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AvePoint ®は DocAve v5.3 をリリース 

DocAve の最新バージョンにはストレージ最適化、SharePoint 経由でのファイルシェア管理、 

また Oracle/Stellant 及び Vignette からの完全マッピング移行の機能が含まれます。 

ジャージー シティ、ニュージャージー州 2009 年 10 月 26 日 - Microsoft
®

SharePoint
®

製品に特化したインフラ管理ソリューションを

提供する AvePoint 社は、SharePoint 対応のバックアップ＆リカバリー、管理、ストレージ最適化、監査、複製、レポート、コンプ

ライアンス、そして移行を含め、業界最先端のソフトウェアである DocAve ソフトウェア プラットフォーム v5.3 の Beta 版のリリ

ースを発表しました。この最新リリースに含まれる、SharePoint 対応ストレージ最適化ソフトウェアには、強化された DocAve ア

ーカイバ for SharePoint、新製品である DocAve ファイルサーバー コネクタ for SharePoint、DocAve バイナリ ストア for SharePoint が

含まれ、それらをお使い頂くことサポート範囲を広げ、Oracle/Stellant 及び Open Text Vignette から SharePoint 2007 への完全忠実且

つシームレスなコンテンツ移行のサポートを開始しました。 

 

 

SharePoint 対応ストレージ最適化ソフトウェア製品一覧 

 

SharePoint 対応ストレージ最適化ソフトウェアには、DocAve アーカイバ for SharePoint、DocAve ファイルサーバー コネクタ for 

SharePoint、DocAve バイナリ ストア for SharePoint の 3 つの独立したモジュールが含まれます。この機能が集合することにより、

業界で唯一 SharePoint SQL ストレージを包括的に管理出来るツールとなります。  

 DocAve アーカイバ for SharePoint  - 長年に渡り、DocAve ラインアップ内でご好評頂いている製品です。ビジネスルー

ルに則って、SharePoint コンテンツを SQL データベースからオフロードします。アーカイブされたコンテンツは、エ

ンドユーザーからのアクセスに全く影響を及ぼさずに、完全にカスタマイズ可能なビジネス ルールを基に自動的に

階層ストレージへと転送されるか、またはエンドユーザーによってアクセスが可能な Web パーツ経由で転送されま

す。Microsoft の EBS-API （外部 BLOB ストレージ）を活用する DocAve アーカイバ for SharePoint は、業界で最も堅牢

且つ機能豊富なアーカイブ ソリューションです。  

 

 DocAve ファイルサーバー コネクタ for SharePoint - デジタル資産をネットワーク上、またはクラウド ファイルシェア

上に残したまま、SharePoint のパワフルな文書管理機能やコラボレーション機能の利点だけを使用する、企業にとっ

て理想的なソリューションです。DocAve ファイルサーバー コネクタ for SharePoint をお使い頂くと、ドキュメントの

バージョン管理、通知、ワークフロー、メタデータのカスタマイズ、権限管理など、SharePoint のパワフルな文書管

理、コラボレーション機能をすべて”連結”されたコンテンツ上で使用出来るようになる為、エンドユーザーはまるで 

SharePoint 上に存在するデータを扱っているかのようにコンテンツを表示・管理することが可能です。 

 

 DocAve バイナリ ストア for SharePoint  - すべての BLOB（バイナリ ファイル）をリアルタイムにオフロードすること

で効率的に管理します。Microsoft の EBS-API（外部 BLOB ストレージ）を活用する DocAve バイナリ ストア for 

SharePoint は、エンドユーザーが SharePoint 経由で BLOB オブジェクトをアップロードする際に、それらをすべてデ

ィスク ストレージへとリアルタイムオフロードします。完全にカスタマイズ可能な、ファイルサイズ フィルタを使

用することで、管理者は SQL データベースとディスク ストレージ上にどれだけの BLOB コンテンツが保管されている

かを的確に判断することが出来ます。ファイルベース ストレージへオフロードされたコンテンツを一度も SQL へ保

管する必要もなく、すべて SharePoint 経由でアクセス・管理することが可能できる為、エンドユーザーはデータがま

るで SQL コンテンツ データベースに存在するかの様に検索、アクセス、コラボレーションすることが出来ます。 

  

Oracle/Stellant 及び Vignette から SharePoint 2007 への包括的な移行 

 

SharePoint 対応移行ソフトウェアは、SharePoint へのレガシー コンテンツの移行ソリューションを求める企業にとって、業界最先

端の、費用効果的且つ直感的な移行ソリューションとして活躍しており、これまで Lotus Notes、Documentum eRoom、Exchange パ

ブリックフォルダ、ファイルシステム、Open Text Livelink、SharePoint の旧バージョンからの移行をサポートしてきました。  v5.3 
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でリリースされる DocAve 移行ツールでは、Oracle/Stellant 及び Open Text Vignette から SharePoint 2007 への完全忠実なコンテンツ

移行のサポートを開始します。DocAve 移行ソリューションをお使い頂くと、包括的なマッピング ツールや、オプションの最小単

位・一括移行機能、カスタマイズ可能な移行スケジューラ、そしてライブモードのリアルタイム移行機能により、ビジネス  スケ

ジュールやニーズに従って移行を実施することが出来ます。DocAve プレスキャン ツールをお使い頂くと、実際に移行を実施する

前に予め詳細な分析結果を確認し、移行に失敗する可能性のあるアイテムを確認し、対処することが出来る為、正確且つ確実な移

行を実現することが可能です。  

 

 

DocAve ソフトウェア プラットフォーム v5.3 での新機能及び強化点の詳細については、弊社ウェブサイト www.avepoint.co.jp を参

照してください。 

 

 

会社概要 

 

AvePoint は米国を拠点とするテクノロジー企業である事、またソフトウェア革新者であることを誇りに思います。  AvePoint 社は

2001 年の設立以来、Microsoft SharePoint の全製品に対してエンタープライズインフラ管理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です。 Microsoft 外で最大級の SharePoint 開発チームを有する DocAve ソフトウェアは、Microsoft 

SharePoint 対応のバックアップ＆リカバリー、レプリケーター、移行、管理、アーカイブ、展開管理及びコンプライアンスなどの

包括的且つ柔軟なソリューションを提供しています。 

 

AvePoint の先駆的技術は、現在では OEM パートナーである NetApp 社 や IBM 社 等の製品にも活用されています。 また本社、研究

施設、開発センターをニュージャージー州のジャージー市に構える AvePoint の企業顧客は Fortune-500 企業を含め 5,000 を超え、

その自社開発センター・営業オフィスは米国のジャージー市をはじめ、サンノゼ、アトランタ、シカゴ、ワシントン D.C.、ダラス、

そしてイギリス、オーストラリア、東京、シンガポール、中国に及びます。 ”Best SharePoint Product” 部門 Best of TechEd 2008 の受

賞経験を持つ AvePoint はマイクロソフト認定ゴールド パートナー兼マイクロソフト管理パートナー、そして GSA 認定プロバイダ

でもあります。 

 

 

お問い合わせ先： 

AvePoint Japan 株式会社 

〒 107-6012 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 12 階 

TEL：  (03) 4360-8391 

Email：  SalesJP@avepoint.com 

 

 

 

 

ここに記載されているすべての製品名および会社名は各社の商標です。 
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