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新機能と強化点
•

通知プロファイルに対応しました。設定 > 近日中失効の通知プロファイル で、通知プロファイルを構
成できるようになりました。通知プロファイルを適用することで、タスク割り当て先に対してタスクが失効す
る前にメール通知を送信することができます。

•

設定 > サイト コレクション レポート > 連絡先の指名 で、IT 管理者はサイト コレクションのメイン
連絡先およびサイト コレクションのサブ連絡先を指定するための自動指名プロセスを使用できるように
なりました。

•

サイト コレクション サービスの作成 で、サイト コレクションの作成時に連絡先に通知する オプション
を使用できるようになりました。このオプションでは、サイト コレクションの作成時にメイン連絡先およびサ
ブ連絡先に対して通知メールを送信します。

•

サイト サービスの作成 で、サイトの作成時に連絡先に通知する オプションを使用できるようになりま
した。このオプションでは、サイトの作成時にメイン連絡先およびサブ連絡先に対して通知メールを送信
します。

•

洗い替えプロファイル で、所有権の洗い替え に対応しました。これにより、サイト コレクション メタデー
タの定期スケジュールに従ってサイト コレクション連絡先を割り当てる指名プロセスが実行可能になりま
す。
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既知の問題
•

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。
この問題は、SharePoint Online API の制限に起因します。SharePoint Online API には、G
etSiteCollectionLastAccessDate 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 欄で、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 SharePoint On
line API の制限に起因します。

•

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。
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•

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。
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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
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