導入事例

University of the Sunshine Coast (USC)、
AvePoint 製品で Oﬃce 365® のコンプライアンス リ
スクを軽減し、円滑なユーザー エクスペリエンスを実現
顧客ロケーション
オーストラリア・クイーンズランド

業界
教育

プラットフォーム
Oﬃce 365

クリティカル ニーズ
複数レベルでの SharePoint
Online の一元的管理
セキュリティ サーチと監査レポート
の実行
複数の事業部門に対する
SharePoint Online ユーザーの
メトリックス レポート生成
ユーザーに対する Oﬃce 365
グループへのアクセス許可の洗い
替え実行
円滑なユーザー エクスペ
リエンスの実現

ソリューション

AvePoint 製品はオンプレミスからクラウド ソリューションへの転換もスムーズ

ハイライト
リスクを削減し、SharePoint Online データ管理上のコンプライアンスを向上
エンド ユーザーの SharePoint サイト展開を情報管理ルールの範囲内で実行可能に
バックアップ管理の所要時間を短縮し、最小単位アイテムのリストアを実行可能に

顧客紹介
世界の新興大学トップ 150 にランクインしている USC は、「オーストラリアで最も質の高
い教育と学生生活」 を提供するとの評価を受ける高等学術機関です。
USC はブリスベンとフレーザー コーストに位置するアカデミック ネットワークにより、柔軟な
教育オプションを提供しています。すべてのプログラムには実践的トレーニングやインターン
シップが導入されており、卒業後に社会人として必要となるコア スキルを伸ばすことに力
点が置かれています。
2017 年、USC は卒業生を採用した企業により、卒業生への満足度が最も高いオース
トラリアの大学トップ 3 に選ばれました。

AvePoint Cloud Backup

挑戦

AvePoint Cloud Governance

USC は以前から DocAve を利用してきましたが、Oﬃce 365 への移行に伴い、

AvePoint Cloud Management

SharePoint Online 管理に使用するソリューションを必要とすることになりました。
1,500 人の SharePoint ユーザーを抱える公立大学である USC では、プロジェクトや
委員会のために必要となるコラボレーション サイトを、既存の承認済みテンプレートに基づ

「 AvePoint の製品の利用
で、スタッフの業務はより効率的
になり、組織の SharePoint
ソリューション リスク削減にも成
功しました。」
Joshua Burne 氏
IT ソリューション アーキテクト マネー
ジャー、USC

いて職員が実行することを可能にするような、円滑なユーザー エクスペリエンスを提供する
環境が必要でした。
また、同校では SharePoint 環境を見える化し、適切に管理したいと考えていました。
特に、セキュリティ サーチと監査レポートを扱うレポート センターとともに、複数レベルでの
SharePoint の管理を一元化するソリューションが必要でした。
これらの目的のため、USC は、SharePoint メトリック レポートの配布を、IT・ナレッジ マ
ネージメント・法務など様々な事業部門に対して簡単に実行できるツールの導入の検討
を開始しました。
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これに加え、SharePoint 環境内に存在する 302 GB のデ

USC では、今後、コラボレーションにおいて大きな役割を果た

ータのSharePoint リスト プロパティ等、粒度の細かいアイテ

すことが予測されている Microsoft Teams を導入した際のリ

ムを修復するためのバックアップ リカバリー ツールも必要として

スクを軽減するためにも、Cloud Governance を活用するこ

いました。

とを検討しています。

AvePoint のソリューション

Burne 氏は、「AvePoint は、今回 SharePoint Online

すでにオンプレミス環境の SharePoint に AvePoint 製品

るリスクと向き合うにあたっても助けになってくれるであろうと期待

を利用していた USC は、AvePoint のクラウド ソリューション
を活用すればタスクの削減が可能になると考えました。
USC で IT ソリューション アーキテクト マネージャーを務める
Joshua Burne 氏は、「AvePoint は市場におけるトップ ラ

を導入した際と同様に、MS Teams を実装する際に発生す
しています」 と語ります。
また、USC は、AvePoint のテクニカル サポート チームの対
応にも非常に満足しています。

ンナーであり、検討対象とした中では最高レベルの製品を提

Burne 氏は、「テクニカル サポート チームには感銘を受けまし

供していました」 と語ります。

た。彼らは自社製品に関する幅広い知識を持っているばかりで

AvePoint Cloud Backup の実装後、USC は製品のシン
プルさを高く評価しました。
Burne 氏は、「製品は問題なく機能し、安心感があります。
また、AvePoint の製品は非常にシンプルです。『一度設定
したら放っておく』 ことができるため、バックアップ関連タスクに長
い時間を割く必要がなくなりました」 と説明します。
また、USC は AvePoint Cloud Governance を利用し
て、エンド ユーザーによる SharePoint サイトの展開を簡単
に実行可能にしています。
Burne 氏は、「USC には、特定の業務目的に基づいた各
種のサイト テンプレートがあります。我々は Cloud
Governance のリクエスト フォームを利用し、スタッフが払い
出すサイトが、サイトやサイトのセキュリティが適切に設定され
ている状態になっている環境を維持しています」 と語ります。

はなく、綿密にコミュニケーションをとり、迅速に問題を解決して
くれました」 と語ります。

会社概要
AvePoint は、IT ソリューションの提供を通じて、企業・組織の
デジタル トランスフォーメーションを支援しています。 クラウド・オ
ンプレミス・ハイブリッド クラウドのすべてをカバーするAvePoint
のソフトウェアは、データ移行・運用管理・保護などを軸にした包
括的ソリューションを、世界 16,000 組織・600 万人の
SharePoint/Oﬃce 365 ユーザーに提供しています。
AvePoint は、Microsoft のグローバル ISV であり、
Microsoft Partner of the Year を 5 回連続、the Inc.
500|5000 を 6 回、the Deloitte Technology Fast
500™ を 5 回受賞 しています。米国ニュージャージー州に拠
点を構え、日本では 2008 年からビジネスを展開しています。

「適切な設定があらかじめ実行された状態でサイトが作成され
るため、誤って外部に情報が共有されてしまうことを防止でき
ます」

AvePoint Japan 株式会社:
〒108-0074

最終結果
AvePoint 製品の導入により、USC はスタッフに適切なコラ
ボレーション環境を提供することができました。
新しく導入されたレポート機能と監査レポートにより、同校は、

東京都港区高輪 4-10-18
京急第一ビル 11 階
Tel: 03-6853-6301
Web: http://www.AvePoint.co.jp/

スタッフにスムーズなユーザー エクスペリエンスを提供しながら、
組織のコンプライアンス リスクを軽減することができました。
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