正

常に読み込まれるようになりました。 

 Governance Automation SP5 CU1 からアップデートを行った際、個人用洗い替えレポートにア

クセスしてもエラー ページが表示されることがなくなりました。  

 Governance Automation サイト コレクション ポリシーで、SharePoint Online 向けのアーカイバ 

プロファイルを設定できるようになりました。 

 Governance Automation 要求フォームで、日付と時刻メタデータでフィルターされた参照メタデー

タの値を SharePoint Online リストから取得できるようになりました。  

 ADFS 認証のみが有効化されている場合、メタデータの変数が使用できるようになりました。 

 SharePoint で構成した ADFS 認証を使用して 権限のクローンまたは転送 サービス要求を開始

する場合、タスクの割り当て先 (ADFS ロール) に ADFS ロールのログイン名が正しく表示されるよう

になりました。  

 設定 > Governance Automation 用語管理 で、一部の用語 (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) をカスタマ

イズしました。ロール名 $移行元サイト コレクションのメイン連絡先、$移行先サイト コレクションの

サブ連絡先、$移行元サイトのメイン連絡先、$移行先サイトのサブ連絡先 に含まれる用語がカス

タム値に置き換えられました。 

 サイト コレクション レポート、サイト レポート、個人用サイトで、はい / いいえ メタデータおよび 日付と

時刻 メタデータのフィルタリング・検索に対応しました。 

 Governance Automation で管理している SharePoint Online サイト コレクションを削除する

場合、削除の状態がサイト コレクション レポートに同期されるようになりました。  

 カスタム証明書を使用して Governance Automation のアップデートを実行する場合、実行後に 

DocAve エージェントと通信できるようになりました。  

 ユーザー プロファイル サービス同期ジョブを使用する際に、Governance Automation 構成データ

ベースの dbo.Users テーブルに isdelete プロパティが適切に適用されるようになりました。 

 サイト コレクション レポート で、バッチ モードでポリシーを変更する際にエラーが発生した場合、ポリシ

ー 列に 更新を保留中 と表示され、サイト コレクションがロックされます。このとき、ポリシーの適用 を

再度クリックすることで、対象のサイト コレクションにポリシーを適用できるようになりました。  
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既知の問題  

 設定 > メタデータ管理 で、ユーザーまたはグループ メタデータを作成する際に 承認プロセスで、こ

のメタデータを変数ロールとして引用することを許可する チェックボックスを選択し、規定値 テキスト 

ボックスに複数の値を入力したのち、IT 管理者から割り当てるよう選択してこのメタデータを保存しま

す。承認プロセス管理 > 承認者 で、$サービス メタデータ ("メタデータ名")、$サイト コレクショ

ン メタデータ ("メタデータ名")、または $サイト メタデータ ("メタデータ名") を承認者として入

力します。その後新規に作成された承認プロセスで適用されるサービスすべての メタデータ フィールド

で、サービスに対して新規に作成されたメタデータを承認してサービスを保存・アクティブ化します。このと

き、ユーザーがこれらのサービスを経由して要求を開始、提出すると、すべての要求でエラー タスクが生

成され、エラー メッセージ (割り当て先が見つかりません。ユーザーが存在しないか、無効になってい

ます。) が表示されます。 

対処法: 要要求に対し特定の承認者を指定する場合、サービスのプロセスを構成する際にユーザーま

たはグループを ユーザーまたはグループ メタデータの値としてではなく承認者として指定します。 

 Governance Automation アプリを SharePoint へ展開します。このとき、Web アプリケーション

には Azure Access Service (ACS) が構成されています。この状態で、Web アプリケーションのサ

イトにアクセスし、Governance Automation アプリを追加しようとしても、正常に追加できません。 

対処法: Azure ACS の接続を Web アプリケーションから除外します。これにより Governance 

Automation アプリをサイトへ追加することができるようになります。 

 設定 > SharePoint アクセス許可レベルの管理 で、SharePoint アクセス許可レベルを選択し

てリボン上で [編集] をクリックします。権限 フィールドで、権限を修正してアクセス許可レベルに変更

を行い、[保存] をクリックして保存します。その後、サイト コレクション作成サービス・サイト作成サー

ビス > セキュリティ グループ で、権限をユーザーに付与またはセキュリティ グループ内の権限を編集

する際に、修正された SharePoint アクセス許可レベルを選択します。ここで、ビジネス ユーザーがサ

イト コレクション作成サービス・サイト作成サービスのうちいずれかを通じて要求を開始しても、新規に作

成されたサイト コレクションまたはサイトに適用される修正済み SharePoint アクセス許可レベルは変

化しません。 

 DocAve 6 SP5 CU1 または SnapManager 8.2 for SharePoint と合わせて Governance 

Automation SP5 CU2 を使用する場合、スケジュール設定したストレージ マネージャー プロファイ

ルを適用してサイト コレクション ポリシーを作成し、サイト コレクション作成サービスにこのポリシーを適

用すると、このサービスの要求を送信後にエラー タスクが生成されます。 

この問題が発生するバージョンは、Governance Automation SP5 CU2 のみです。 



  

10  

 
Governance Automation リリース ノート 

 

 

 ユーザー選択 機能が使用できるサービスで、$要求者の管理者 を選択し、ビジネス ユーザー毎に

割り当てる を設定してから、このサービスの要求を開始した場合で、かつ指定された要求者の管理者

が Governance Automation にログインしなかった場合、マネージャーの名前は ユーザー選択 機

能で認識されません。対応フォームにはマネージャー名が読み込まれますが、ユーザー名は無効として

表示されます。 

 Google Chrome を使用して Governance Automation にアクセスし、サービス管理 画面に移

動します。この時サービスを 25 件以上選択して 印刷プレビュー をクリックすると、ブラウザーのポップア

ップ ウィンドウが表示され、ページの応答がないというメッセージが現れます。その後ポップアップ ウィンド

ウがフリーズし、印刷ページが表示されます。 

 AvePoint アップデート マネージャーを使用して、Governance Automation SP5 CU2 から 

SP6 へのアップグレードを実行する場合、DocAve_Governance_Automation_1.0_SP6.zip 

をインストールしてアップデートを実行しようとすると、インストールが失敗します。 

 外部ワークフローを使用して承認プロセスを作成し、この承認プロセスを適用してサービスの要求を送

信する際に、ここで生成されたタスクにコメントを付けて外部ワークフロー内で承認または却下し、

Governance Automation インターフェイスに戻ってこのタスクを表示してもコメントが表示されず、ま

た要求の却下および承認を通知するメールでもコメント参照に実際のコメントが反映されません。 

 この問題は SQL Server 2012 にのみ発生します。複数の要求を送信し、SQL Server 

(MSSQLSSERVER) サービスを再起動します。ここでさらに追加で要求を送信し、この要求の ID を

表示すると、要求 ID が正しく反映されません。例えば、サービス再起動前の要求の ID が 1、2、3 

の場合、サービス再起動後の要求 ID が 1003、1004、1005 という形になります。 

対処法: SQL Server 構成マネージャーに移動します。SQL Server インスタンスを右クリックし、

[プロパティ] を選択します。[スタートアップ パラメーター] タブをクリックし、起動時のパラメーター

の指定 テキスト ボックスに -t272 と入力し、[追加] をクリックします。[適用] をクリックして構成を適

用し、SQL Server 2012 インスタンスを再起動します。 

 

 この問題は SQL Server 2012 にのみ発生します。Governance Automation で障害復元を

構成します。Governance Automation 構成データベースが SQL Server 2012 にある状態

で、本番ファームから障害復元用ファームに切り替えを行います。その後両環境で複数の要求を送信

し、個人用要求 > 送信済み要求 で要求の ID を表示すると、要求 ID が正しく反映されません。

例えば、本番環境で送信された要求の ID が 1 の場合、障害復元用環境で送信された要求 ID 

は 1001 という形になります。 

対処法: SQL Server 構成マネージャーに移動します。SQL Server インスタンスを右クリックし、

[プロパティ] を選択します。[スタートアップ パラメーター] タブをクリックし、起動時のパラメーター
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の指定 テキスト ボックスに -t272 と入力し、[追加] をクリックします。[適用] をクリックして構成を適

用します。SQL Server 2012 インスタンスを再起動します。 

 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、サイト コレクションをインポート

します。代替アクセス マッピング (AAM) URL や拡張ゾーン URL など既定でないゾーン形式にサイト 

コレクション URL を入力し、コンテンツ移行要求を開始します。このとき、インポートしたサイト コレクシ

ョンは移行先ノードのマッピングに含まれますが、移行先環境での登録状態は 未登録 のままです。こ

の状態で要求を送信しするとエラー タスクが生成され、エラー メッセージ (パブリック サイト コレクション 

ディレクトリへの移行先サイト コレクションの追加に失敗しました。) が表示されます。 

 Governance Automation SP7 コンテンツ移行サービス > 移行データベース で、移行ジョブに

よって生成されたデータの保存先として、指定した移行データベースを使用する チェックボックスが使

用できなくなります。 

 Governance Automation SP6 を、DocAve 6 SP5 CU1 と合わせて使用する場合、

DocAve 6 SharePoint 移行で移行データベースが構成されていても、コンテンツ移行サービスで移

行データベースの設定が使用できません。 

 Internet Explorer 8 または 9 を使用して Governance Automation Web パーツにアクセス

すると、Web パーツ上でサービスを作成し、メタデータ フィールドで新しいメタデータを作成する際に、メ

タデータの作成 ウィンドウで 列の追加設定 フィールドが正常に表示されず、ボタンはテキストとして表

示されます。 

 権限のクローンまたは転送要求を開始し、ツリーから SharePoint Online ノードを選択します。権限

オプションとして 置き換える を選択し、元のユーザーの権限に置き換える前に置き換え対象ユーザー

の権限を削除します。この場合、置き換え対象ユーザーが SharePoint Online グループに所属して

いると、SharePoint Online グループに対する対象ユーザーの権限は置き換え処理後もそのまま残

ります。 

対処法: DocAve の コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト で SharePoint 

Online サイト コレクションを登録する際に、登録済みサイト コレクションに対してフル コントロール権

限およびサイト コレクション管理権限を持つサイト コレクション ユーザーを入力します。 

 既存のサイト コレクションおよびサイトのインポート 機能を使用してサイト コレクションおよびサイトを

インポートしようとすると、エラー ページが表示されます。 

対処法: DocAve マネージャー > コントロール パネル > セキュリティ設定 に移動し、ユーザー セッ

ションの最大数を増やします。 
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 コンテンツ移行サービスに、マッピングを追加します。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、

以下のメッセージが表示されます。「移行先サイト コレクションの作成に失敗しました。」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。 

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 

Automation 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が信頼することにより、このエラーの発生は回避できます。 

 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、大量のサイト コレクションやサイトを

インポートすると、途中でインポート ジョブが停止し全てのサイトをインポートすることができません。 

対処法: IIS マネージャーに移動し、Governance Automation のアプリケーション プールを指定

します。右クリックして [リサイクル] を選択します。アプリケーション プールのリサイクル設定の編集 

画面で、定期的な間隔 (分) チェックボックスの選択を外します。 

 承認プロセスで、外部ワークフローと統合 を選択し、SharePoint Designer ワークフローを選択し

ます。承認プロセスを保存し、アクティブ化します。サービスを作成し、作成した承認プロセスを適用しま

す。SharePoint Designer に移動し、承認プロセスで選択したワークフローを編集して、ワークフロー

を発行します。その後、このサービスに基づいた要求を送信すると、エラー タスクが生成されます。 

対処法: 要求の送信後、承認プロセスを編集して、修正した SharePoint Designer ワークフロー

を再度選択します。 

 Internet Explorer 10 を使用して Governance Automation にアクセスします。サイト コレク

ション ポリシーを作成し、サイト ポリシー バーを有効化します。ここでポリシー アイコンの画像を表示す

ると、Web ページ エラー ウィンドウが表示され、エラー メッセージ「アクセスが拒否されました」が表

示されます。 

これは、Internet Explorer のセキュリティ制限に起因します。  
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対処法: インターネット オプション > セキュリティ に移動します。信頼済みサイト をクリックして サイ

ト ボタンをクリックし、Governance Automation の URL をゾーンに追加します。 

 Google Chrome を使用して Governance Automation Web パーツがインストールされた 

SharePoint 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。 

 DocAve コントロール パネル > アップデート マネージャー に移動し、Governance Automation 

のバージョンを SP4 から SP5 へアップデートしようとすると、アップデートの状態が 0 ％から変化せず、

フリーズ状態となってしまいます。 

これは、Governance Automation タイマー サービスの問題によるものです。Governance 

Automation のアップデート時、Governance Automation タイマー サービスを停止する必要が

あります。しかし、Governance Automation SP4 では通常タイマー サービスが停止しないため、ア

ップデートがフリーズ状態となってしまいます。 

 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。  

 サイト コレクションでリスト・ライブラリ・フォルダー・アイテムなどを作成し、権限の継承を解除して、サイト 

コレクションに対してサイト コレクション ポリシーを提供します。その後、このポリシーで権限の洗い替えを

有効化し、権限洗い替えタスクでサイト コレクションからグループの権限を削除すると、サイト コレクショ

ン レベルのレコードはハイライト表示されますが、サイト コレクションのリスト・ライブラリ・フォルダー・アイテ

ムはハイライト表示されません。 

これは、DocAve API の制限に起因します。Governance Automation では、どのデータが同じ

サイトに所属するのかを DocAve API が提供するデータから判別することができません。このため、サ

イト コレクション レベルのグループ権限を削除すると、Governance Automation ではサイトに属す

るデータを判別できず、ハイライトできなくなります。 

 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

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。   
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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。これにより、移動元のユ

ーザー権限が移動先へコピーされ、要求者は移動先の子ノードへのアクセスができなくなります。 

 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 にサイト コレクションの AAM URL を登録します。 

 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 ファイルをメモ帳で開き、文字コードとして Unicode を選択して保存します。 

 Governance Automation Web API を使用して、コンテンツの移動要求を保存します。この承

認で、Built-in ライブラリ ドキュメント内のフォルダーまたはファイルの URL がマッピングに追加されてい

る場合、要求を正常に保存することができません。 

 Governance Automation SP2 で、サービスでカスタム アクションを有効化します。実行ファイルお

よび PowerShell スクリプト ファイルを DocAve エージェント ディレクトリ (…\Agent\bin) に保存

し、サービスの要求を作成、送信、承認すると、カスタム アクションに基づいて承認プロセスが正常に実

行されます。このとき、新しいサービスの要求を作成、送信する際に Governance Automation を 

SP2 から SP3 へアップデートし、SP3 環境で要求を承認すると、エラー タスクが作成され、カスタム 

アクション ファイルが存在しないという警告が表示されます。ここで、実行ファイルおよび PowerShell 

スクリプト ファイルを ...\Agent\bin\GovernanceAutomation に移動し、エラー タスクを再度

実行しても、エラーが消えずに発生し続けます。 

これは、実行ファイル名または PowerShell スクリプト ファイル名に文字と数字が含まれており、ファイ

ル名の文字数が 4 の倍数の場合に発生します。また、Governance Automation SP2 で送信し

た要求では ...\Agent\bin\GovernanceAutomation ディレクトリ内の実行ファイル名および 

Powershell スクリプト ファイル名を取得することができません。 

 個人用サイトの作成サービス: Governance Automation の表示言語がフランス語で、

Governance Automation 使用環境のシステム言語がフランス語ではない言語に設定されている

状態で、一括モードを有効化してサービス要求を作成します。テンプレートファイルを CSV 形式でダウ

ンロードします。この CSV ファイルの中では、列の名前がフランス語で表示されません。また、この状態



 15 

 
Governance Automation リリース ノート 

 

で必要な情報を入力し、テンプレート ファイルをアップロードして、アップロードしたテンプレート ファイルの

チェック アイコンをクリックしても、ファイルが無効となります。 

これは、Governance Automation 使用環境のサーバーのシステム言語がフランス語でないことに

起因します。。 

 このエラーは、Internet Explorer を使用して Governance Automation Web パーツへアクセ

スする際に発生することが確認されています。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、 Governance Automation の URL (例: https://10.2.4.43) 

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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