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すべての AvePoint 製品と同様、DocAve ソフトウェア プラットフォームでは Microsoft に完全にサポートされた手法および API のみを使用しています。

for SharePoint

DocAve 製品概要

受賞経験を持つ DocAve 製品ファミリーをお使い頂くと、Microsoft® SharePoint® 導入に
おける自由自在なリアルタイムのデータ保護、管理、コンプライアンス、移行、レポーティング、複製、そし
てストレージ最適化の実現が保障されます。また、中央管理型のユーザーフレンドリーな Web ベー
スのコンソールから、規模を問わずに単一および複数の SharePoint ファームを保護、管理、最適
化することが可能です。すべての機能が完全に統合された拡張性に優れたコンポーネントである為 
SharePoint のユーザーは利用範囲が拡大するタイミングで機能を追加で有効に出来ます。 

DocAve 製品ファミリーは SharePoint を使ったビジネスにおいて重要な機能を幅広く提供してい
ます。Microsoft SharePoint 2010 へ、旧バージョンの SharePoint や異なるレガシー プラット
フォームからの企業資産をシームレスに移動するだけでなく、同時に GAC、IIS、SharePoint Hive 
などのカスタマイズ部分の完全ファームバックアップなどを含むミッション クリティカルなデータをビジネス
ルールに則って取得することで、厳正な SLA への準拠を可能にします。
また、DocAve の自動化された展開管理、中央化されたユーザーとプラットフォーム管理、そして確実
なレポーティング機能を活用することで、効果的なプラットフォーム管理と確実なガバナンスを実現出
来ます。

AvePoint は米国を拠点とするソフトウェア界をリードするテクノロジー企業です。AvePoint 社は
2001 年の設立以来、Microsoft SharePoint におけるインフラ管理ソリューションに対し、グロー
バルマーケットリーダーとして一貫したソリューションを提供し続けています。最大級の SharePoint 
専門研究開発チームを有する AvePoint は、強力かつフレキシブルなインフラ管理ソリューション
を求める企業の SharePoint 環境および資産を守るプロバイダーです。数々の賞を受賞している 
DocAve は AvePoint が提供するソフトウェア プラットフォームです。業界基準のスケーラビリティと
全体性を併せ持つ本製品は SharePoint に対応するモジュール群を備え、バックアップ・リカバリー、
管理、レプリケーション、移行、アーカイブ、展開管理、レポート、ストレージ最適化、コンテンツ ライフサイ
クル管理におけるソリューションを実現します。

本社および技術センターをニュージャージー州ジャージーシティに置き、米国完全所有の営業オフィ
スおよび技術センターは米国をはじめカナダ、オーストラリア、イギリス、ドイツ、日本、シンガポール、中国
に及びます。AvePoint が世界中に抱えるグローバルチームは提携パートナーと広範なネットワークを
形成し、多くの Fortune-500 企業や政府機関を含め 8,000 を超える企業クライアントに対し
て大切な SharePoint 環境の保護、管理、ミッション最適化へのソリューションを提案しています。
AvePoint はマイクロソフト認定ゴールドパートナーおよび GSA プロバイダーです。

会社概要



Copyright © 2011 AvePoint® Inc. All Rights Reserved. DocAve、AvePoint および AvePoint のロゴは、AvePoint, Inc の商標です。
その他記載の製品名およびロゴは、それぞれの会社の商標または登録商標です。

V: 12132011_JP_01

会社概要

AvePoint はソフトウェア界をリードするテクノロジー企業です。AvePoint 社は 2001 年の設立以来、Microsoft SharePoint におけるエンタープライズ
ガバナンス ソリューションを提供し続けているグローバルマーケットリーダーとして、一貫した SharePoint ライフサイクル管理へのソリューションを提供し続けています。
最大級の SharePoint 専門研究開発チームを有する AvePoint の企業顧客は Fortune-500 企業や政府機関を含めて 8,000 を超え、SharePoint の
ポテンシャルを最大限に発揮することで企業の求めるビジネスニーズを実現しています。本社および技術センターをニュージャージー州ジャージーシティに置き、米国
完全所有の営業オフィスおよび技術センターは米国をはじめカナダ、オーストラリア、イギリス、ドイツ、日本、シンガポール、中国に及びます。 AvePoint はマイクロソフト
認定ゴールド ポータル・コラボレーション パートナーであり、ゴールド認定 ISV パートナーおよび米国政府戦略パートナーシップ GSA プロバイダーです。

詳細については弊社 Web サイトをご覧ください。 www.AvePoint.co.jp

ファイルサーバー コネクタ
SharePoint へのシームレスな外
部コンテンツの取り込み

・ ファイルシェア ライブラリ
  移行の要らないファイルサーバ 
  ー及びクラウド上のファイルの取
  り込み

・ メディアシェア ライブラリ
  移行の要らないファイルサーバ
  ー及びクラウド上のメディア ファ
  イルの取り込み

レプリケーター
for SharePoint
無数に分散するロケーション間
で、SharePoint をリアルタイ
ム、単方向、双方向、一対多で
複製

レプリケーター for Salesforce
SharePoint 及び Salesforce 
間のコンテンツ統合

・ コンテンツ レプリケーター
  SharePoint コンテンツと 
  Salesforce コンテンツの同期

・ レコード レプリケーター
  Salesforce CRM から 
  SharePoint へのレコードの同期

管理センター
中央管理型インターフェイスを使
用した、構成、セキュリティ、設定
の一元管理

展開マネージャー
開発環境から本番環境へのカス
タマイズの展開ライフサイクルの自
動化

コンテンツ マネージャー
数クリックの SharePoint コンテ
ンツ再構成により組織変更への
迅速な対応を実現

コンテンツ シールド
アップロード時にコンテンツをスキャ
ンすることによる、SharePoint
環境の事前保護

レプリケーター
無数に分散するロケーション間
で、SharePoint をリアルタイ
ム、単方向、双方向、一対多で
複製

レポート ポイント
利用状況やトレンド情報に関し
てあらゆるデータを把握することで
適切な判断を可能に

 

レポート ポイント
ストレージ、ネットワーク、利用状
況及びトレンド情報を可視化す
る事で最大限のパフォーマンスを
確保

バイナリー ストア
バイナリー ファイルを SQL からデ
ィスク ストレージへオフロードし、
SQL パフォーマンスを向上

アーカイバ
ビジネス ルールに則った 
SharePoint コンテンツのアーカ
イブとシームレスなコンテンツへのア
クセス

ファイルサーバー コネクタ
SharePoint へのシームレスな
外部コンテンツの取り込み

・ ファイルシェア ライブラリ
  移行の要らないファイルサーバ
  ー及びクラウド上のファイルの取
  り込み

・ メディアシェア ライブラリ
  移行の要らないファイルサーバ
  ー及びクラウド上のメディア ファ
  イルの取り込み

SharePoint への移行
完全マッピング使用のレガシー 
システムから SharePoint へのシ
ームレスな移行

   SharePoint 2001,       
   2003, 2007
·  Exchange
   パブリック フォルダ
·  ファイルシステム
   /ネットシェア
·  Documentum
   eRoom
·  Open Text       
   Livelink/Vignette
·  Lotus Notes    
   /QuickPlace
·  Oracle Stellent
·  HTTP/S Web サイト
·  MCMS2002 (Microsoft 
   Content Management    
   Server 2002)

監査マネージャー
SharePoint 上のアクティビテ
ィをすべて記録し、レポートとして
見える化を実現

レポート ポイント
中央管理型インターフェイスか
ら、様々なミッション クリティカルな
データやトレンド情報を把握

システム モニター
全 SharePoint サーバー、その
機能、関係、役割、サービス、そ
してシステムの状態などをグラフィ
カルなトポロジーでリアルタイムに
表示

リーガル ホールド
SharePoint コンテンツを検索・
レポートし、コンプライアンス要件
への迅速な対応を実現

バックアップ&リカバリー
ビジネスを意識した SLA ドリブ
ンなデータ保護で、アイテム レベ
ルからプラットフォームに至るまで
サポート、完全忠実にリストア

スタンバイ センター
ワンクリックで継続的なプラットフ
ォームの可用性を実現

コンテンツ シールド
アップロード時にコンテンツをスキ
ャンすることによる、SharePoint 
環境の事前保護

コンプライアンス Vault
SharePoint 上のコンテンツを
不変のフォームで保管し、コンプ
ライアンス要件を満たす為に必
要な情報を簡単に検索
     

AvePoint の提供する DocAve ソフトウェア プラットフォームは、エンタープライズ向けに開発されたモジュールが統合されたソフトウェア プラットフォームです。すべてのモジュールは
ブラウザ ベースのインターフェイスへと統合されている為、複数の SharePoint ファームを一元管理し、Microsoft  SharePoint  製品及びテクノロジーの保護、管理、統合、
そしてストレージ最適化を実現することが可能です。

その他の AvePoint ソリューション:
DocAve for Salesforce:  業界最先端の技術による Salesforce CRM コンテンツの統合とデータ保護（3つの独立したモジュールが含まれています。）
Notes/Domino 移行 for Exchange: Lotus Notes/Domino から Microsoft   Exchange  2003、2007、2010 及び Exchange Online へのシームレスな自動
コンテンツ移行


