
 
 

 

2013 年 ６ 月 ３日 

AvePoint Japan 株式会社 

 

 

TechEd North America のスポンサーとして 10 年連続となる参加を決めた AvePoint は、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クラウド、コンプライアンス、ガバナンス、生産性を実現するソリュ

ーションを提案していきます。 

 

2013 年６月 ３ 日 ― ソーシャル エンタープライズ コラボレーション プラットフォームのためのガバナンス・コンプライアンス

管理ソリューションを提供する 米国 AvePoint は、本日から北米にて開催される Microsoft 社主催の TechEd 

North America 2013 へシルバー・スポンサーとして参加いたします。このイベントは IT プロフェッショナルや開発者が集

まり最先端のテクノロジーを紹介するカンファレンスとなっています。イベントの期間は 6 月 3 日～ 6 日、会場は米国ルイ

ジアナ州ニューオーリンズ市内 Ernest N. Morial Convention Center にて開催されます。TechEd スポンサーとして

記念すべき 10 年目の参加となる今回、AvePoint はエンタープライズ テクノロジー プラットフォームにおける管理、ガバナ

ンス、拡張性を実現する最新製品およびソリューションをご紹介する予定です。 

 

AvePoint は会場内の展示ブース (#2003) にて 3 日連続で出展します。この 3 日間では、グローバル テクノロジー 

コミュニティのビジネスにおいて発生しがちな課題をテーマとして発表していきます。 

 

6 月 3 日 (月) - 生産性: AvePoint が提供する SharePoint 2013/Windows 8 アプリケーション を活用して、

組織の末端まで活性化させる確実なコラボレーションをご紹介します。生産性の向上を実現する AvePoint 最新製品

は以下の通りです (Web サイトは英語)。 

 

 AvePoint Pipeline: 各営業メンバーや営業チームごとに管理が可能な CRM オポチュニティーの統合表示ツールです。

本ツール導入により、走り続けるビジネスの生産性を強化することができます。日本では Windows 8 Store にて今年

度中に発表予定です。 

 AvePoint Timeline: Microsoft Dynamics CRM のアカウント アクティビティ履歴を統合して表示することができま

す。モバイル デバイスからも使用可能なため、簡単な操作による活用が可能です。日本では Google Play Store 

(Android 版) および iOS にて今年度中に発表予定です。 

 DocAve Analytics: SharePoint サイトで通常とは異なる利用状況や閲覧履歴などが発生した場合にユーザーに通

知を送信します。これにより SharePoint 利用状況の管理・監視を効率化することができます。日本では Windows 8 

Store にて今年度中に発表予定です。 

AvePoint、Microsoft 主催の TechEd North America に 

スポンサーとして 10 度目となる参加を発表 

http://www.avepoint.co.jp/
http://northamerica.msteched.com/#fbid=NZsO6DCL8xH
http://northamerica.msteched.com/#fbid=NZsO6DCL8xH
http://www.avepoint.com/innovation-center/
http://www.avepoint.com/crm-management/pipeline/
http://www.avepoint.com/crm-management/timeline/
http://www.avepoint.co.jp/sharepoint-analytics-docave/


6 月 4 日 (火) - クラウド コンピューティング: Microsoft テクノロジーを活用してクラウド コンピューティング プロジェク

トを進めようと考える組織を対象として、AvePoint ではクラウドやオンプレミス、あるいはハイブリッド環境でも使用できる強

力なバックアップ・管理ツールを提供します。クラウド向けとなる AvePoint 最新製品は以下の通りです (Web サイトは

英語)。 

 

 DocAve Online: Microsoft Office 365 や  SharePoint Online の導入を考える組織を対象とした、

"Software as a Service (SaaS)" プラットフォームにおける強力なバックアップ・管理ツールです。 

 Windows Azure を活用したストレージおよび管理の最適化: Binary Large Object (BLOB) やバックアップ ファイ

ル、アーカイブ ファイル、監査ログなどのデータを Windows Azure 上に保管することで、長期的な保持におけるストレー

ジ コストの削減を実現します。 

 Azure ホスト型 SharePoint 資産管理: Windows Azure 上で DocAve ソフトウェア プラットフォームを活用する

ことで、Azure への移行はもちろん、Azure ホスト型・ハイブリッド型 SharePoint 環境の管理、保護、最適化を達成

することが可能になります。 

6 月 5 日 (水) - コンプライアンス＆ガバナンス: お使いのテクノロジー プラットフォームにおけるコンプライアンスおよびガ

バナンスを向上するための最新機能をご紹介します。 

 

 Policy Enforcer: サイトの 24 時間監視や環境内設定および構成の自動調整を実施し、環境全体の制御やポリ

シーの遵守を維持することができます。ポリシーは 20 以上のルールを組み合わせて作成、またルールを独自にカスタマ

イズすることも可能です。さらに Governance Automation と合わせて使用することで、ライフサイクル全体を通じた

サイトおよび権限の展開、管理、編集を自動化することが可能になります。  

 Compliance Detector: 組織内に展開された Web サイト上でリスクの高い部分を特定し、コンプライアンス状態

を分析して Web コンテンツの品質チェックを行うことのできる無償版ソリューションです。Compliance Detector で

はブラウザ型インターフェイスを採用、Web サイト URL を直接入力してどこからでもテストすることができます。モバイル

端末にも対応しています。  

6 月 6 日 (木) 午後 1:00 (太平洋標準時) からは、AvePoint チーフ アーキテクト・Microsoft MVP の Jeremy 

Thake による公演を実施します。テーマは “Microsoft SharePoint Server 2013 に合わせた Windows Phone 

8 アプリケーションを作成するには (英語)” となります。本セッションでは、SharePoint 2013 と連携可能な Windows 

Phone アプリケーションを作成するためのツール、技術、成功事例などをご紹介します。 

 

 

 

 

「Microsoft 社による TechEd North America は、年一度開催されるイベントの中でも業界最先端のテクノロジーが

最も集まるカンファレンスです。 AvePoint ではソーシャル エンタープライズ コラボレーション実現のためのクラウド、ガバナン

ス、コンプライアンス、生産性といった強みを持つ最新製品を用意していますが、これを発表する場として TechEd 以上の

http://www.avepoint.com/sharepoint-online-docave/
http://www.avepoint.com/sharepoint-solutions/cloud/
http://www.avepoint.com/assets/pdf/solution_briefs/AvePoint_Windows_Azure_solution.pdf
http://www.avepoint.com/sharepoint-administration/policy-enforcer
http://www.avepoint.com/compliance-detector
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013?sort=sequential&direction=desc&term=&s=Jeremy-Thake#fbid=NZsO6DCL8xH
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013?sort=sequential&direction=desc&term=&s=Jeremy-Thake#fbid=NZsO6DCL8xH


舞台はないと考えています」 AvePoint グローバル マーケティング部シニア ヴァイス プレジデント Heather Newman は

話します。「SharePoint を愛する方々にぜひ参加していただき、AvePoint が誇るコラボレーション活性化ソリューション

をご紹介させていただきたいと思います」 

 

 

会社概要 

AvePoint は米国を拠点とするテクノロジー・ ソフトウェア企業 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エンタープライズ クラスのガバ

ナンス・コンプライアンス・管理ソリューションを提供し続けています。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、確実なコラボレーションを実現するソリューションを提供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、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 アプリケーション開発パートナーであり、ゴールド認

定 コラボレーション・コンテンツ 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。 

AvePoint Japan 株式会社ウェブサイト http://www.avepoint.co.jp/ 

Facebook 公式ページ https://www.facebook.com/avepointjp  

 

 

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/
http://www.avepoint.co.jp/
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