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AvePoint、3 年連続で SharePoint Conference プラチナ スポンサーに。SharePointエキスパー

トによる講演や新製品の発表を行い、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最大限に活用す

るためのツールを紹介 

 

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、米国時間 2014 年 3 月3 日から 6 日まで開催される SharePoint Conference 2014 (会

場: The Venetian / 米国・ラスベガス、主催: Microsoft) に、プラチナ スポンサーとして参加することを発表しま

した。会期中、AvePoint は、Microsoft SharePoint の導入および、エンタープライズ コラボレーションを自信を

持って推進していくためのソリューションをご紹介します。AvePoint のブースは2214 番です。 

  

Microsoft パビリオンの横に位置している AvePoint ブースでは、当社のエキスパートたちがお客様をお迎えし、Sh

arePoint やエンタープライズ コラボレーションに関連するトピックをご説明する予定です。また、AvePoint のクラウド、

コンプライアンス、ガバナンス、インフラ管理、モバイルなどの各関連製品のデモも行います。最新の製品リリース情報

のほか、今年発表予定の製品情報も特別公開いたします。 

 

クラウド: 業界初となる、Windows Azure に 100% 準拠した SaaS (サービスとしてのソフトウェア) プラットフォ

ームである AvePoint Online Service を ご紹介する予定です。AvePoint Online Service はインストールの

必要がないため、エンタープライズ クラウド プラットフォームの管理、ガバナンス実行、コンプライアンス順守を簡単に行

う拠点として活用していただくことができます。  

 

コンプライアンス: AvePoint Compliance Guardian サービス パック (SP) 2 (発売中) は、ファイルシェア、W

eb サイト、ソーシャル プラットフォーム、クラウド、SharePoint といった複数のゲートウェイにまたがる情報が、適切な

人員にのみ閲覧可能となるようコントロールします。コンプライアンス、リスク、コンプライアンスの完全プラットフォームと

して、Compliance Guardian はリスク管理プロセスを導入することにより、複数の情報ゲートウェイにまたがってプラ

イバシー・セキュリティの保護を実行するとともに、コンプライアンスが守られるよう保証します。  

 

AvePoint、SharePoint Conference 2014 にプラチナ スポンサーとして参加 

エンタープライズ コラボレーションの未来を世界に示す 

http://www.sharepointconference.com/
http://www.avepoint.co.jp/compliance-guardian/


ガバナンス: DocAve Governance Automation SP4 (発売中) は、エンドユーザーにサービス カタログを提供

することで 、ユーザーに Microsoft SharePoint の利用を促進します。サービス カタログはロール (役割) やビジネ

スなどの基準で構成することができ、プロビジョニング、移行、コンテンツの再構成に加え、ライフサイクルおよび権限管

理リクエストなどの機能を使用できるようになります。最新バージョンとなる SP4 は、ハイブリッド型の Office 365 で

使用できるようになったほか、対応フォーム、セキュリティの洗い替え、一時権限、Policy Enforcer 統合などのさま

ざまな機能を備えています。 

  

インフラ管理: DocAve 6 SP3 (発売中) は、新世代のエンタープライズ クラス SharePoint ガバナンス・管理プ

ラットフォームです。ビジネス生産性の向上、総保有コストの削減、IT アシュランスの実現、企業内コンテンツに対す

るセキュリティおよびコンプライアンスの徹底を可能にします。受賞経験もある DocAve ソフトウェア プラットフォームの

最新バージョンでは、SharePoint ガバナンス・コンプライアンスを向上する機能と移行および障害復旧の強化を実

現します。 

  

モバイル: 各種モバイル機器に対応した SharePoint セキュリティ ツールである AvePoint Perimeter (日本で

は今後発売予定) のデモを実施します。Perimeter は、信頼できるユーザーおよびモバイル機器のみが、限定され

た信頼できる場所から SharePoint の重要情報にアクセスできるように設定します。モバイル機器を使用したコラボ

レーションを安心して行えるようになります。 

 

SPC 2014 における、AvePoint スタッフによる講演内容 

 「Office および SharePoint におけるアプリケーションのライフサイクル管理」 (“Application Lifecycle Ma

nagement in Office and SharePoint”): Ayman El-Hattab、技術サービス部部長、AvePoint 

 「クラウドにたちこめる暗雲を乗り切る 4 つの方法」 (“Four Ways to Make the Most of a Cloudy For

ecast”): Mary Leigh Mackie、プロダクト マーケティング部副部門長、AvePoint   

 「ダーク・データをコントロールせよ: 企業に明るい未来をもたらす 5 つのステップ」 (“Take Control of Dark 

Data:5 Steps to Ensure a Bright Future for Your Enterprise”): Mary Leigh Mackie、プロダ

クト マーケティング部副部門長、AvePoint および Dana Simberkoff, AvePoint リスク管理・コンプライア

ンス部長、AvePoint 

 「SharePoint 2013 の検索を最大限に活用する、効果保証済み 6 つのステップ」 (“6 Proven Steps t

o Get the Best Out of Search in SharePoint 2013”): Paul Olenick、戦略コンサルタント、AveP

oint Client Services  

 「BYOD 革命を先導せよ: マルチ デバイス および複数世代にわたる労働力を効果的にマネジメントするには」 

(“Lead the BYOD Revolution:Effectively Manage a Multi-Device & Multi-Generational W

orkforce”) 

「導入のその先へ: 持続可能な技術導入を IT 部門はいかに実行すべきか」 (“Beyond Deployment:H

ow IT Can Inspire, Motivate And Drive Sustainable Adoption”) 

「事例紹介: Best Buy、Nationwide Insurance、Trek Bikes の事例からみるユーザーへの技術導入

戦略」 (“Showcase:Winning User Adoption Strategies from Best Buy, Nationwide Insura

http://www.avepoint.co.jp/sharepoint-governance-automation/
http://www.avepoint.co.jp/docave6/new-features/


nce & Trek Bikes”):Dux Raymond Sy、カスタマー戦略 & ソリューション部副部門長、AvePoint Pu

blic Sector 

 「ディープ・ダイブ: Angular、REST、MVVM と SharePoint アプリ」 (“Deep Dive:Apps for SharePoi

nt with Angular, REST and MVVM”): Jeremy Thake、グローバル プロダクト イノベーション部副部

門長、AvePoint 

AvePoint 共同設立者および共同 CEO の Tianyi (TJ) Jiang は、「今回、グローバルに広がる SharePoint 

のコミュニティに参加し、企業データの安全性を十分に確保した上で自信を持ってコラボレーションを推進していくため

の、ベスト プラクティスや知識、ツールを提供することができ、光栄です」 と、述べています。「組織が採用しているソリ

ューションがオンプレミス版 SharePoint、Microsoft Office 365、Windows Azure や他のいかなるビジネス ア

プリケーションであっても、AvePoint は各組織のビジネス ニーズとテクノロジー ニーズを理解し、それぞれに合ったソリ

ューションを構築するための支援をいたします。」 

  

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。AvePoint のソリューショ

ンとサービスは、ビジネス担当者と IT 担当者、コンプライアンス・リスク担当者が協力し、ビッグデータ、クラウド統合、

コンプライアンス、エンタープライズ コンテンツ管理、モバイル データ アクセス監視など様々なビジネス目的を果たせる

よう支援しています。 

 

2001 年よりニュージャージー州ジャージーシティから展開を続け、エネルギー、公共サービス、金融サービス、ヘルス

ケア、製薬、官公庁などあらゆる分野から 5 大陸で 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 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 

 

http://www.avepoint.co.jp/
http://www.facebook.com/avepointjp
mailto: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 

 

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。 

mailto:SalesJP@avepoint.com

