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新機能と強化点 

 AvePoint Cloud Records サービス用のライセンスには、AvePoint Cloud Management 

サービス用のライセンスが含まれません。AvePoint Cloud Records インターフェイスのアクション

監査レポート リンク経由で DocAve Online レポート ポイント モジュールを使用することができま

す。 

 DocAve Backup for Salesforce ® の名称が AvePoint® Cloud Backup for Salesfor

ce® に変更されました。 

 AvePoint Cloud Backup – Exchange Online パブリック フォルダー用のライセンスを保持し

ている場合、動的オブジェクト登録 で Exchange Online パブリック フォルダーをスキャンするこ

とが可能になりました。 

 AvePoint Cloud Backup 用の試用版・エンタープライズ ライセンスには、Exchange Online 

パブリック フォルダー モジュール用のライセンスが含まれません。お使いのテナントで AvePoint Clo

ud Backup を使用して Exchange Online パブリック フォルダーをバックアップする必要がある

場合は、営業担当またはサポートまでお問い合わせください。 

 動的オブジェクト登録の詳細モードで、動的ルールを使用せずに同一タイプのすべてのオブジェクト

をスキャンし、単一のカスタム コンテナーに配置することが可能になりました。 

 Office 365 または Salesforce に接続する手順が 製品を接続 ウィザードから削除され、ウィザ

ードでアプリ プロファイルを作成する必要がなくなりました。 

 動的オブジェクト登録 > コンテナーの管理 で、カスタム コンテナーの詳細を表示することが可能

になりました。詳細には、動的オブジェクト登録プロファイル名およびルールが含まれます。 

 動的オブジェクト登録 で カスタム属性 条件を使用して Exchange Online メールボックスをス

キャンすることが可能になりました。この条件は、サービス アカウント プロファイルが動的オブジェクト

登録プロファイルで認証方法として選択されている場合のみに有効です。 

 構成済み Office 365 サービス アカウント プロファイルを持っている場合、Office 365 ユーザー

を AvePoint Online Services ユーザーとして追加することが可能になり、Office 365 ユーザ

ーの追加にアプリ プロファイルが不要となりました。 
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 お使いのブラウザーの TLS バージョンを検出することが可能になりました。TLS バージョンが 1.1 

以前である場合、メッセージがホームページに表示されます。この場合、ブラウザーを 1.1 以上の

バージョンに更新することを推奨します。コミュニケーション セキュリティ確保のため、TLS バージョン

が 1.1 以下であるブラウザーは今後ブロックされる可能性があります。 

 動的オブジェクト登録 で、ジョブ タイトル 条件を使用して Exchange Online メールボックス

および OneDrive for Business をスキャンすることが可能になりました。 

 詳細設定 > 信頼済み IP アドレス設定 で、信頼済み IP アドレス設定を有効にすることによ

り、ユーザーの特定の IP アドレスまたは IP アドレス範囲からの AvePoint Online Services 

へのアクセスのみを許可することが可能になりました。 

 動的オブジェクト登録 > コンテナーの管理 > バッチ インポート で、Project Online サイト コ

レクションをインポートすることが可能になりました。 

 動的オブジェクト登録 で、次の項目から作成 条件を使用して Microsoft Teams から作成さ

れた Office 365 グループをスキャンすることが可能になりました。 

既知の問題 

 MFA が有効になっているサービス アカウント プロファイルの詳細を表示すると、ユーザー ロール 

情報が表示されません。 

原因: MFA が有効になっていると、ユーザー ロール情報が取得できません。 

 詳細モードの動的オブジェクト登録プロファイルで、SharePoint Online サイト コレクションのフィ

ルター条件に サイズ が含まれますが、サイト コレクション サイズには、サイト コレクションの第 2 ス

テージごみ箱のサイズが含まれません。 

 AvePoint Online Services は Exchange Online インプレース アーカイブ済みメールボック

スのスキャンを実行できません。 

原因: これは Microsoft Graph API の制限に起因します。 
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通知 

この発行に含まれている資料は AvePoint, Inc に所有または提供され、AvePoint およびそのライセンス提供会

社のプロパティであり、著作権、登録商標ならびに他の知的所有権に関する法律によって保護されています。本書

に掲載する通知および著作権の情報のいかなる削除ならびに変更も禁じます。 

著作権 

Copyright© 2016-2017 AvePoint, Inc. All rights reserved.本書の著作権は AvePoint Japan 株

式会社に帰属します。本書に掲載されている情報はすべて日本著作権法において保護されており、内容の無断複

製、更新、転載を禁じます。本書のいかなる部分、いかなる書式および電子通信、機械的送信、複写、記録など

のいかなる方法、あるいは AvePoint Japan 株式会社 (〒 108-0074 東京都港区高輪 4 丁目 10 - 18 

京急第一ビル 11 階)、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 AvePoint 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、Office、Office 365、SharePoint、Windows PowerShell、

SQL Server、Outlook、Windows Server、Active Directory、Dynamics CRM 2013 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 

本書は情報の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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