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新機能と強化点 

 サイトに対して複数のスケジュール ジョブ アカウントを構成することが可能になりました。どきゅなび Onli

ne はアカウントをランダムに割り当て、スケジュール同期ジョブを実行します。 

 フィードバックの送信 機能が追加されました。この機能では、どきゅなび Online ユーザー エクスペリ

エンスに関する意見・要望を送信することができます。 

 権限同期のスピードが向上しました。 

既知の問題 

 同期されるフォルダーの URL 文字数がしきい値を超過している場合、同期は失敗します。 

原因: 同期の要求を送信する操作の要求コンテンツ文字数に制限があります。URL 文字数が制限

を超過している場合、URL が切り捨てられるため、同期中に正しいフォルダー URL の検索ができなく

なります。 

対処法: Web.config ファイル内の maxQueryStringLength,maxUrlLength ノードお

よび maxQueryString ノードを変更し、しきい値を調整します。 

 SharePoint Online 個人用サイトでどきゅなび Online リストを作成することができません。 

原因: この問題は、既定で無効にしている セフルサービスで作成されたサイトでユーザーがカスタム 

スクリプトを実行できるようにする 設定に起因します。 

対処法: SharePoint Online 画面の左上に表示されるアプリ ランチャー アイコンをクリックし、管理

者 をクリックします。Office 365 管理センター が表示されます。画面左下の 管理者 ツリーを開

き、 SharePoint を選択して SharePoint 管理センター 画面に移動します。画面左側のサイド 

リンク バーから 設定 をクリックし、カスタム スクリプト セクションで セルフサービスで作成されたサイト

でユーザーがカスタム スクリプトを実行できるようにする を選択して [OK] をクリックします。設定は 

24 時間以内に有効になります。その後、どきゅなび Online リストを個人用サイトの配下に作成する

ことできます。 

 どきゅなび Online リスト内のアイテム メニューで、[削除] ボタンを非表示に設定することができませ

ん。 

原因: この問題は Microsoft API の制限に起因します。 

 どきゅなび Online リストでフォルダーを選択した場合、[ダウンロード] ボタンが使用可能であり、グレ

ーアウトすることができません。 
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原因: この問題は Microsoft API の制限に起因します。 

 どきゅなび Online リストのリボン上で SharePoint Online のビルトイン [新規作成] ボタンが表示

され、非表示に設定することができません。 

原因: この問題は Microsoft API の制限に起因します。 

 ユーザー タイプのメタデータ同期ジョブを試行し、かつユーザーが存在しない場合、ユーザー 列の同期

は失敗します。これにともない、メタデータ ファイル内の ユーザー 列に準拠する列の同期にも失敗する

可能性があります。 

 名前に非 ASCII 文字が含まれており、かつ Excel 経由で構成されたメタデータ ファイルのメタデータ

同期ジョブを実行することはできません。 

 メタデータ テンプレート ファイルのエンコード形式が UTF-8 です。Excel 経由で .csv ファイルを構成

した後にエンコード形式は変更しますが、同期ジョブの実行時にどきゅなび Online は引き続き UTF-

8 エンコード形式を使用してファイルを読みます。 

対処法: 

1. Excel 経由で .csv ファイルを構成した後に メモ帳 で .csv ファイルを開きます。 

2. ファイル > 名前を付けて保存 を選択し、エンコード ドロップダウン リストから UTF-8 を選

択します。 

3. [保存] をクリックし、[はい] をクリックして既存の .csv ファイルを置き換えます。 

4. 同期ジョブを再度実行します。 

 手動同期で大量のファイルを同期する場合、ジョブがタイムアウトする可能性があります。 

対処法: 手動同期の代わりに、スケジュール同期を使用します。 

 フォルダーのトップ レベル サイトに対する関連 URL が 256 文字以上である場合、現在のフォルダー

の同期･現在のフォルダーとサブフォルダーの同期･ドキュメントのアップロード･複数ドキュメントの

アップロード･新しいフォルダー アクションに失敗する可能性があります。 

原因: 関連 URL を 255 文字以内に設定する必要があります。制限を超過している場合、Share

Point API を呼び出す際に URL が切り捨てられるため、フォルダーが検出できなくなります。 

 どきゅなび Online リストは、SharePoint Online で自動生成されたサイト コレクション配下に作成

することはできません。これは、セルフサービスで作成されたサイトでユーザーがカスタム スクリプトを

実行できるようにする 設定が既定で無効になっているために発生します。なお、この設定は以下の方

法で変更することができます。SharePoint Online 画面の左上に表示されるアプリ ランチャー アイコ

ンをクリックし、管理者 をクリックします。Office 365 管理センター が表示されます。画面左下の 管
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理者 ツリーを開き、SharePoint を選択して SharePoint 管理センター 画面に移動します。画

面左側のサイド リンク バーから 設定 をクリックし、カスタム スクリプト セクションで セルフサービスで

作成されたサイトでユーザーがカスタム スクリプトを実行できるようにする を選択して [OK] をクリ

ックします。この設定変更は 24 時間以内に有効となり、その後は既定のサイト コレクション配下でど

きゅなび Online リストを作成できるようになります。 
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