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新機能と強化点
•

お使いの Office 365 テナントに複数のドメインが存在し、かつ Office 365 グループを作成できるユ
ーザーに対する制限がある場合、各ドメインのサービス アカウントを AvePoint Online Services の
サービス アカウント プール に追加することが可能になりました。これにより、AvePoint Cloud Gove
rnance サービス要求経由で Office 365 グループを正常に作成することができます。AvePoint Cl
oud Governance は、サービス アカウント プールから要求されたグループ用の適切なサービス アカウ
ントを取得します。グループを作成できるサービス アカウントが存在しない場合、AvePoint Cloud G
overnance は、AvePoint Online Services で Office 365 アプリ プロファイルを作成する際に
使用された全体管理者アカウントを使用してグループを作成します。

•

設定 > メール設定 で、承認タスクおよびエラー タスクの通知メールに対して アクション可能メッセー
ジ を有効にすることが可能になりました。承認タスクは 承認 と 却下 アクション、エラー タスクは 再試
行 と スキップ アクションを提供します。アクション可能メッセージを有効にすると、メールの受信者はメー
ルからアクションを実行することができます。

•

SharePoint Online が電子情報開示ケースの新規作成に対応しなくなったため、AvePoint Clou
d Governance では 電子情報開示センター テンプレートを使用してサイト コレクションおよびサイト
を作成することはできなくなりました。電子情報開示ケースは Office 365 セキュリティ/コンプライア
ンス センター で作成することができます。

•

サイト コレクションの作成 サービス要求内の ユーザー プロファイル プロパティ メタデータ値の表示
が改善されました。IT 管理者が $要求者 ロールをメタデータ値として選択する場合、メタデータ値は
要求者のユーザー名に置き換えられます。サイト コレクションの作成 サービスで $サイト コレクション
のメイン連絡先 または $サイト コレクションのサブ連絡先 ロールをメタデータ値として選択し、かつ連
絡先を指定する場合、メタデータ値は連絡先のユーザー名に置き換えられます。サービスで連絡先を
指定しない場合、ロール名はメタデータ値として表示されます。

•

Cloud Governance パネルをサイトに追加することが可能になりました。サイトの作成 サービスでパ
ネルの自動展開を選択することができます。Cloud Governance パネルの管理 設定で、サイトの
Cloud Governance パネルに表示する情報を選択することができます。

•

個人用サイト、個人用グループ、サイト コレクション レポート、グループ レポート に 自動インポート
プロファイル 列が追加されました。

本バージョンの既知問題については、既知の問題 を参照してください。

AvePoint Cloud Governance: リリース ノート

1

既知の問題
既知の問題

発行ポータル、エンタープライズ Wiki、コミュニケーション サイト テンプレー

検出

修正

バージョン

バージョン

1.9.3

トを使用しているサイト コレクションは、AvePoint Cloud Governance に
よって 「読み取り専用」 状態にロックすることができません。
原因: Microsoft は、コミュニケーション サイト、発行ポータル、エンタープ
ライズ Wiki サイト コレクションに対するサイト ポリシーの使用に対応していま
せん。そのため、AvePoint Cloud Governance はサイト ポリシーを作成す
ることで、サイト コレクションを 「読み取り専用」 状態にロックすることはできませ
ん。
ビジネス ユーザーが グループの作成 サービス経由で要求を送信すると、新し

1.8.4

い Office 365 グループが作成されます。その後、ビジネス ユーザーがこのグ
ループの グループ設定の変更 サービス要求を送信すると、要求の承認後エ
ラー タスクが生成され、グループ設定を変更することができません。
原因: Exchange Online のスケジュール タイマー ジョブでは、新規作成さ
れた Office 365 グループのメールボックスの初期化が終了していません。
対処法: グループのメールボックスの初期化後、承認者がエラー タスクの [リト
ライする] をクリックします。
ユーザー ポリシー 構成ページまたは グループ設定の変更 要求ページで、エ

1.8.1

ラー ページが表示され、ユーザー ポリシー適用・Office 365 グループ作成・
Office 365 グループ設定の変更タスクによってエラー タスクが生成され、「リ
モート サーバー outlook.office365.com からのデータの処理が失敗
し、次のエラー メッセージが返されました。」 というエラー メッセージが表示さ
れる可能性があります。
原因: AvePoint Cloud Governance は Exchange Online PowerS
hell 経由でユーザー ポリシーおよび Office 365 グループを管理します。この
エラーは Exchange Online PowerShell に関連します。Office 365 の
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制限により、テナントごとに開ける Exchange Online PowerShell 接続の
最大数は 3 件です。Exchange Online PowerShell に同時に接続する
アプリケーション (AvePoint Cloud Governance、DocAve Online、その
他の製品を含む) 数が 3 件を超過した場合、このエラーが発生します。
Built-in サイト グループの作成後にサイトのタイトルを変更すると、Built-in

1.8.1

グループのプレフィックスが元のサイト タイトルのままであるため、サイト グループ
名が変更済みサイト名と一致しなくなります。
ビジネス ユーザーが ユーザー権限のクローン / 転送 サービス要求を開始す

1.7.3

る場合、クローン元ユーザー フィールドまたは クローン先ユーザー フィールド
にパブリック グループ名 / プライベート グループ名を入力すると、システムは「ユ
ーザー権限のクローン中にエラーが発生しました。」 というエラー メッセージを
生成します。原因: 権限のクローンおよび一時アクセス許可の付与は DocAv
e Online に基づいて実行されますが、パブリック グループおよびプライベート
グループは DocAve Online で対応されていません。
IT 管理者が追加のサイト コレクション管理者としてグループを割り当て、サイ

1.7.2

ト コレクション連絡先またはサイト コレクション管理者のみがこのサービスの
要求を送信できるようにする を選択します。このグループのユーザーが サイト
コレクション設定の変更 サービス・サイト メタデータの変更 サービス・権限の
変更 サービス・サイト コレクションのライフサイクル管理 サービス・サイトのラ
イフサイクル管理 サービスを送信すると、「 この要求を送信できるのは、サイ
ト連絡先またはサイト コレクション連絡先のみです。」 というメッセージが表
示されます。
原因: 追加のサイト コレクション管理者グループとして指定されたグループは S
harePoint Online から取得されますが、グループの SPObjectId プロパ
ティを取得することができません。要求を送信したユーザーがこのグループに所
属するかどうかを確認できないため、エラーが表示されます。
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1.7.2

などの特殊文字を含むサイト テンプレートを作成・保存してから、サイトの作
成 サービス > サイト テンプレート で、新規作成されたサイト テンプレートを
選択します。ビジネス ユーザーがこのサービスを利用して要求を送信し、要求
が承認者によって承認された後、エラー タスクが生成されます。システム エラー
メッセージ 「選択したサイト テンプレートでは、このタイプのサイトを作成する
ことができません。」 が表示されます。
原因: カスタム テンプレートが SharePoint Online API からを取得される
際、SharePoint Online API は自動的にファイル名に特殊文字を含むテン
プレート ファイルを除外します。このため、該当するテンプレート ファイルは Sha
rePoint Online API を使用した検索結果に返されません。
サービスの サービス権限 フィールドで、IT 管理者が このサービスを使用する

1.7.1

ユーザー / グループを選択する オプションを選択し、テキスト ボックスに Offi
ce 365 グループを入力して、このサービスを保存してアクティブ化すると、入力
した Office 365 グループ内のユーザーが 要求の開始 ページでこのサービス
を検出することができません。
原因: この Office 365 グループは AvePoint Online Services に存在
しませんが、AvePoint Cloud Governance データベースに存在します。
対処法: AvePoint Online Services > 管理 > ユーザー管理 の順
に進み、Office 365 グループを AvePoint Online Services ユーザーとし
て追加します。
AvePoint Cloud Governance アプリを 2 件のサイト コレクションに個別

1.6

に展開した場合、競合解決を 上書きする に設定した状態で コンテンツ移
動 要求を送信し、その 1 件のサイト コレクションを他の 1 件のサイト コレク
ションにコピーします。タスクの承認・実行完了後、サイト リンク バー上の Ave
Point Cloud Governance リンクをクリックすると、エラー ページが生成され
ます。
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1.6

展開マネージャー プランを適用する および AvePoint Cloud Governa
nce アプリを自動的に有効化する 機能を有効にし、AvePoint Cloud
Management 展開マネージャー プランの展開元範囲に AvePoint Clo
ud Governance アプリを含む場合、サイト コレクションの作成 サービスを
使用すると、新規作成されたサイト コレクションに AvePoint Cloud Gover
nance アプリのリンクが 2 件表示されます。1 件のリンクは AvePoint Clou
d Governance アプリ画面にリダイレクトされますが、もう 1 件のリンクをクリッ
クするとエラー ページが表示されます。
既存の Office 365 オブジェクトのインポート 機能を使用して SharePoi

1.6

nt Online Built-in サイト コレクション .../portals/community およ
び .../portals/hub をインポートする場合、カスタム スクリプト 設定を有
効にしても、サイト コレクションの AvePoint Cloud Governance へのイン
ポートに失敗します。
原因: AvePoint Cloud Governance は、サイト コレクションの AllProp
erties プロパティを更新することができません。
メール テンプレートを構成する際に、メッセージ本文内の参照が [参照を挿

1.5.1

入] ボタンで追加されたものではなく、別のメール テンプレートからコピーされた
ものである場合、参照を実データに置き換えることができません。
サイト コレクションの作成 サービスで、サイト コレクション テンプレート フィー

1.5

ルドで テンプレートを後で選択 オプションが選択されており、AvePoint Clo
ud Governance アプリを自動的に有効化する および AvePoint Clo
ud Governance アプリ パーツをホームページに自動的に追加 の サイト
情報カード オプションが有効になっている場合、このサービス要求の完了後に
サイト コレクションは作成されますが、AvePoint Cloud Governance アプ
リおよびアプリ パーツはサイト コレクションに展開されていません。
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1.5

加する際、AvePoint Cloud Governance を信頼しますか? ウィンドウ
に インストール言語の選択 オプションが存在しますが、AvePoint Cloud G
overnance アプリの表示言語はサイト コレクションまたはサイトの言語を継
承するため、ここで選択した言語は AvePoint Cloud Governance アプリ
に反映されません。
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

1.2.1

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 名の異なるユーザー (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 1 名設定します。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 ステージ承認者用に生成されたタスクが自動的に
承認されてしまいます。
SharePoint Online の メンバー を確認すると、メンバー および すべての

1.2

ユーザー (membership) が取得されます。メンバー と すべてのユーザー
(membership) の表示名が競合しています。SharePoint Online で
は、異なるユーザーまたはセキュリティ グループは同一の表示名を持つことがで
きますが、AvePoint Cloud Governance は最初に選択された表示名以
外を使用することはできません。そのため、すべてのユーザー (membershi
p) がメタデータ値として使用されます。
Internet Explorer 8 を使用して AvePoint Cloud Governance にア

1.1

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。
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1.1

時 を取得することができません。代わりに、サイト コレクションの 最終更新日
時 が 最終アクセス日時 として取得されます。
原因: SharePoint Online API の制限に起因します。SharePoint Onli
ne API には GetSiteCollectionLastAccessDate が存在しません。
SharePoint Online API 制限により、サイト コレクションの 最終更新日時
が 最終アクセス日時 として取得されます。
AvePoint Cloud Governance の有効期限通知メールを Windows M

1.1

ail 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 36
5 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。
AvePoint Cloud Governance を使用してサイトを作成すると、サイト サ

1.0

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、サイトのサイズはデータベースでアップデー
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

1.0

ンプレートを作成し、作成したテンプレートを使用して AvePoint Cloud Go
vernance で ライブラリ / リストの作成 サービスを作成します。その後、こ
のサービスを使用して ライブラリ / リストの作成 要求を作成・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 A
PI 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 フィールドで、テンプレートの選

1.0

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 API の制限に起因しま
す。
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