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Governance Automation SP5 CU2 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 SP5 CU2 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

Governance Automation SP5 CU2 への直接アップデートを実行するに

最低バージョン

は、Governance Automation SP5 が必要となります。

使用可能な SharePoint

SharePoint 2013 Online / オンプレミス

バージョン

SharePoint 2010 Online / オンプレミス

その他 AvePoint 製品

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

との依存関係

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

Governance Automation のアップデートが成功したかどうかを確認するに

確認方法

は、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、Governance Automation に関連した項目を選択してくださ
い。この操作により、必要なマネージャーとエージェントにインストールした更新
内容が反映されているか確認することができます。
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新機能
プラットフォーム全般に関連する更新


SnapManager 8.2 for SharePoint に対応しました。



サイト ポリシー バーが SharePoint 2010 でも使用可能になりました。



承認プロセス管理 > 承認プロセスの作成 の 承認者 セクションで、既定の SharePoint グループ
およびカスタム SharePoint グループを承認者として指定することが可能になりました。



SharePoint サイトに組み込むことのできる Governance Automation Web パーツで、ログイン
時に規定で表示される画面を、Governance Automation トップ画面以外の Governance A
utomation ページから選択できるようになりました。

認証


Active Directory フェデレーション サービスを認証方法として使用すること、およびユーザー選択ウィ
ンドウで使用することが可能になりました。



ログインしているユーザーのユーザー名をクリックすると表示されるユーザー インターフェイスに、DocAve
6 の認証方法を DocAve Governance Automation に同期して使用することができる DocAv
e から認証方法を同期する が追加されました。

[洗い替え] 機能


洗い替えプロファイルの管理 画面の 洗い替えの設定 セクションの選択肢に、所有権の洗い替え
を追加しました。所有権の洗い替えでは、指名プロセスを利用して、連絡先に不備があるサイト コレク
ションを定期的に洗い出し、新しい連絡先を指定することができます。



オンプレミス版 SharePoint の個人用サイトに対する権限・メタデータ・所有権の洗い替えが可能に
なりました。



個人用のタスク一覧 アプリ パーツに、個人用洗い替えレポート タブが追加されました。
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サービスおよびサービス管理


サービス管理 > ライブラリ / リスト設定の変更・サイト メタデータの変更・サイト コレクション設定
の変更 の各サービスで、SharePoint コンテキストを使用してサービス要求範囲を自動的に設定
する が選択可能になりました。



サービス管理 > サイト コレクションの作成 画面の サイト コレクション テンプレート セクションに、チ
ェックボックス 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 が追加されました。このオプシ
ョンを選択すると、ライブラリもしくは列から既存のカスタム サイト テンプレートを取得することができます。



サービス管理 > サイト コレクションの作成 画面に、追加のサイト コレクション管理者 設定欄が追
加されました。このセクションでは、1 名または複数名のユーザーを、新規作成するサイト コレクションの
管理者として追加することができます。また、ビジネス ユーザーに、サイト コレクション サービスの作成
リクエスト ページで構成させることも可能です。



サービス管理 > サイト コレクションの作成 画面に、Governance Automation 権限の付与
サービス経由でのアクセス権の要求 設定欄が追加されました。このセクションでは、新規作成された
サイト コレクションにアクセス権リクエストを適用する方法を、親 Web アプリケーションからアクセス権
の要求設定を継承する と 新規作成したサイト コレクションに、固有の権限の付与サービスを適用
する から選択することができます。

対応フォームおよび対応フォーム管理


新規対応フォームを作成する際に、既存の対応フォームをコピーして使用することが可能になりました。



対応フォーム管理 から作成できる対応フォームのエンド ポイントとして、サービスなし が追加されまし
た。

モニターとレポート


モニターとレポート > サイト コレクション レポート 画面に、ポリシーの適用 が追加されました。この
機能を使用すると、複数のサイト コレクションにサイト コレクション ポリシーを一括で適用することができ
ます。



モニターとレポート > サイト コレクション レポート 画面に、連絡先の指名 が追加されました。この
機能を使用すると、サイト コレクションのメイン連絡先とサブ連絡先を決定する、自動化された指名プ
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ロセスを実行することができます。指名されたユーザーには、サイト コレクションのメイン連絡先を引き受
けるかどうかを自ら決定することができる 指名タスク がアサインされます。メイン連絡先となったユーザー
は、指名プロセスの過程で、サブ連絡先となるユーザーを指定することができます。


モニターとレポート > サイト コレクション レポート 画面に、権限洗い替えの状態・メタデータ洗い
替えの状態・所有権洗い替えの状態 の各列が追加されました。これらの列を参照することにより、洗
い替え操作の進行状況と結果を確認することができます。



所有権洗い替えレポート インターフェイスのデザインを改善しました。



モニターとレポート > サイト コレクション レポート 画面に [更新] ボタンが追加され、手動でレポー
トを更新することが可能になりました。
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バグ修正


Governance Automation アプリの展開後、SharePoint へのログインを試行するとエラー ページ
が表示される問題が解消されました。
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既知の問題


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。



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
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
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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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