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どきゅなび 3 SP1 のアップデート詳細
どきゅなびのアップデートを実行する場合は、どきゅなび ユーザーガイド 内 ソリューションのアップデート セクションに
記載されたステップをご参照ください。
以下のテーブルは、どきゅなび 3 SP1 の新機能のうち重要部分の詳細となります。
直接アップデートに必要な最

どきゅなび 3 SP1 への直接アップデートを実行するには、どきゅなび 2 以降のバー

低バージョン

ジョンが必要となります。

対応 SharePoint バージョ

SharePoint 2013、SharePoint 2010

ン / パッチ レベル
新規ライセンス要否

どきゅなび 2 および 2 SP1 から直接アップデートする場合、どきゅなび 3 SP1 を
実行する際にライセンスのアップデートが必要となります。ライセンス アップデートの
詳細につきましては AvePoint サポート担当 にご確認ください。

IIS のリセット有無

アップデート プロセスの実行中、どきゅなびをアップデートするサーバー上の IIS がリ
セットされます。
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新機能と強化点


以前のバージョンでは、ファイル システムから SharePoint へのファイル権限の同期は、ファイルシェア リンク
リストの構成直後か、ファイルのコンテンツを修正した場合にのみ実行されました。バージョン 3.1 からは新た
に設定ファイル内のパラメータ (ForceSyncPermission) が導入され、すべてのファイル権限がファイル
システムから SharePoint へ同期されるようになりました。



拡張子が .dwg および .dxfの CAD ファイルのプレビューに対応しました。これによりファイル表示ツールの
インストールや別プログラムでファイルを開く必要はありません。



ファイルシェア リンク リスト構成の際、ストレージ タイプとして Dropbox および Windows Azure Stora
ge を選択できるようになりました。



インストール時に、複数のサイト コレクションに対する DocAve ファイルシェア リンク機能の一括アクティブ化
を行う手順が追加されました。インストール中にこの手順を選択すると、そこで選択したサイト コレクションの
DocAve ファイルシェア リンク機能が自動的にアクティブ化されます。DocAve ファイルシェア リンク機能を
アクティブ化したくない場合は、このステップをスキップすることができます。



HTTP リンク経由でのファイルのダウンロードの際、一時停止および再開機能が追加されました。



SharePoint 上でプレビュー サーバーの設定を構成 (全体管理 > DocAve どきゅなびの設定 > プレ
ビュー サービスの設定) し、プレビュー サーバーを変更した場合、新しいプレビュー サーバーは IIS の再起
動後ただちに使用可能となります。



どきゅなび ソリューションまたはプレビュー サービスをアンインストールした場合、どきゅなびに関連するスケジュ
ール ジョブ レコード (サーバーの全体管理 > 監視 > タイマー ジョブ > ジョブ状態の確認 に保管され
ています) は自動的に削除されます。
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バグ修正


サイト リストの URL にシングル クオテーション マーク (') が含まれている場合にどきゅなび リスト リボン上の
ボタンが機能しなくなる問題を修正しました。



SharePoint 2013 全体管理からどきゅなび ソリューション docave.filesharenavigator.sp201
3.solution.wsp を正常に削除できるようになりました。



ファイルシェア リンク リスト設定で [ファイル システムからメタデータを読み込む] が選択されている場合、
アイテムが最後に閲覧された時間が最終更新日時に表示されます。以前のバージョンでは、最終更新日
時に表示される時間は、同期完了時刻かネットシェア ロケーションにファイルが格納された時間になっていま
した。



ライセンスに関連した障害を修正しました。このためどきゅなび 3 SP1 ではどきゅなび 3 以降のライセンスが
必要となります。

既知の問題


Safari ブラウザ を使用する場合、複数のドキュメントをファイルシェア リンク リストへアップロードする際にエラ
ーが発生します。この場合アップロード進行状況は 100 ％と表示されますが、実際には変更は実行されま
せん。この問題は Microsoft Silverlight が Safari ブラウザに対応していないことによるものです。



SharePoint 2013 API の制限により、SharePoint 2013 環境での同期ジョブは SharePoint 201
0 環境に比べて時間がかかります。



プレビュー ページで .dxf ファイルをアップロードする際にファイルシェア リンク リスト内の UNC リンクか ファイ
ルシェアから直接ダウンロード ボタンのいずれかをクリックすると、Internet Explore 上の表示テキストに
乱れが発生します。



新たに追加された 一時停止 および 再開 機能は、Internet Explorer 9 上では正常に動作しない場
合があります。
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通知
本書に含まれる内容は AvePoint Japan が所有かつ提供し、AvePoint Japan およびライセンス所有者に帰属しま
す。本書の内容は著作権および商標登録およびその他所有に関わる法律によって保護されます。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 © 2012-2013 AvePoint Japan K.K. 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。
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、Microsoft Office SharePoint Servers 2007/2010/2013、Sh
arePoint Portal Server 2003、Windows SharePoint Services、Windows SQL server、およびWindows
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
本書の情報は情報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。

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

どきゅなび リリース ノート

5
V:12122013_JP_01

