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※本プレスリリースは、米国本社発表のプレスリリース の抄訳版です。 

 

SharePoint カンファレンス プラチナ & キーノート スポンサーに 3 年連続で選出された AvePoint、

Microsoft SharePoint の新しいガバナンス・スケーラビリティを示す 

ジャージーシティ、ニュージャージー州 - 2012年 10月 26 日 - Microsoft 社製 SharePoint のためのガバナ

ンス・管理ソリューションを提供する AvePoint は、ネバダ州ラスベガス・マンダレーベイで 11 月 12 ～ 15 日の期

間に開催される Microsoft SharePoint カンファレンス (SPC) 2012 に、プラチナ & キーノート スポンサーとし

て出展することを発表しました。AvePoint はグローバル SharePoint コミュニティへの継続的な貢献が評価され、

3 年連続で本カンファレンスにおけるプラチナ & キーノート スポンサーとして参加しています。ここでは AvePoint の

新製品となる、DocAve ソフトウェア プラットフォーム for SharePoint のローンチを予定しています。これまで多く

の賞を受賞している DocAve は今回 Microsoft SharePoint 2013 にはじめて対応し、管理、ガバナンス、ス

ケーラビリティといったエンタープライズ テクノロジーを備えたプラットフォームとしてさらなる進化を遂げています。 

「今回 Microsoft SharePoint 2013 のリリースを受け、私たち AvePoint はクラウドおよびハイブリッド 

SharePoint 環境や Microsoft Office 365、Windows Azure、その他一連のビジネス アプリケーションを統

合して、真のエンド - エンド ビジネス ソリューションとコンプライアンス・ガバナンス管理機能を実現し、グローバルに展

開する SharePoint コミュニティをサポートできることを大変喜ばしく思っています」 AvePoint 共同設立者・共同

経営取締役 Tianyi (TJ) Jiang は話します。「ビジネスやテクノロジーの面でダイナミックなニーズを抱えた企業に

とって、AvePoint が目指すエンタープライズ ソリューションの新たな形は非常に心強い味方となることでしょう」 

10,000 を超える組織に対してソーシャル エンタープライズ コラボレーション プラットフォームを提供し、ワールドワイ

ドのガバナンスおよびスケーラビリティを実現してきた 11 年間の実績を元に、AvePoint は今回 3 日間にわたって

セッションを行います。セッションはエキシビジョン ブース (417) に設置された AvePoint デモ シアターで開催され、

グローバルな SharePoint コミュニティが抱える様々なビジネス上の課題について紹介する予定です。 

 11 月 12 日 (月) - SharePoint 2013 と移行 

SharePoint 2013 の多くのメリット・特徴や、Microsoft プラットフォームにおけるアップグレードのベスト プラ

クティスなどについて、AvePoint と Intellinet などのパートナー、さらに SharePoint MVP の Andrew 

Connell 氏によるセッションを通じてご紹介します。AvePoint による SharePoint 2013 サポートについて

の詳細は 弊社 Web サイト (英語) をご覧ください。 

 11 月 13 日 (火) - クラウド コンピューティング 

AvePoint、米国 SharePoint カンファレンス 2012 において 

SharePoint 2013 のサポートを発表 

http://www.avepoint.com/news/2012/10/26/avepoint-showcases-tradition-of-excellence-and-support-for-microsoft-sharepoint-2013-at-sharepoint-conference-2012/
http://www.avepoint.com/spc2012/
http://www.avepoint.com/sharepoint-2013/


AvePoint と、Steve Fox や Director などのパートナー、さらにマイクロソフトからは Azure 担当者を招き、

オンプレミス SharePoint 環境と Office 365、SharePoint Online、Windows Azure、その他様々な

クラウド プラットフォームとの連携を目指す企業に対するベスト プラクティスやソリューションをご紹介するステー

ジです。 

 11 月 14 日 (水) - ガバナンス オートメーションとコンプライアンス 

SharePoint MVP の Robert Bogue 氏を招き、さらに Planet Technologies や Hitachi Data 

Services、NetApp といったパートナーと共に、AvePoint が提唱するソーシャル エンタープライズ コラボレー

ション プラットフォームにおけるガバナンスと管理を、規制やコンプライアンスといったしがらみをクリアしながら成功

へと導くためのコツとアドバイスを紹介。ビジネス・技術上の課題について議論していきます。 

その他、AvePoint が提供する SharePoint コミュニティ向けのトーク セッションは以下の通りです。 

(日時は米国太平洋標準時): 

 ブレイクアウト セッション: 11 月 13 日 (火) 10:30 AM 『Wish I'd Have Known That 

Sooner!（もっと早く知っておけばよかった！）』 

SharePoint MVP の Jeremy Thake と AvePoint チーフ アーキテクト・SharePoint MVP の Dan 

Holme が、SharePoint 2013 について分かりやすく解説します。 

 ブレイクアウト セッション: 11 月 15 日 (木) 10:30 AM 『Living in a Hybrid World: 

Compliance and Governance Meet Cloud（ハイブリッドな世界に生きる）』 

AvePoint リスク管理・コンプライアンス部 ヴァイス プレジデントの Dana Simberkoff と Jeremy Thake 

がお届けする、クラウド上におけるコンプライアンスとガバナンスについてのトーク セッションです。 

 エキスポ  シアター : 11 月  11 日  (日) 6:55 PM 『Deploying and Supporting the 

SharePoint Solution that's Right for You with AvePoint（AvePoint の考える “自社

環境に最適な SharePoint ソリューションの導入とサポート”）』 

AvePoint プロダクト マーケティング部 ヴァイス プレジデントの Mary Leigh Mackie が、お使いの環境に合

わせた SharePoint ソリューションの展開とサポートについてご紹介します。 

 エキスポ シアター: 11 月 14 日 (水) 2:25 PM 『Preparing for Microsoft SharePoint 

2013 with AvePoint（AvePoint の考える “SharePoint2013 に向けた準備”）』 

AvePoint の Mary Leigh Mackie による、Microsoft SharePoint 2013 準備のためのトーク セッショ

ンです。 

また、毎年の SharePoint カンファレンスでも既にお馴染みとなりましたが、AvePoint は今年もドゥカティ社による

最新のバイクを来場者にプレゼントする予定です。2013 年は特にドゥカティ・モンスターシリーズの発表から 20 周

年という節目でもあります。さらに AvePoint ブースでは、Microsoft 最新タブレット製品となる Surface も景品

として用意しております。抽選は 11 月 15 日 (木) 2:00 PM (太平洋標準時) に行われる予定です。 

数多くの受賞経験を持ち、SharePoint 2013 を含めた SharePoint 環境における管理や保護、ガバナンス、

スケーラビリティを実現する 40 以上のモジュールで構成されたソフトウェア プラットフォーム DocAve についての詳



細は 弊社 Web サイト をご覧ください。SharePoint カンファレンス 2012 についての詳細は、弊社 

SharePoint カンファレンス 2012 特設サイト (英語) をご覧ください。 

会社概要 

AvePoint は米国を拠点とするテクノロジー企業・ ソフトウェア ベンダーです。2001 年の設立以来、AvePoint 

社 はグローバル マーケット リーダーとして、ソーシャル エンタープライズ コラボレーション プラットフォームにおけるガバ

ナンス・管理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 10,000 を超え、企業の求めるエンタープ

ライズ テクノロジー プラットフォームのガバナンスおよびスケーラビリティを最大限に実現しています。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、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、南アフリカ、 イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、スイス、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。 

 

報道関係者からのお問い合わせ先 

AvePoint Japan 株式会社 マーケティング部 

〒108-0075東京都港区港南２丁目 4－15品川サンケイビル 2階 

TEL：(03) 5783-8633 

Email：MarketingJP@avepoint.com 

 

製品に関するお問い合わせ先 

AvePoint Japan 株式会社 営業部 

〒108-0075東京都港区港南２丁目 4－15品川サンケイビル 2階 

TEL：(03) 5783-8631  

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。 

http://www.avepoint.co.jp/docave6/
http://www.avepoint.com/sharepoint-2013/
http://www.avepoint.com/sharepoint-2013/

