
GroupWise向けの Retain
Micro Focus® Retain™ Unified Archivingは、オンプレミスまたはクラウドのGroupWise®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。Micro Focus GroupWise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。これらのデータは 
1カ所にアーカイブされ、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
サポートされる GroupWiseシステム： 
Retain では、GroupWise 7.0.3 HP1 以上、
GroupWise 8、GroupWise 2012、GroupWise 
2014+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
ムの電子メール、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
が 1つの統合データアーカイブに保存さ
れます。一元的に検索、公開、eディスカ
バリ対応が可能です。

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。フォル
ダや添付ファイルのタイプを基準にフィ
ルタリングすることも可能です。さらに、
すべてのアーカイブデータに保持ポリ
シーを適用することもできます。

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。

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。

プラットフォームのマイグレーション：
現在のメッセージデータをすべて Retain
にアーカイブし、新しいメッセージング
システムを実装してから、新しいシステ
ムに Retainを接続するだけです。ダウン
タイムやエンドユーザーのサービス中
断を発生させることなく、すべてのデー
タをアクセス可能な状態にできます。
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Retainは、GroupWiseの電子メールのアーカイブ
に加え、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といったあらゆるビジネ
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
スにもクラウドにもデプロイできます。Microsoft 
Exchange、Off ice 365、Gmai l、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 Protected、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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シ ン グ ル サ イ ン オ ン：Retain で は、
GroupWiseクライアントとWeb Accessの
どちらを使用していても、アーカイブに
シングルサインオンでアクセスできます。

GroupWiseプラグイン：アーカイブされ
たメッセージは、GroupWiseクライアント
または GroupWise WebAccessから直接ア
クセスと検索が可能です。Retainでは、
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。

簡単なデプロイメント：オンプレミスソ
リューションと Micro Focusクラウドソ
リューションのどちらを選択しても、
Micro Focusが実装プロセスを最初から最
後までサポートします。

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。

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。

コンプライアンスと管理：GroupWiseの個
人用アーカイブは、ユーザーレベルでの
み作成され、システム全体用には作成さ
れません。このアーカイブは eディスカ
バリに対して公開できず、一元的にアク
セスまたは検索することもできません。
そのため、組織にデータ損失とコンプラ
イアンス違反のリスクが生じます。
SmartPurgeをサポートし、システム全体
でのアーカイブ、検索、公開、eディスカ
バリを可能にするツールを備えている

Retainでは、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。

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：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いるのは Retainだ
けです。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。

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。

編集管理：エクスポートしたデータは編
集可能なため、個人情報や他の編集済み
項目を記録開示請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
使用して Retainシステムの機能へのユー
ザーや管理者のアクセスを管理するため
に、役割に基づく設定可能な権限を付与
します。

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
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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。

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。

スマートなタグ付け：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設定することがで
きます。検索可能なこのタグにより、eディ
スカバリ対応が容易になります。

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。

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。

Retain High Performance Indexing 
Engine：Retain で は、High Performance 
Indexing Engineによってデータをすばや
く簡単に取得できます。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。

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可能です。
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。検
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索可能なこのタグにより、eディスカバリ
対応が容易になります。

ストレージとレポート
安全なストレージ：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、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、安全なス
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、データを保護された安全な状態に保
つことができます。

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。

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。

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は、非常に優れたアーカイブプログラムです。 
GroupWiseを使っているなら、他のものは必要 
ありません。経済的ですし、信頼性もあります。 

それに、専門的な知識は不要です」
GEORGE ARMSTRONG氏

Assistant Director-Information Services
ミルドレッド独立学区
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