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新機能と強化点


お使いの環境に AvePoint Compliance Guardian 4.2.1 以降のバージョンがインストールされて
いる場合、Compliance Guardian を Perimeter Online セキュア共有機能と統合してファイル
共有をコントロールすることが可能になりました。

分類コード オプションを構成し、AvePoint Perimeter セキュア共有機能経由で共有できるファイル
をフィルターする分類コードを定義することが可能になりました。

SharePoint でセキュア共有を使用してファイルを共有する際、または共有を受けたユーザーが AveP
oint Perimeter Online ポータルでファイルを表示･編集･ダウンロード･アップロードする際、ファイル
は AvePoint Compliance Guardian によってスキャンされます。
*注意: ブラック リスト内またはホワイト リスト以外の分類コード付きファイルを共有することはできませ
ん。


ユーザー /AD グループの管理 経由で AD グループの追加、AD グループへのユーザー ロールの割
り当てを実行することが可能になりました。

既知の問題


Perimeter Online ポータルで、共有されたファイルが編集用にロック、もしくはダウンロードされている
場合、編集済みファイルをアップロードして既存のファイルを上書きすると、ページは自動的に更新され
ますが、既存のファイルはロックされたままとなります。
原因: この問題は既存ファイルの上書きの遅延に起因します。



Perimeter Online ポータルで、名前が文字数制限を超過したフォルダーに新しいファイルをアップロ
ードすることはできません。
原因: この問題は Office Online の制限に起因します。SharePoint URL の文字数は 260 文

2

AvePoint Perimeter Online: リリース ノート

字以内である必要があります。共有されたフォルダーの SharePoint URL 文字数が 260 字を超過
する場合、フォルダーに新しいファイルをアップロードできなくなることがあります。


Perimeter Online ポータルで、Firefox または Chrome ブラウザー経由でファイルを編集する場
合、共有されたファイル内の画像を表示することができません。
原因: この問題は SharePoint Online から画像をダウンロードする際のネットワーク タイムアウトに
起因します。



Perimeter Online ポータルで、ブラウザーでフォルダーに含まれていない共有済みファイルを編集する
場合、変更の実行後に編集ページを閉じないと、編集済みファイルのバージョン番号は SharePoint
Online では更新されますが、Perimeter Online ポータルでは更新されません。ユーザーが編集ペ
ージを閉じた場合のみ、ファイルのバージョン番号が Perimeter Online ポータルで更新されます。



Perimeter Online ポータルで、ダウンロード または 編集 権限を持つユーザーが Excel Online
で共有されたファイルを表示し、[ダウンロード] ボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードすることが
できません。編集 権限を持つユーザーがブラウザーで Excel Online を使用してファイルを編集し、
[ファイル] > [名前を付けて保存] ページに移動して [コピーのダウンロード] オプションを選択する
と、ファイルをダウンロードすることができません。
原因: この問題は Office Online の制限に起因します。



共有されたファイルにウォーターマークが適用された場合、ブラウザーで Office Online を使用して Pe
rimeter Online ポータル経由でファイルを編集する際、ウォーターマークが消えてしまいます。ファイル
の保存後、ウォーターマークが再表示されます。
原因: Office Online はウォーターマーク付きのファイルの編集に対応していません。



SharePoint Online サイトで、セキュア共有 機能経由でフォルダーを共有した場合、使用不可能
となるはずの ブラウザーのみで編集 オプションが使用可能状態となるバグが発生します。



Perimeter Online ポータルで、ブラウザーで Excel Online を使用して共有された Excel ファイル
を編集して保存すると、変更を Perimeter Online ポータルから SharePoint Online に同期する
ことができません。
原因: この問題は Office Online テスト バージョンの不安定な状態に起因します。Microsoft から
は、現在 Office Online のテスト バージョンのみが提供されています。



SharePoint Online サイトで、ファイルまたはフォルダーの隣にある [メニューを開く] ボタンをクリック
してドロップダウン メニューを開くと、リストの セキュア共有、セキュア共有の共有先、セキュア共有の詳
細 オプションが正しい順序で表示されません。
原因: この問題は SharePoint Online の制限に起因します。
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Perimeter Online ポータルで、セキュア共有ファイル ページで [ダウンロード] ボタンをクリックして
選択した共有済みファイルをダウンロードすると、画面が空白の新規ページにジャンプします。しばらくす
ると、画面が通常のページに戻り、空白のページが自動的に閉じます。
原因: この問題は Office Online の制限に起因します。



ダウンロード または 編集 権限を持つユーザーが iPad で Safari ブラウザーを使用して Perimeter
Online ポータルを開く場合、[ダウンロード] ボタンをクリックしないと、共有されたファイルを表示できま
せん。
原因: iOS システム内の Safari ブラウザーは、ファイルのダウンロードに対応していません。



ユーザーが異なるアカウントで同一のブラウザーを使用して Perimeter Online ポータルにログインし
た場合、または Perimeter Online ポータルのログインがタイムアウトした場合、メール通知内のリンク
経由で共有されたファイルに直接アクセスすることはできません。
対処法: Perimeter Online ポータルからログアウトし、メール通知内のリンクを使用すると、共有さ
れたファイルに直接アクセスすることができます。



ブックマーク ツールバー付きの Google Chrome 経由で ダッシュボード ページを表示し、セキュア共
有ファイル をクリックして セキュア共有ファイル ページにアクセスする場合、スクロール バーが消えてし
まいます。
原因: ダッシュボード ページの高さはブックマーク ツールバー付きの Google Chrome ブラウザーより
高いため、ダッシュボード ページにスクロール バーが存在します。セキュア共有ファイル ページの高さは
ブラウザーにあわせて変化するため、スクロール バーが存在しません。
対処法: Google Chrome でブックマーク ツールバーを非表示にすることができます。



Internet Explorer 10 ブラウザーで開かれた SharePoint Online サイトで、ファイルおよびフォル
ダーを選択してリボン上で [セキュア共有] ボタンをクリックすると、エラー メッセージ ページが表示され
ます。
原因: この問題は、SharePoint API の不安定な状態、または SharePoint Online のログイン
タイムアウトに起因します。
対処法: エラー メッセージ ページで [このコンテンツを新しいウィンドウで開く] をクリックすると、Shar
ePoint Online サイトに再度ログインすることができます。または、SharePoint Online サイトを更
新します。



SharePoint Online サイト コレクション管理者が AvePoint Perimeter Online ポータル >
アクセス回数ランキングの詳細表示 ページで共有されたファイル名またはフォルダー名をクリックする
と、ファイルまたはフォルダーのコンテンツを表示できないことがあります。
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原因:共有されたファイルのコンテンツの表示に Microsoft Online Services が使用されますが、Mi
crosoft Online サーバーでエラーが発生した可能性があります。


SharePoint Online サイト コレクション管理者がユーザーを 共有先グループ に追加する際にメー
ル アドレスを誤った形式で入力すると、エラー メッセージは表示されませんが、メール アドレスがテキスト
形式で表示され、有効なメール アドレスとして認識されません。
対処法: someone@domain.com の形式でメール アドレスを入力します。



ファイルまたはフォルダーの共有先であるユーザーは Office 365 メール アドインからのメール通知を受
信することができません。
原因: メールは Microsoft Spam Abuse Detector によってインターセプトされます。
対処法: Office 365 メール アドインのメールボックスを確認して返送されたメッセージを検索します。



Perimeter Online ポータル内の共有された OneNote ファイルは、ブラウザーで OneNote Onlin
e を使用して表示することができません。
原因: この問題は SharePoint Online の制限に起因します。
対処法:ブラウザーで Word Online を使用して OneNote ファイルを表示します。



SharePoint Online サイトでファイルまたはフォルダーを選択し、[その他] ボタンをクリックすると、ドロ
ップダウン リストが表示され、セキュア共有 オプションがドロップダウン リストから消えてしまいます。
原因: この問題は SharePoint Online の制限に起因します。
対処法: [ファイル] タブのリボン上で [セキュア共有] をクリックするか、該当するファイルまたはフォルダ
ーの同じ行の [メニューを開く] ボタンをクリックしてドロップダウン リストから セキュア共有 を選択するこ
とができます。



該当するファイルまたはフォルダーの [メニューを開く] ボタンをクリックすると、ドロップダウン リストでスク
ロール バーが表示されます。
原因: この問題は SharePoint Online の制限に起因します。



Perimeter Online ポータルで VSDX ファイルを開くと、コンテンツの表示が SharePoint Online
で表示されるコンテンツと異なります。
原因: この問題は Aspose の制限に起因します。



Perimeter Online ポータルで、メール ユーザーが Word Online 経由でアクセスできない共有さ
れたファイルを SharePoint Online ユーザーが開いたまま一定期間操作を実行しない場合、Shar
ePoint Online ユーザーがページ右上の [ダウンロード] をクリックすると、ページが サインイン ペー
ジに切り替わり、SharePoint Online ユーザーが Perimeter Online ポータルにログインすることが
できなくなります。
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原因: ログイン セッションがタイムアウトする場合、SharePoint Online ユーザーがサイトに戻って Pe
rimeter Online ポータルに再度アクセスできるタイムアウト ページではなく、サインイン ページに切り
替えられます。このため、サインイン ページ経由で Perimeter Online ポータルにアクセスする場合、
このユーザーはメール ユーザーとして扱われます。
対処法: SharePoint サイトから Perimeter Online ポータルに再度ログインすることができます。


Perimeter Online ポータルでは、DWG ファイルを PDF 形式に変換することができません。
原因: この問題は Aspose の制限に起因します。



Perimeter Online ポータルで MHT または HTML ファイルを開くと、コンテンツの表示が SharePo
int Online で表示されたコンテンツと異なります。
原因: この問題は Aspose の制限に起因します。



Perimeter Online ポータルで、ユーザーがブラウザーでファイルを編集すると、SharePoint Online
サイトで該当するファイルの状態が チェックアウト済み に変更されます。編集ページを更新し、ファイル
が存在する SharePoint Online サイトに移動して SharePoint Online ページも更新すると、Sh
arePoint で編集済みファイルの状態が チェックアウト済み から チェックイン に変更され、ユーザーが
コンテンツ内の最新更新を表示することができます。



Perimeter Online ポータルで、新規ファイルを共有されたフォルダーにアップロードする場合、アップロ
ード後にブラウザーでファイルを表示することができません。



SharePoint Online サイトから、ブラウザーで Office Online を使用して Perimeter Online ポ
ータルで編集されている、共有されたファイルを削除すると、このファイルの変更を Office Online で保
存することができますが、現在のユーザーに対してファイルの削除を通知するエラー メッセージが表示さ
れません。
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