
Android向けの Retain Mobile
OpenText Retain™は、iOS、Android、BlackBerryデバイスのメッセージをセキュリティ保護およ
び暗号化してアーカイブします。個人所有デバイスや会社支給デバイスでビジネスデータを生成 /
使用する組織は、このソリューションによって法規制へのコンプライアンスを確保できます。

製品概要
Retainでは、Androidの SMS、MMS、通話
記録がアーカイブ対象になります。また、安全
なコミュニケーションサーバーを介して、
Androidの暗号化された SMS/テキストメッ
セージとビジネス専用電話番号データがすべて
アーカイブされます。デバイスを接続したり同
期したりすることなく、アーカイブをリアルタイ
ムで実行できます。Retainは、Androidデバイ
ス向けの唯一のエンタープライズ対応アーカイ
ブソリューションです。

Retain Mobileを利用すると、貴重な情報を失
うことなく、コンプライアンスを確保できます。
機密データは組織内で安全に保管されます。

Android向け Retain Mobileの機能
Retain Mobileは、各デバイスにインストールさ
れた軽量のアプリを通じて機能します。このア
プリによって、SMS/MMSと通話ログのデータ
がすべてキャプチャされます。暗号化されたコ
ミュニケーションについては、Retain Mobileが
安全なサーバーから、暗号化された SMS/テ
キストメッセージとビジネス専用電話番号デー
タのすべてを取得します。キャプチャされたデー
タは、クラウド上またはオンプレミスの Retain
アーカイブに自動的に送信され、保存されます。

Retain Mobileを使用すると、次のことが可能
になります。
■	 ドッドフランク法、グラムリーチブライリー

(GLB)法、SEC、FINRA、FRCP、サーベン
スオクスリー法、HIPAAなどの法規制への
コンプライアンスを確保します。

■	 スマートフォンの使用状況をモニターするこ
とで、企業ポリシーへのコンプライアンスを
確保します。

■	 ドッドフランク法 (取引再編要求が発行され
たら 72時間以内に従わなければならない )
に準拠します。
–	モバイルコミュニケーションの迅速な取
得：Retainによってすばやく簡単に取得を
行えるため、取引再編要求の期日を守る
ことができます。

–	 セキュリティ保護されたアクセスの容易な
アーカイブ：セキュリティ保護されたアー
カイブを、法律顧問、監査官、およびそ
の他の指定ユーザーが検索することが可
能です。Retain Mobileでは、Androidデ
バイスの SMS/MMS、通話ログ、暗号化
されたコミュニケーションが安全にアーカ
イブされます。 

Retainの統合アーカイブ
Retainは、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などのあらゆるビ
ジネスコミュニケーションデータの統合アーカ
イブの役割を果たし、ケース評価、検索、eディ
スカバリー (電子情報開示 )に対応します。オン
プレミスにもクラウドにも導入することが可能
です。Microsoft Exchange、Office 365、Gmail、
OpenText GroupWise®の各プラットフォームの
電子メールもアーカイブできます。Retain 
Mobileでは、Androidの各種モバイルデバイ
スコミュニケーションデータ (SMS/テキストメッ
セージ、通話ログ、PINメッセージなど )がアー
カイブされます。

モバイルデバイスコミュニケーションの
アーカイブ

Retainを使用すれば、デバイスを接続したり同期し
たりすることなく、すべてのモバイルコミュニケー
ションをアーカイブできます。Retainにより、コンプ
ライアンスを満たした完全なモバイルコミュニケー
ションアーカイブが実現します。

データシート



Retainを導入すると、より効果的なアーカイブ機能を獲得できます。

詳細情報はこちら：
www.microfocus.com/opentext

「私たちは、テキストメッセージや通話に	
関してコンプライアンスを確保するため、あらゆる対策を	

講じています。真のコンプライアンスを確保するには、	
Retain Mobileのようなシステムが必要不可欠です」

STEVE CORDER氏
NCAAコンプライアンス担当アシスタントアスレチックディレクター

デトロイトマーシー大学

お問い合わせ
OpenTextのCEO、Mark Barrenecheaの 
ブログ
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