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新機能と強化点
新サービス


Governance Automation サービス カタログで、ライブラリ / リストの作成機能が追加されました。



Governance Automation サービス カタログで、個人サイトの作成機能が追加されました。



オンプレミス版 SharePoint 2013 サービスに対応しました。

既存の報告およびサービスの強化点


[サイト コレクションの連絡先 / 管理者を変更する] サービスから、サイト コレクションの連絡先を変
更することが可能になりました。



[サイト コレクション設定を変更する] サービスから、サイト コレクションのタイトル、説明、メタデー
タを変更することが可能になりました。



[サイト コレクション レポート] で [クォータ テンプレート] 列と [クォータ サイズ] 列が追加され、サ
イト コレクションのクォータ情報を表示することが可能になりました。

プラットフォーム管理の強化点


Governance Automation の表示言語を、ブラウザの言語設定を変更するのではなく、[個人設
定の構成] インターフェイス上の [言語] セクションで設定することが可能になりました。また、新たにフ
ランス語にも対応しました。



[ライブラリ / リスト設定を変更する] サービスから、ライブラリ / リストの名前、説明、ナビゲーション、
バージョン設定などを変更することができるようになりました。



[設定] インターフェイス上に [実行スケジュール] を追加、Governance Automation のサービス
要求の実行を定義することが可能になりました。



承認ステージを一度の承認で完了する機能を追加しました。この機能 ([承認者のいずれかが承認
した場合、承認ステージの完了を許可する] 機能) は、[全員が同時参加] 承認プロセスが選択さ
れている場合に使用可能です。
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既存サービスに適用されているメタデータの編集を完了する際に [保存してすべての適用済みサービ
スへ更新] をクリックすると、変更済みメタデータを対象サービスすべてにアップデートすることができます。



既存メタデータ用語を既定値として手動で入力することが可能になりました。



サービス管理 インターフェイスおよび [要求の開始] インターフェイス上で、ステップ バーを追加しました。
このステップ バーでは、プロセスをリアルタイムで確認することができます。ステップ バー上のステップ番号
をクリックすることで、前のステップに戻ることも可能です。
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既知の問題


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。この問題については、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。



Governance Automation が複数の DocAve マネージャーに登録されている場合 (複数の Do
cAve を複数の異なる環境の管理に使用している場合)、AvePoint は Governance Automati
on のアップグレードのサポートを行いません。[DocAve_Update_for_Governance_Auto
mation_1.3] アップデートが正常にインストールされない場合は、以下の回避策を参照に確認して
ください。
回避策 1:アップデートを再度適用します。DocAve マネージャー > コントロール パネル > 更新
マネージャー へ移動し、[DocAve_Update_for_Governance_Automation_1.3] アッ
プデートを再度インストールします。
回避策 2:アップデートを手動で適用します。
1. [DocAve_Update_for_Governance_Automation_1.3.zip] ファイルを展開
します。
2. [DocAve_Update_for_Governance_Automation_1.3] フォルダー内で、[A
gentPatch.zip] ファイルと [ControlPath.zip] ファイルを展開します。
3. DocAve エージェント サービスがインストールされているノードで […AvePoint\DocAve6
\Agent\bin\GovernanceAutomation] へ移動し、[AgentPatch] フォルダー内の
ファイルを [GovernanceAutomation] フォルダーへコピーします。
4. DocAve コントロール サービスがインストールされているノードで […AvePoint\DocAve6
\Manager\Control\bin\GovernanceAutomation] へ移動し、[ControlPath]
フォルダー内のファイルを [GovernanceAutomation] フォルダーへコピーします。
5. DocAve がインストールされているノードで DocAve コントロール サービス、DocAve エージ
ェント サービス、関連アプリケーション プールの状態を確認し、これらがすべて実行中で、かつD
ocAve マネージャーがアクセス可能な状態にあることを確認します。
6. Governance Automation がインストールされているノードで Governance Automatio
n タイマー サービス、Governance Automation ワークフロー サービス、関連アプリケーショ
ン プールの状態を確認し、これらがすべて実行中であることを確認します。
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著作権
Copyright © 2013 AvePoint Japan K.K. All rights reserved.本書の著作権は AvePoint Japan 株式会
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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 AvePoi
nt 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 2007/2010/2013、Sh
arePoint 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
本書の情報は情報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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