
Exchange向けの Retain
Micro Focus® Retain™ Unified Archivingは、オンプレミスまたはクラウドのExchangeをアーカ
イブするためのエンタープライズ対応ソリューションです。Microsoft Exchangeのすべての 
電子メール、予定、ファイル、添付ファイルを安全にアーカイブします。データは一元的に
アーカイブされ、エンドユーザーと管理者はRetain Web Access Archive Viewerから直接アク 
セスできます。

製品概要
Retainアーカイブの強力なツールにより、
アーカイブされたコミュニケーション
データに対して迅速なアクセス、検索、
監査が可能です。訴訟ホールドの実施と
メッセージデータの印刷、転送、保存、
編集、エクスポートを簡単に行えます。
Retainは、オンプレミスまたはクラウド
のコスト削減、リスク軽減、簡素化に役
立ちます。

主な機能
環境オプション
対応している電子メールシステム：Retain
では、Exchange 2007 SP3、2010 SP2以降、
2013、2016をアーカイブできます。

統合アーカイブ：マルチプラットフォー
ム電子メール、予定、ファイル、添付ファ
イルを含め、すべてのメッセージデータを
1つの統合データアーカイブにアーカイブ
します。検索、公開、eディスカバリを  
1 か所で行うことができます。

ポリシーベースの統合アーカイブ：Retain
では、詳細な設定が可能なポリシーが用
意されており、アーカイブする電子メー
ルメッセージデータを定義できます。こ
れらのポリシーを使用して、メールボッ
クスタイプ、メッセージソース、項目タ
イプ、メッセージステータス、メッセー
ジ保存期間、添付ファイルに基づいてアー
カイブする対象を定義できます。 

柔軟なアーカイブアクセス：エンドユー
ザーの電子メールクライアント、Retain 

Mobileアプリ、ブラウザベースの Web 
アクセスクライアント、Offline Archive 
Viewer といったさまざまな場所から
Retainアーカイブに直接アクセスして、
参照や検索ができます。さらに、アーカ
イブデータをスタンドアロンのポータブ
ルアーカイブビューアにエクスポートす
ることも可能です。

インテリジェントなアーカイブ：Retain
では、Microsoftの回復可能なアイテムフォ
ルダーまたは EWS偽装を利用してインテ
リジェントかつ詳細にアーカイブできま
す (ジャーナリング以外にも対応 )。必要
に応じてジャーナリングを使用したアー
カイブも可能です。

メッセージの削除：Retainでは、シス 
テムのストレージ容量とサーバー負荷を
抑えるためのメッセージ削除ポリシーが
用意されています。Retainにアーカイブ
された電子メールや保存期間を過ぎた電
子メールをサーバーから削除するように
ポリシーを設定できます。

Exchange ジャーナルのアーカイブ：
Retainでは、すべての受信 /送信メッセー
ジを Exchangeジャーナルメールボックス
から直接アーカイブします。メッセージ
がアーカイブされたらジャーナルから削
除するように設定すると、ジャーナルの
容量を抑えられます。Retainでは、1つま
たは複数の Exchangeジャーナルからすべ
てのメッセージをアーカイブして Retain
の 1つのメールボックスにまとめること
ができます。
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Retainは、Exchangeなどの電子メール、ソーシャ
ルメディア、モバイルコミュニケーションのよう
なあらゆるビジネスコミュニケーションのデータ
に統合アーカイブを提供して、ケース評価、検索、
eディスカバリ (電子情報開示 )対応を支えます。
オンプレミスまたはクラウドにデプロイできま
す。Microsoft Exchange、Office 365、Gmail、IBM 
Notes、Bloomberg、Micro Focus GroupWise® の各
プラットフォームの電子メールもアーカイブ可能
で す。Retain Mobile で は、Android、BlackBerry、
iOSのモバイルデバイスコミュニケーションデータ
(SMS/テキストメッセージ、BBMメッセージ、
BBM Enterprise、通話ログ、PINメッセージなど )を
アーカイブできます。Retain Socialでは、Facebook、
Twitter、YouTube、LinkedIn、Instagram、Vimeo、
Flickr、Pinterest、Google+ (オンラインおよびオ
フライン )へのすべての投稿について、メッセー
ジのコンテキストとトーンをモニターして、デー
タインサイトを得られます。
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プラットフォームに依存しないアーカイブ：
Retainでは、プラットフォームに依存しない
形式でメッセージデータをアーカイブするた
め、どの電子メールシステムでも、混在環
境でも、対応できます。電子メールシステ
ムのマイグレーションも簡単です。

PSTファイルの管理：Retainでは、PSTファ
イルと個人用アーカイブを1つの中央アー
カイブにまとめて管理できます。PSTファ
イルや個人用アーカイブが不要になりま
す。Retainの統合アーカイブにすべてアー
カイブされます。

Outlookプラグイン：アーカイブされたメッ
セージは、Outlookと OWAから直接アクセ
スと検索が可能です。Retainでは、オフラ
インアクセス用に指定した条件に基づいて
アーカイブデータをキャッシュできます。

オンプレミスまたはクラウドの統合アーカ
イブ：データの保存方法を選択できます。
アーカイブデータは、オンプレミス (組織の

ファイアウォール内 )または Micro Focus 
クラウドに保存できます。

シングルサインオン：Retainでは、Outlook、
Web Access、GroupWiseのどれを使用してい
ても、アーカイブにシングルサインオンで
アクセスできます。

SMTPおよび Secure FTP転送：すべて 
のメッセージは、組織のニーズに基づい
て SMTPおよび Secure FTP転送が可能 
です。

eディスカバリ、アクセス、参照、検索、
エクスポート
eディスカバリ機能搭載：Retainの eディ
スカバリツールにより、組織内で訴訟ホー
ルドの実施とメッセージデータの印刷、
転送、保存、編集、抹消、エクスポートを
簡単に行えます。

完全なエクスポート機能：データを PST、
PDF、またはスタンドアロンのアーカイ

ブビューア形式で簡単にエクスポートで
きます。エクスポートされたファイルに
は、インデックスが付けられ、検索可能
になり、すばやく参照できるように目次
が追加されます。

完全なデータ制御：データのアーカイブ
先がオンプレミスでもクラウドでも、デー
タの制御が可能です。データの保存先を
常に把握し、指定したユーザーのみにデー
タへのアクセスを許可できます。必要に
応じてデータのアクセスやエクスポー
トをすばやく簡単に行えます。

Web Access Archive Viewer：Retainはブ
ラウザベースの使いやすいインターフェ
イスと強力な検索ツールを備えており、
アーカイブのアクセス、検索、eディスカ
バリを迅速に実行できます。

コンプライアンスと管理：Exchange 
2010、2013、2016には、組織をデータ
損失とコンプライアンス違反のリスクか
ら守るために必要な機能が欠けています。
これらのシステムの標準のアーカイブ機
能では、十分に対応できません。プラッ
トフォームに依存しない Retainのアーカ
イブでは、アーカイブポリシーの設定と
制御、PDFへのエクスポート、エクスポー
トしたメッセージの編集、Exchangeシス
テムの負荷軽減、データの完全な制御が
可能です。これにより、データアーカイ
ブの完全性とコンプライアンスを確保で
きます。

Offline Archive Viewer：Offline Archive 
Viewerを使用すると、Webにアクセスせ
ずに Retainアーカイブを参照および検索
できます。

オープンレコード検索：Exchange電子メー
ルメッセージのオープンレコードに対す
る公的要求に対応できます。
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アーカイブデータの検索および参照機能
搭載：Retainでは、Googleに似た検索ツー
ルを使用して中央アーカイブ内のすべて
の電子コミュニケーションデータをすば
やく簡単に検索できます。メッセージタ
イプごとに複数のアーカイブやベンダー
システムを検索する必要はありません。
ユーザーが検索語を入力すると、即座に
検索結果が表示されます。また、検索語
の入力時に検索候補 (件名、本文、テキス
ト、電子メールアドレス、タグ、ユーザー
など )を提示する機能もあります。制限付
き正規表現もサポートされており、社会
保障番号やクレジットカードなどの検索
が可能です。重複したレコードは検索か
ら除外されるため、検索のヒット数を抑
えられます。さらに、高度な検索機能テ
クノロジーにより、接続されたデータセッ
トのうちアーカイブリポジトリ内に保持
されていないものを検索して、対策を講
じたり、eディスカバリアクティビティを
実行したりすることができます。検索ウィ
ザードを使用して正確な検索条件を作成
することも可能です。

エンドユーザーのメールボックス管理：
Retain Web Access Archive Viewerにより、
データを簡単に検索および復元できます。
エンドユーザーは、管理者のサポートな
しに、それぞれの環境でメッセージの検
索、転送、印刷、復元、アクセス、表示
ができます。

編集管理：エクスポートしたデータは編
集が可能です。個人情報や他の編集済み
項目をオープンレコード要求に含めない
ようにすることができます。

設定可能な権限：アクセス制御リストを
使用し、設定可能な役割に基づく権限を
ユーザーや管理者などに付与することで、
Retainシステムの機能へのアクセスを管
理します。

訴訟ホールド：Retainでは、将来の訴訟
で証拠になる可能性のある電子メールを
訴訟ホールドの解除まで保護するために、
アーカイブしたものにフラグを付けて削
除などの行為から守ることができます。

監査証跡：Retainでは、アーカイブの検
索権限を持つすべての管理者およびユー
ザーについて、検索可能な監査証跡が作
成されます。すべてのアクティビティを
記録できます。

機密性の高いスマートなルールベースの
タグ付け：管理者やエンドユーザーは、
カスタムタグを作成してアーカイブ内の
メッセージに付けることができます。監
査官や管理者など権限を持ったユーザー
は、アーカイブされたメッセージに「機密」
マークを付けることができます。こうし
たマークが付いたメッセージは、権限を
持つユーザーのみ閲覧や検索ができます。
また、正規表現などの設定条件に従い、
アーカイブ中のメッセージにタグや「機
密」マークを付けることができます。こ
れらのタグは検索可能なため、eディスカ
バリ対応がより簡単になります。

Retain High Performance Indexing Engine：
Retainは、データをすばやく簡単に取得
できるように、High Performance Indexing 
Engineが搭載されています。Retainにアー
カイブされたメッセージはすべて、直ち
にアクセス、検索、eディスカバリが可能
です。メッセージはアーカイブするとほ
ぼ同時にインデックスが付き、検索可能
になります。High Performance Indexing 
Engineは、クラスタ化が可能な高性能イン
デックスで、検索要求の数には無制限に
対応する機能を持っています。この外部
エンジンは、負荷分散フォーマットでパ
フォーマンスを向上させたり、フェール
オーバーフォーマットで冗長性を確保し
たりできます。組織のニーズに応じて負
荷分散またはフェールオーバー (あるいは
その両方 )のフォーマットで使用可能 
です。

高速かつ容易な取得：Retainは、内蔵の
Luceneインデックスエンジンまたは大規
模 デ プ ロ イ メ ン ト 用 の Retain High 
Performance Indexing Engineを使用します。

ストレージとレポート
セキュリティ保護されたストレージ：
Retainでは、オンプレミスでもクラウドで
も、多層セキュリティでメッセージデー
タをアーカイブします。MS SQL、MySQL、
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Postgres、Oracleなど、さまざまなデータ
ベースがサポートされます。AES暗号化、
EMC Centera、または NetApp Snaplockスト
レージでメッセージをアーカイブする場合
は、セキュリティ保護されたストレージに
加え、オプションのWindowsサーバーまた
は Linuxサーバー暗号化パーティションを
使用できます。さらに、Retainは iCASテ
クノロジーをネイティブでサポートしてい
ます。クラウドにデプロイした場合は、 
冗長性と安全性に優れた Micro Focusクラ
ウドのデータセンターにより、データを 
セキュリティ保護された安全な状態に保つ
ことができます。

サードパーティ API：Retain内でのサード
パーティ外部統合が可能です。データの
正確性を維持しながら、情報をアーカイ
ブに取り込むことができます。

単一インスタンスストレージ：Retainでは、
各メッセージおよび添付ファイルの 

コピーはそれぞれ 1つしかアーカイブさ
れません。

ストレージの継続的なサポートとアップ
グレード：24時間 365日体制のサポート
と継続的なアップグレードや保守が用意
されているため安心です。 

システムパフォーマンスの向上：Retain
では、メッセージデータを安全にアーカ
イブして、メッセージングシステムの 
パフォーマンスを最適化します。これに
より、メッセージングサーバーの容量を
最小限に抑えることができます。

システム統計とレポート：システム 
パフォーマンスをモニターできます。レ
ポートは、ダッシュボードに表示できま
す。定期的に電子メールで送信したり、
CSV、Excel、HTML、PDFなどのさまざ
まな形式で生成して保存したりすること
も可能です。
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「Retainによって、2つのメールシステムを 
統合できました。今は、アーカイブシステムとして 
利用しています。おかげで、Exchangeシステムの 

容量をコントロールすることができます」
TERJE GUNNARSEN氏
System Operation Analyst
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