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新機能と強化点 

 サイト コレクション レポート 画面で、サイト コレクションに対してポリシーを一括で適用することが

できる ポリシーの適用 機能が使用可能になりました。 

 権限の変更 サービスに、エンドユーザーが選択できる 権限の除去 サービス オプションを追加しま

した。 

 設定 > システム に、洗い替えプロファイルの管理 パネルを追加しました。この機能を使用する

と、洗い替えプロファイルを構成して権限の洗い替えプロセスを有効化し、サイト コレクション ポリシ

ーに適用することができます。 

 サイト コレクション ポリシーの ポリシーの作成 画面 に 洗い替え セクションを追加しました。[洗い

替えを有効にする] チェックボックスをオンにすると、サイト コレクションに適用する洗い替えプロファイ

ルを選択することができます。 

 Governance Automation Online Web API が提供するプログラム インターフェイスを利用

して、カスタマイズ・拡張・プログラムできる Governance Automation Online 機能を使用す

ることが可能になりました。 

 設定 > システム の メール テンプレート に、Built-in Permission Recertification Co

mpletion E-mail Template (Built-in 権限洗い替えの完了通知メール テンプレート) を

追加しました。 

 すべての洗い替えレポート の保存期間に制限を加えることが可能になりました。規定では、Gove

rnance Automation Online はレポートに使用される情報を 90 日間保存します。90 日以

前に遡って記録を保存したい場合は、エクスポート先を設定して保存する必要があります。エクス

ポート先が設定されていない場合は、Governance Automation Online のストレージに保持

データが保存されます。 

 サイト コレクションの作成 サービスの サイト コレクション テンプレート セクションに、[外部データ

元からカスタム サイト テンプレートを取得する] チェックボックスが追加されました。選択すると、I

T 管理者は、指定したライブラリおよび列から、SharePoint Online で構成済みのカスタム サイ

ト テンプレートを取得することが可能になります。IT 管理者は、カスタム サイト テンプレートを選択

するか、エンド ユーザーが サイト コレクションの作成 サービスのリクエスト ページを使用する際に

選択可能にするかを設定することができます。 

 レポートに関連するタスクの [送信] ボタンを、[承認] ボタンに変更しました。 

 権限の洗い替えレポートの左上に、レポートの生成された日時が表示されるようになりました。 

 アクセス制限のある国・地域のユーザーが Governance Automation Online API を使用で

きないよう設定を変更しました。 
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既知の問題 

 既存のサイトコレクションとサイトのインポート機能でテナント毎にルートのサイト コレクションをインポ

ートすることはできません。ルートの (既定の) サイト コレクションの AllProperties を修正するこ

とはできません。インポート処理の過程でルートの (既定の) サイト コレクションに深さの最大値を

設定する際、Governance Automation Online は Web.APPproperties にプロパティ

を追加する必要があります。Governance Automation Online が SharePoint Online か

ら Web.Update () のメソッドを起動しようとすると、Access Denied が返されます。 
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のプロパティであり、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。この発行

内の登録商標または著作権はいずれも削除または変更することができません。 

著作権 

Copyright © 2015 AvePoint Japan K.K. All rights reserved.本書の著作権は AvePoint Japan 株

式会社に帰属します。本書に掲載されている情報はすべて日本著作権法において保護されており、内容の無断複

製、更新、転載を禁じます。本書のいかなる部分、いかなる書式および電子通信、機械的送信、複写、記録などの

いかなる方法、あるいは 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)、ならびに本書に掲載する情報がサード パーティに所有される場合サード パーティによる事前の⽂

書による許諾なしに複製、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 AvePoint 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、Microsoft Office SharePoint Servers 2007/2010/201

3、SharePoint Portal Server 2003、Windows SharePoint Services、Windows SQL server、および 

Windows 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。 
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