製品カタログ

DocAve ソフトウェア
Migrate. Integrate. Manage. Optimize. Protect. Report.

エンタープライズ クラスのインフラ管理を実現する Microsoft® SharePoint®
向けプラットフォーム
完全統合型プラットフォームである DocAve ソフトウェアを使用することで以下が可能になります。
Microsoft SharePoint Server および SharePoint Online における管理とガバナンス ポリシーの導入、監視、強化をシンプルに実現します。
オンプレミスとプライベート / パブリック クラウド (Microsoft Oﬃce 365、Microsoft Azure など) のいずれの環境でも、SharePoint ファーム
を一元的に管理・割り当てることが可能になります。
アイテム レベルからプラットフォーム レベルまで選択可能なデータ保護、外部コンテンツとカスタムを含め SharePoint 上の全資産を対象としたイン
テリジェントかつ簡単なリストア、ワン スイッチで高可用性を実現するフェールオーバーなどの機能を活用して、ビジネス継続性を強化します。
本番ファームとテスト用ファームの管理が容易になります。
アプリケーション ライフサイクル管理ツールを使用することにより、ソリューションやコンポーネントの展開にガバナンスを適用することができます。

ビジネス上の利点

ビジネス継続性の強化

運用コストの削減

IT アシュアランスの実現

コンテンツの標準化

高度な操作性とグローバルなコラボ
レーションを実現します。

運用の効率性を向上します。

サービス品質の向上とビジネス中断リ
スクの最小化を両立します。

ビジネス コンテンツに対するセキュリテ
ィとコンプライアンスの標準化を可能に
し、企業 IT ポリシーを強化します。

シームレスな SharePoint サービ
スを世界中で展開します。
ポリシーや基準を徹底し、ビジネス
ユーザーを支援します。
コンテンツへのアクセスを最適化し
ます。
サービス品質を向上します。
ユーザーによるドキュメントへのアク
セスをシンプル化します。
SharePoint ガバナンス ポリシー
の展開、構成、管理、実施など、
繰り返し発生するような時間のか
かるプロセスを自動化します。

クラウド サービスを活用することで
インフラ・ストレージのコストを削減
します。

コンテンツや情報の長期的な管
理に対するソリューションを提供し
ます。

ビジネス利用状況と適応率を分
析し、コストの割り当てを効率化
します。

エンタープライズ クラスの SLA に
対応、オンプレミスやクラウド、また
はそのハイブリッド環境など場所を
問わないビジネス コンテンツの保
護が可能になります。

現場の作業やパフォーマンス、利
用状況についての情報を直ちに
入手できる体制を構築します。
業界最先端の SharePoint ハ
ードウェア・ソフトウェア ソリューショ
ンにより、総合的なサポートを実
現します。
既存のコンテンツ管理システムを
統合し一元化します。

冗長構成を徹底し、サービスを
安定して提供できる環境を構築
します。
SharePoint のアプリケーション
およびサービスを提供するトップ
サード パーティとして、コンテンツ
や構成の保護ソリューションを提
供します。

コンテンツに対し、ユーザー権限
を展開します。
保持ポリシーをコンテンツに適用
することで、情報ガバナンスやレコ
ード管理ポリシーに準拠します。
洗練された監査ポリシーを導入
することができます。
別階層のストレージにコンテンツ
をアーカイブします。
法的要求に対して迅速かつ正
確に対応します。

DocAve 機能
移行

統合

既存システムや過去バージョンの SharePoint から SharePoint

既存のネットワーク型・クラウド型 SharePoint 環境とその他の

Server 2013、SharePoint Server 2010、SharePoint Online

SharePoint ファームを統合し、企業内のデジタル資産を移行

へとエンタープライズ コンテンツを完全忠実な形でシームレスに移行するこ

することなくまとめることができます。

とで、組織再編成の促進とスムーズなコンテンツ配布を実現します。

移行ソリューション

コネクタ
レプリケーター

• eRoom 移行

• Oracle/Stellent 移行

• EMC Documentum 移行

• Quickr 移行

• パブリック フォルダ移行

• DocAve アップグレード＆移行

• ファイル システム移行

• Vignette 設定

• Livelink 移行

• Web サイト移行*

どきゅなび*

• Notes/Domino 移行

運用管理

最適化

SharePoint コンテンツやカスタム情報、ユーザー、セキュリティ、サイト

Microsoft® SQL Server® ストレージとコンテンツのライフサイ

などのコントロールを統合して管理することで、アクセスや展開、ライフ

クル管理を最適化することで、グローバル コラボレーションの活発

サイクル管理ポリシーなどの導入・強化を効率化します。

化と総保有コストの削減を同時に実現します。

管理センター

レポート ポイント

アーカイバ

ストレージ マネージャー

コンテンツ マネージャー

Governance Automation*

コネクタ

どきゅなび*

DocAve Online*

レポート ポイント

Governance Automation*

展開マネージャー
レプリケーター

データ保護

レポート

重要な SharePoint 資産をネットワーク障害やコンプライアンスの不

様々な重要コンテンツやデータ、トレンド分析に対して単一画面

足、予期せぬ災害などから保護し、SharePoint プラットフォームの継

からのアクセスを実現し、成長率やパフォーマンス、利用状況、

続的な可用性を確保します。

法的証拠開示などを基準としてカスタム可能なレポートや通知
を生成する機能により、プロアクティブな決定が可能になります。

アーカイバ

Vault

バックアップ＆リカバリー

Governance Automation*

リーガル ホールド

スタンバイ センター

DocAve Online*

レポート ポイント

Governance Automation*

SQL Server データ マネージャー

DocAve に関するお問い合わせ
電話: (03) - 6853 - 6300
E-mail: SalesJP@AvePoint.com
30日間の無料評価版:
www.AvePoint.co.jp/download

AvePoint Japan 株式会社
〒 108-0074
東京都港区高輪4-10-18
京急第一ビル11F

For US Government Organizations:
DocAve can be purchased directly from
AvePoint or through the GSA website at
www.GSAadvantage.gov.

その他詳細につきましては www.avepoint.co.jp をご覧ください。
アブポイントジャパン ブログ www.avepoint.com/community/ をご覧ください。
*スタンドアロン製品については、DocAve 6 ソフトウェア製品と別にお買い求めいただけます。
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