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コンプライアンス、ガバナンス、Microsoft Dynamics CRM、モバイル、オンライン サービスの各ソリュー

ションとともに、最新のアプリを公開 

 

次世代ソーシャル コラボレーション プラットフォームを対象に、エンタープライズクラスのビッグデータ管理、ガバナンス、

コンプライアンス実現のためのソフトウェア ソリューションを提供する AvePoint (本社: 米国ニュージャージー州ジャー

ジーシティ) は、現在米国ワシントン DC で開催中の Microsoft 社主催の年次パートナー向けカンファレンス 

「Worldwide Partner Conference (WPC) 2014」 において、エンタープライズ コラボレーションの実現を可能

にする製品の数々をご紹介中です。2014 年度の WPC は、ワシントン DC の Walter E. Washington 

Convention Center において、7 月 13 日から 17 日まで開催されます。当社は、2014 年度の Microsoft 

Partner of the Year 賞 を受賞しましたが、会期中は、受賞につながった SharePoint、Dynamics CRM、

Office 365、Azure などの Microsoft 社のビジネス プラットフォームでのコラボレーションを実現する以下の関連ソ

リューションを紹介します。 

 

コンプライアンス 

AvePoint のコンプライアンス・リスク管理ソリューションである Compliance Guardian (コンプライアンス ガーディア

ン) は、 Microsoft Azure 上でホストされる SaaS プラットフォームとしてもご利用可能になりました。

Compliance Guardian Online (英語、日本未発売) は、組織が Web サイトや Web アプリケーション、

SharePoint Online に対してプライバシー、情報セキュリティ、サイト品質、アクセシビリティーに関するリスクの識

別・抑制を実現します。 

 

なお、AvePoint のコンプライアンス ソリューションは、米調査会社 Hypatia Research Group の レポート 「エン

タープライズ ガバナンス・リスク・コンプライアンス ベンダー部門 ベスト プラクティス & ベンダー セレクション」 の

「ProductMatrixTM」 でガバナンス・リスク・コンプライアンス (GRC) 関連ベンダー 23 社中総合 7 位、内部監

査・KPI アセスメント・リスク影響度分析部門ではトップ 3 にランクインしました。本レポートは、AvePoint ウェブサイ

ト でダウンロード可能です (英語のみ)。  

 

Hypatia Research Group の リサーチ 部副部長・主席アナリストである Leslie Ament 氏は、「AvePoint 

は、競合 23 社の中でも比較的最近 GRC ソフトウェア市場に参入したにもかかわらず、総合部門でトップ 10 に

食い込み、エンタープライズ リスク管理部門では トップ 3 入りを果たしました」 と、コメントを寄せています。「分析の

AvePoint、Microsoft Worldwide Partner Conference 2014 にて 

エンタープライズ コラボレーションの近未来像を提示 

http://www.avepoint.co.jp/news/2014/06/05/avepoint-public-sector-wins-2014-microsoft-partner-of-the-year-award-for-public-safety--national-security
http://www.avepoint.co.jp/news/2014/06/05/avepoint-public-sector-wins-2014-microsoft-partner-of-the-year-award-for-public-safety--national-security
http://www.avepoint.co.jp/compliance-guardian/
http://www.avepoint.com/products/office-365-online-services/cloud-and-web-compliance-management/
http://www.avepoint.com/products/office-365-online-services/cloud-and-web-compliance-management/
https://www.avepoint.com/whitepaper-form/?url=http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_whitepapers/HypatiaResearch_GRCProdMatrix_AvePoint.pdf
https://www.avepoint.com/whitepaper-form/?url=http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_whitepapers/HypatiaResearch_GRCProdMatrix_AvePoint.pdf


結果、AvePoint はオンプレミスでもクラウド上でも効果的に機密データを管理することのできるソリューションを展開

している、数少ない GRC ソフトウェア プロバイダーであるとの結論に達しました」 

 

Online サービス 

Office 365 およびクラウド ホスト型の SharePoint 環境の運用管理を実現する、Microsoft Azure 上で完全

ホストされる SaaS 型プラットフォームの AvePoint Online Services は、ビジネス ユーザーや意思決定者、IT 

管理者がシームレスにリソースへアクセスすることを可能にし、組織のビジネス ニーズに応じてクラウド コンピューティン

グを柔軟に拡張していくことができます。世界で 100 万人以上の Office 365 ユーザーに利用されている 

AvePoint Online Service は、クラウドの管理・ガバナンス・リスクの抑制に有効です。SharePoint Server と 

SharePoint Online を使用したオンプレミスとクラウドのハイブリッド環境をサポートしている DocAve ソフトウェア 

プラットフォームとともにご利用いただくことで、Microsoft のクラウド テクノロジーを柔軟に組織の固有ニーズに応じて

活用することが可能になります。 

 

モバイル & 生産性 

AvePoint の モバイル & 生産性ソリューション は、機密情報資産をしっかりと保護しながらも、組織の保有するコ

ンテンツに、社外で活動するユーザーが問題なく社内の情報基盤にある情報にアクセスできることを保証するソリュー

ションです。これらの AvePoint のツールは直観的に使用することができ、社外にいるユーザーも、重要なデータに簡

単にアクセスすることが可能になります。これにより、ユーザーはいつでもどこでも、自らに最も適した方法で、仕事を進

めることが可能になります。当社のツールを活用することで、タスクの進行状況を追跡し、セキュリティ対策をさらに強

化できると同時に、従業員の自主性を促進しつつも、タスクがポリシーとルールに沿った形で進行されるよう保証する

ことが可能になります。  

 

WPC 2014 で開催されるイベント  

AvePoint ブース (ブース番号: 725) では、最新のエンタープライズ コラボレーション関連ソリューションのデモを実

施するほか、組織の個別のニーズに応じたお悩みについて、AvePoint のエキスパートに直接ご相談いただくことも可

能です。   

 

AvePoint メンバーの登壇・講演予定は以下のとおりです。  

 

• 7 月 15 日 (火): 「顧客対応におけるフレキシビリティ、スケーラビリティ、そしてバリュー アップを実現する方法」

("Driving Customer Flexibility, Scale, and Value") 

Andrew Norris (AvePoint Public Sector 北米パートナーチーム & Public Sector ACS 副部門長) 

 

• 7 月 15 日 (火): 「Office 365: OneDrive for Business でつかむ新たなチャンス」 ("New 

Opportunities With OneDrive for Business") 

John Peluso (AvePoint 製品管理部副部門長)、Bill Baer 氏 (Microsoft、シニア プロダクト マーケティング 

マネージャー)、Katie Larson 氏 (Microsoft、シニア パートナー マーケティング マネージャー) 

 

• 7 月 16 日 (水): 「ソーシャル メディア利用率向上を実現する 5 つの時間節約術」 ("5 Time Saving 

Techniques That Can Elevate Your Social Media Engagement")、 

http://www.avepoint.co.jp/online-services/
http://www.avepoint.co.jp/docave-software/
http://www.avepoint.co.jp/docave-software/
http://www.avepoint.co.jp/solutions/mobility-and-productivity/


「パブリック・スピーキングで成功するということ: 魅力あるプレゼンテーションを完成させる ための 5 つのステップ」

(“Public Speaking Excellence: How to Deliver Compelling Presentation in 5 Steps”) 

Dux Raymond Sy (主席テクノロジー オフィサー、AvePoint Public Sector) 

 

 

会社概要 

AvePoint は次世代ソーシャル コラボレーション プラットフォームを対象に、エンタープライズ クラスのビッグデータ管理、

ガバナンス、コンプライアンス実現のためのソフトウェア ソリューションを提供する、業界を代表する企業です。 

ナレッジワーカーが自信を持ってコラボレーションできるよう、デジタル化への道を模索する企業を対象に、AvePoint 

はオンプレミス・クラウドを問わず、コラボレーション環境や文書管理システム内にある情報資産へのアクセスとコントロ

ールを実現する独自のソリューションを提供し、業界のパイオニアとして市場を牽引しています。2001 年にニュージャ

ージー州ジャージーシティに本社を設⽴以降、全世界で 13,000 を超えるお客様にソリューションを提供し続けてい

ます。 

 

AvePoint Japan 株式会社 Web サイト http://www.avepoint.co.jp/ 

Facebook 公式ページ http://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 

〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18 京急第一ビル 11 階 

TEL：(03) 6853-6301 

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 

〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18 京急第一ビル 11 階 

TEL：(03) 6853-6300 

Email：SalesJP@avepoint.com 

 

その他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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