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新機能と強化点
•

動的オブジェクト登録 > コンテナーの管理 に Teams オブジェクトを識別するラベルが追加され、
動的オブジェクト登録 > Office 365 グループ の スキャン履歴 に タイプ 列が追加されました。

•

サイト コレクションまたは Office 365 グループの動的オブジェクト登録プロセス中に、AvePoint Onli
ne Services がサービス アカウント プール内のサービス アカウント・グループへの サイト コレクション
管理者 権限の割り当てに失敗した場合、スキャン履歴 の 詳細 列に、動的オブジェクト登録プロファ
イルを再実行するか、バッチ インポート を使用して該当するオブジェクトをコンテナーにインポートするこ
とを通知するメッセージが表示されるようになりました。

•

Office 365 グループにグループ メールボックスのみが存在しており、グループ チーム サイトが存在しな
い場合、動的オブジェクト登録 > スキャン履歴 の コメント フィールドに、グループ チーム サイトを確
認してスキャン ジョブを再実行することを通知するメッセージが表示されるようになりました。

•

ポリシー外通知メール内の 使用中のユーザー シート数 フィールドの名称が 割り当てられた Office
365 ユーザー シート数 に変更されました。

•

ホーム > ストア に、試用中 および 購入済み に加え、期限切れ ライセンス状態が追加されました。
この状態は、サービスのライセンス有効期限が切れている場合に表示されます。

•

AvePoint Online Services の課金リストに Office 365 A1 Plus for Faculty および Office
365 A1 Plus for Student が追加されました。

•

動的オブジェクト登録プロファイルの サービス アカウント プロファイル (MFA 無効) を使用する 認
証方法に、「サービス アカウント プロファイルで指定されたアカウントは、Office 365 で Micros
oft Teams 製品ライセンスを持っている必要があります。」 という通知が追加されました。

既知の問題
•

Office 365 Germany に対応しました。ただし現在、対応しているのは Office 365 サービス アカ
ウント認証方法のみです。Office 365 アプリ プロファイル認証方法は今後のリリースで対応する予定
です。

•

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際、ユーザー ロール 情報
が表示されません。
原因: MFA が有効である場合、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 が含まれている場合、サイト コレクション サイズの第 2 段階のごみ箱のサイズが計
算されるサイト コレクションのサイズには含まれません。
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•

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をス
キャンすることはできません。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© 2016-2018 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 Av
ePoint 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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