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ホスティング企業向けソフトウェアプラットフォーム

すべての AvePoint 製品と同様、DocAve ソフトウェア プラットフォームでは Microsoft に完全にサポートされた手法および API のみを使用しています。

専用・マルチテナントを問わず、すべての SharePoint 環境を管理・保護

DocAve ソフトウェア プラットフォームでは、効果的な SharePoint テナント導入を必要とするホスティング企
業に対し、包括的かつ柔軟なソリューションを提供します。アイテム レベルからプラットフォーム レベルまで対応可
能なバックアップ＆リカバリー、統一されたマルチファーム管理、ビジネスに合わせたアーカイブ機能、そして柔軟な
移行機能とコンプライアンス ソリューションといった様々な機能を活かし、DocAve はコスト削減やサービス拡大、
顧客満足を目指すホスティング企業に必要なソリューションを実現します。 

ホスティング企業は、包括的なデータ保護機能だけではなく、アイテム レベルからプラットフォーム レベルまでを
カバーする迅速なリカバリー機能によって厳しい SLA 条件を満たす必要があります。DocAve はアイテム バ
ージョンからファーム全体までをカバーし、すべてのサーバー構成、IIS 設定、カスタマイズ情報を含めた完全忠
実なバックアップとリストアを提供します。複数テナントを抱えるクライアントの最適なバックアップを実現するため 
DocAve ではバックアップ重要性マトリックスを使用、すべての SharePoint コンテンツを管理者定義のビジネ
ス重要性および更新頻度に従って自動的に分類し、それぞれを管理者定義のバックアップ  プランに関連付けて、
適切な SLA の識別を自動化します。DocAve と SQL サーバー バックアップに対応したアイテム レベル管理
やタイムラインに基づいたリストアにより、包括的なプラットフォーム保護機能を駆使して実環境の問題発生時に
ダウンタイムを大幅に削減することが可能となり、さらにデータを誤って削除や破損してしまった際に迅速に対応
することができます。

すべてのホスティング環境に対応可能な高コストパフォーマンスで柔軟なソリューション

高度で粒度の高い SharePoint バックアップ＆リカバリー

顧客が求める広範な管理サービスを提供しなければならないホスティング企業にとって、柔軟でパワフルな 
SharePoint インフラ管理ソリューションは不可欠です。DocAve を使用することで、企業は専用環境やマルチ
テナント環境を使用する顧客に対し、ホスティング、テナント管理者、テナント エンドユーザー所定の管理、アー
カイブ、移行、コンテンツ管理などのソリューションを提供できるようになります。各企業の管理コストに対応可能
な柔軟な価格モデルにより、コスト リスクを必要最低限に抑え、 SharePoint 展開のホスティングを最大限に
活かす包括的なソリューションをご利用いただけます。
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SharePoint への移行

コンプライアンス

DocAve バックアップ＆リストア for SharePoint
単一インターフェイスを使用し、SharePoint 展開ホスティングすべてをカバーする広範囲かつファーム レベルでの保護に加え、完全忠実なバックアップとリストアが
実行可能になります。ビジネス重要性や更新頻度に応じて SharePoint コンテンツを自動的に分類し、あらかじめ定義されたバックアップ プラン テンプレート
に関連付けます。

DocAve スタンバイ センター for SharePoint
SharePoint テナントに DNS 「スイッチ」 を介した常時スタンバイ環境を提供、SQL ミラーリングやログ シッピングを活用してデータロスを最小限に抑えます。ま
たサービス中断を抑えてビジネス継続性を確実にすると同時に、テナント厳しい SLA の条件も満たすことができます。

SharePoint 2001/2003/2007
オープン テキスト Livelink
Oracle/Stellent
Vignette

サポートされている移行元データ  
IBM Lotus Notes/Quick Place
EMC Documentum eRoom
LiveLink
ファイルシステム / ファイル共有
Exchange パブリック フォルダ

DocAve Web サイト移行 for SharePoint
HTTP でアクセス可能な静的・動的 Web サイト コンテンツを SharePoint へ移行します。イントラネットやエクストラネットのサイトを直接 SharePoint  ホスティング
の導入環境へ簡単・的確に移動できます。

完全マッピングを使用し、コンテンツ構成、セキュリティ、メタデータなどのライブで計画的な移行が可能です。最小単位での増分・完全移行により、既存
エレメントを安心して移行することができます。

DocAve コンテンツ シールド for SharePoint
アップロード前にすべてのコンテンツをスキャンしてプラットフォームをコンプライアンスの欠如から保護、カスタマイズ可能なキーワード ディクショナリの組み合わせにより
コンテンツのアップロードを制御します。また検疫機能を活用してコンプライアンス未対応のコンテンツを検知します。カスタム通知ツールを使うことで、問題発生時
には担当の管理者が迅速に対応することができます。

DocAve コンプライアンス Vault for SharePoint
すべての関連メタデータおよびセキュリティを含めた不変な状態で SharePoint コンテンツを保管し、規定の要件を満たします。コンテンツの反復性やユーザー ア
クティビティを対象とした包括的なログ機能とカスタマイズ可能なレポート機能でコンプライアンス ポリシーを強化し、監視します。

DocAve 監査マネージャー for SharePoint
SharePoint ユーザー アクティビティやイベントを記録、追跡し、粒度の高い監査データを外部レポート・閲覧用にエクスポートします。SharePoint からすべての
監査データをダウンロードすることで、システム パフォーマンスの向上や自由なデータ アクセスの提供を実現することができます。

DocAve リーガルホールド for SharePoint
稼働中およびアーカイブ済み SharePoint コンテンツに対し、キーワード、属性、メタデータ フィールドなどを組み合わせてスケジュール、オンデマンド、ランダムなサ
ンプル検索を実行し、法的およびコンプライアンス要求に対して細やかな対応が可能になります。完全忠実なコンテンツ（監査追跡やメタデータを含む）を様々
な携帯・閲覧可能なファイル形式にエクスポートすることもできます。
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DocAve アーカイバ for SharePoint
ビジネスルールに則ったアーカイブは、SharePoint コンテンツを階層ストレージにオフロードすることにより、コンテンツ ライフサイクル管理におけるストレージ リソース
のフル活用が可能になります。ルールは企業のビジネス ニーズやエンドユーザーの要求に基づいて作成できます。また低階層ストレージにアーカイブされたコンテンツ
は SharePoint からシームレスにアクセスすることができ、SQL コンテンツ データベースに復元することも可能です。

DocAve ファイル サーバー コネクタ for SharePoint
あらゆるネットワークとクラウド ファイルを直接 SharePoint へ連結します。データを移行することなく、SharePoint を経由してコンテンツのシームレスなプレゼンテ
ーションおよび管理を存分に活用できます。ファイル システム ストレージとメディア サーバー ストリーミング機能を使って、システム パフォーマンスとエンドユーザー エクス
ペリエンスを最大限に発揮することができます。SharePoint と移行元を完全に同期することで、エンドユーザーは連結コンテンツをシームレスに使用できるようにな
るでしょう。

DocAve バイナリー ストア
SharePoint ストレージを SQL コンテンツ データベース外に拡張して BLOB コンテンツをファイル共有およびクラウド ストレージに移行します。メタデータは以前
と同じように SQL で管理されます。これにより SharePoint のパフォーマンスを最大限に活かし、ストレージ投資をフル活用することができます。拡張されたコンテ
ンツは SharePoint からシームレスにアクセス可能です。

DocAve 管理センター for SharePoint
完全に中央化した管理ツールからすべての SharePoint ホスティング環境に対し、セキュリティ トリミングを介して管理タスクをテナント側へ委任できます。また単
一コンソールから SharePoint 構成やセキュリティの閲覧、検索、管理が簡単に実行できます。さらにユーザー権限の適格で効果的な定義、コピー、転送が行え
ます。

DocAve レプリケーター for SharePoint
SharePoint 環境内外を問わず、 アイテム レベルからファーム レベルまでのコンテンツや構成を、 カスタマイズ可能なイベントやスケジュールに合わせて複
製（単方向、双方向、一対多）します。カスタマイズ可能なスロットル制御、バイトレベル差分操作、オフライン同期などにより、ネットワーク帯域幅に制限のある環
境でも複製が実行できます。

DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint
SharePoint コンテンツを ”ドラッグ＆ドロップ” 操作で、複数 SharePoint ファームを跨いでリアルタイムに移動できます。これによりホスティング企業は簡単にテ
ナント内コンテンツを動かし、トポロジ変更を簡単に実行することができます。またブラウザ ベースの単一インターフェイスからサイト コレクション、サイト、ライブラリ、リスト、
アイテムなどを効果的に再構成することも可能です。

DocAve 展開マネージャー for SharePoint
複雑なサーバー構成、カスタム ソリューション、SharePoint Designer 要素などを、いかなる導入・テスト・ステージ・使用環境間でも効果的かつ柔軟に展開し、
複数フェーズに及ぶ SharePoint 導入プロセスを効率化します。システム変更を導入環境間で組織的にクローンすることで、すべてのステージおよび使用環境間
の整合性を保ちます。

対応環境
Microsoft SharePoint Server 2010、Microsoft SharePoint Foundation
Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007、Windows SharePoint Services (WSS) v3

DocAve の購入に
関するお問い合わせは

AvePoint Japan 株式会社
〒 108-0075
東京都港区港南 2 丁目 4-15
品川サンケイビル 2 階
電話 : (03) 5783-8631
Fax:  (03) 5783-8634

電話 : (03) 5783 - 8631
E-mail: SalesJP@AvePoint.com

30 日間の無料評価版 :
www.AvePoint.co.jp/download


