
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD Group、DocAve® Online を組み込んだ  
Microsoft® Office 365 と Cloud|AG でサービス
管理を実行、全国各地の従業員をサポート 
 

ハイライト 

• 全国各地の拠点に分散して仕事をしている 150 名の従業員に、重要ビジネス データにアクセスで

きる中央化されたプラットフォームを、Microsoft Office 365 と ServicePoint365 を使用して提

供し、コラボレーション能力を強化 

• メールおよびドキュメント サーバーの管理に必要とされる IT リソースを最小限に抑制 

• Lync Online と ServicePoint365で、プロジェクト チーム間のコラボレーションと情報共有をより

簡単に 

•  エンド ユーザーが誤って消去してしまった、もしくは紛失してしまったドキュメントやサイトのリストアに必

要な時間を、Microsoft のデフォルト機能のみを使用する場合に必要な数日～数週間から、数時

間以内に短縮 

•   組織のガバナンス ポリシーに依拠した形で、SharePoint Online 環境全体に関するセキュリティ設

定、およびアクセス権限に関する管理を実現 

 

顧客紹介 
CD Group, Inc. (以下、CD Group) は、JD Edwards・オラクルの製品に特化した、フル サービス

型のソフトウェアおよび ERP コンサルティング・管理を提供する会社です。 

 

挑戦 
CD Group の本社はジョージア州アトランタに位置しており、支社はコロラド州のデンバーに存在します。

しかし、同社は合衆国全土にわたってビジネスを展開しており、また、オフィスの外で仕事をするリモート ワ

ーカーを多く雇用しています。約 150 名の従業員のうち、およそ 50% が在宅勤務など、同社のオフィ

ス外で仕事をしています。このため、同社が以前使用していたテクノロジーのみでは、従業員間のコラボレ

ーションという課題に対処することが困難でした。 

 

同社では、業務に必要なデータはローカルのファイルシェアに保存されており、また、コラボレーションは主に

メールで実行されていました。このため、在宅勤務者などのリモート ワーカーは、必要な情報にすぐにアク

セスすることができず、コラボレーションには Dropbox などに頼らざるを得なくなっていました。「以前の環

境はリモート ワーカーにとって使いにくいものであっただけでなく、当時使用していたツールも、我々の業務

に継続使用するにはあまりに種類があり過ぎ、まとまりを欠いていました」 と、CD Group のディレクターを

務める Betsy Pope 氏は振り返ります。「誰でもドキュメントに簡単にアクセスできるようなソリューション

が求められていました。」 

 

これらの課題に対応するため、CD Group ではクラウド、特に Microsoft Office 365 に注目しまし

た。「Office 365 を導入すれば、業務上必要となるデータにより簡単にアクセスできるようになるだけ 
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ではなく、従業員が既に使い慣れているツールのクラウド版も使用できるよ

うになるのは魅力でした」 と、Pope 氏は説明します。 

 

AvePoint のソリューション 

Office 365 の導入から最大の費用対効果を引き出せるよう、CD Gro

up は AvePoint のパートナー企業である Cloud|AG のサービスを使

用することになりました。Cloud|AG は、CD Group の Office 365 へ

のプラットフォーム移行を主導し、さらにアプリケーションである ServicePoi

nt365 を導入しました。ServicePoint365 は、Office 365 - Share

Point Online 用に開発された業界テンプレート アプリケーションです。こ

のソリューションはコラボレーションを促進するとともに、プロジェクトを中心と

して組み立てられており、組織や個人、チームがコンテンツ管理に対して持

つニーズにこたえるものとなっています。このアプリは、Cloud|AG によって

管理されていますが、このアプリが使用しているのが、AvePoint Online 

Services の一部である DocAve Online です。「アメリカ全土に散らば

っている従業員に、業務に必要なツールに簡単にアクセスしてもらえるとい

う点に魅力を感じました」 と、Pope 氏は語ります。「このアプリを使うと、

導入・メソドロジ テンプレートのほか、顧客の固有情報もアップロードする

ことができます。このため、プロジェクト マネージャーは、プロジェクトのワーク

スペースにたくさんの成果物を載せることができるようになりました。」 

 

Microsoft Azure 上にホストされる SaaS プラットフォームである DocA

ve Online は、組織のビジネス ニーズに応じて管理・保護・同期・レポー

ト作成などの機能を提供し、クラウド コンピューティングを拡大することを可

能にする製品です。DocAve Online の最小単位バックアップ & リカバリ

ー機能を使用することにより、Cloud|AG は環境内のすべてのコンテンツ

を保護・リストアすることが可能になりました。「万が一業務に必要なドキュ

メントを消してしまったとしても、Cloud|AG では数時間のうちに復旧を実

行することができます。これは、Microsoft に対してサポート チケットを送

信して数日間、場合によっては数週間発生する待機時間に比べ、格段

な時間の短縮です。我々は、顧客情報・顧客への連絡・情報のリソース・

メソドロジ・プロジェクトの情報などをすべて Office 365 で管理していま

す。そのため、データや環境に対する確実な保護は必要不可欠でした」 

と、Pope 氏は語ります。「ワークスペースやドキュメントを消去してしまった

としても、Cloud|AG が、業務に重大な影響を与えることなくドキュメント

を回復してくれることで、安心して仕事を進めることができます。」 

 

また、DocAve Online を使用して組織の環境を管理することにより、S

harePoint Online のコンテンツ・構成・セキュリティに関連する管理・ガ

バナンス ポリシーの遵守を簡単に実行できるようになりました。顧客情報

をクラウド環境に保存している CD Group にとって、これは非常に大事

なポイントです。「我々は、可能な限り多くの情報をクラウドに保存したいと

考えていましたが、セキュリティ設定を自由にコントロールできない事態は 

 

避けたいという希望も持っていました」 と、Pope 氏は語ります。「Cloud|

AG の管理サービスと DocAve Online を使用することにより、Office 3

65 をより有効に活用できるようになりました。」 

 

最終結果 

CD Group は、業務関連データを Office 365 と ServicePoint365 

からアクセス可能にしました。また、Cloud|AG は DocAve Online を

使用して同社の環境の管理を実行しました。これにより、遠隔地にいる従

業員が、Microsoft のクラウド コラボレーション ソリューションを使用して、

より効率よくコラボレーションを実行することが可能になりました。「CD Gro

up は、テクノロジーに敏感な企業が、新たなテクノロジーをビジネス チャン

スに変えた好例です」と、Cloud|AG の代表兼 CEO である David Hu

seonica 氏は語ります。「同社は、Microsoft のクラウド テクノロジーを

最大限に効率よく使いこなしていると思います。」 

 

今後も、CD Group では、Office 365 と ServicePoint365 の機能

を引き続き導入していく予定です。特に、全社でナレッジ センターを活用

することを検討しています。「Cloud|AG のお陰で、クラウド ベースへのテ

クノロジーへのスムーズな転換が実現できたのと同時に、社内コラボレーシ

ョンと生産性が向上しました」 と Pope 氏は語ります。「内部コストを節約

すれば、それだけ顧客に利益を還元することができます。」 

 

会社概要 

AvePoint は次世代ソーシャル コラボレーション プラットフォームを対象

に、エンタープライズ クラスのビッグ データ管理、ガバナンス、コンプライアン

ス実現のためのソフトウェア ソリューションを提供する、業界を代表する企

業です。  

 

AvePoint Japan 株式会社: 

〒108-0074 

東京都港区高輪 4-10-18  京急第一ビル 11階  

03-6853-6300  

www.AvePoint.co.jp  

 

Cloud|AG について 

Cloud|AG は、さまざまな規模の顧客を対象に、Microsoft の Office 

365 の機能と柔軟性を最大限に利用するためのサービス・製品を提供

する会社です。 

 

Cloud|AG 本社 

2 Sun Court, Suite 220 

Peachtree Corners, GA 30092 

855-256-8324 

www.cloudag.com 

 

 


