
Retain Unified Archiving
OpenText Retainは、電子メールやモバイルコミュニケーションのデータなど、あらゆるビ
ジネスコミュニケーションの統合アーカイブを提供することで、ケース評価や検索を可能にし、
eディスカバリー (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。

エンドユーザーと管理者は、RetainのWeb 
Access Archive Viewerから Retainアーカイ
ブに直接アクセスできます。このため、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。 

環境オプション
マルチプラットフォームの統合アーカイブ：
電子メール、モバイルなどのメッセージデー
タがすべて 1つの統合データアーカイブに
アーカイブされるため、一元的に検索、公開、
eディスカバリー対応が可能です。

混在環境の統合アーカイブ：Retainでは、環
境内に混在しているメッセージングプラッ
トフォームが同時にサポートされます。
Microsoft Exchange、Office 365、Gmail、
Bloomberg、OpenText GroupWise、モバイ
ルデータを 1つの中央アーカイブから表示
できます。

プラットフォームのマイグレーション：電
子メールシステムを簡単にマイグレートで
きます。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 (Office 365など )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。データ損失を心配する必要はあ
りません。レガシーシステムに戻す場合で
も、Retainを使えば簡単かつシームレスに
戻せます。

柔軟なアーカイブアクセス：電子メールク
ライアント、モバイルアプリ、ブラウザー
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。 

メッセージの削除：Retainでは、Exchange、
Office 365、GroupWiseなどのシステムのス
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。

サポートされるプラットフォーム：Retain 
supports Exchange、Office 365、Gmail with G  
Suite Basic、Business、Enterprise、Educa
tion、Bloomberg Professional、OpenText Group  
Wise。

ポリシーベースの統合アーカイブ：Retain
では、アーカイブする電子メールおよびモ
バイルデータを定義するために、ポリシー
を詳細に設定することができます。ポリシー
により、メールボックスタイプ、メッセー
ジソース、アイテムタイプ、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。フォルダー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。 

モバイルコミュニケーションの管理：Retain 
Mobile では、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できます。Retain
では、安全なコミュニケーションサーバー
を介して、iOSと 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
電話番号の電子コミュニケーションデータ
をすべてアーカイブします。また、Android
と BBMの SMS、MMS、通話ログ、Black
Berryデバイスの PIN、SMS、MMS、通話ロ
グもアーカイブします。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、

組織内の電子メール、 
モバイルデバイスのデータを 
アーカイブ
Retain Unified Archivingは、次のようなさまざま
なプラットフォームのビジネスコミュニケーショ
ンをキャプチャし、1つの統合データアーカイブ
にアーカイブします。

電子メール

■   OpenText GroupWise
■ Microsoft Exchange
■  Microsoft Office 365
■ Gmail 
■ Bloomberg Professional
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iOS、Android、BlackBerryの各種デバイス向
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。

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。 

電子メールプラグイン：アーカイブされた
メッセージは、Outlook、Web Access、Group
Wise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。

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。 

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 ディスカバリー、アクセス、 
参照、検索、エクスポート
e ディスカバリー機能搭載：Retainの eディ
スカバリーツールにより、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。

Web Access Archive Viewer：ブラウザー
ベースの使いやすいインターフェイスで
アーカイブにアクセスして参照および検索
できるのは、Retainだけです。 

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は、検索が
可能なようにインデックスが付けられ、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、
Gmail、Exchange、Office 365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
機能は、企業での利用においては十分とは
いえません。Retainは、この問題を解決し
ます。自動パージの無効化、SmartPurgeの
サポート、アーカイブポリシーによる制御、
PDFへのエクスポートのサポート、アーカ
イブされたメッセージの受信トレイへの復
元、エクスポートされたメッセージの編集、
メッセージの改ざん /削除禁止といった機能
が揃っています。こうした機能を通じ、デー
タアーカイブの完全性とコンプライアンス
が確保されます。

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
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シ
ステムを検索する必要はありません。ユー
ザーが情報を入力すると、すぐに検索結果
が表示されます。また、フィールド (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 )への検索語の入力時に検索候
補を表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、対策したり、eディスカバリーアク
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。
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ルールベースのタグ付け：メッセージには、
アーカイブ中に「機密」マークやタグを付
けることができます。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
自動的にタグが付けられます。

スマートタグ付け：アーカイブ内のメッセー
ジのカスタムタグを作成します。検索可能
なこのタグにより、eディスカバリー対応が
容易になります。

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
を記録の開示請求に含めないようにするこ
とができます。

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、管理者およびアー
カイブの検索権限を持つユーザー全員につ
いて、検索可能な監査証跡が作成されます。
これにより、すべてのアクティビティを記
録できます。

高速かつ容易な取得：Retainには、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 In dex 
ing Engineが組み込まれています。

機密情報のタグ付け：指定ユーザーは、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。機密メッセージ
の閲覧や検索が可能なのは、権限を付与さ
れたユーザーのみです。

設定可能な権限：アクセス制御リストを使
用し、設定したロールに基づいて、ユーザー
や管理者に Retainシステムの機能へのアク
セス権を付与します。

エンドユーザーのメールボックス管理：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。

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、PostgreSQL、Oracleなど、
さまざまなデータベースがサポートされま
す。Retainは安全なストレージも備えており、
AES暗号化ストレージ、EMC Centeraスト
レージ、または NetApp Snaplockストレー
ジを使用してメッセージをアーカイブでき
ます。また、オプションのWindowsサーバー
または Linuxサーバーで暗号化されたパー

ティションも使用できます。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ク
ラウドアーカイブのデータセンターにより、
データを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。
この機能は非常に重要です。単一インスタ
ンスストレージをサポートしていない
Exchangeや Office 365では、ストレージの
コストが大幅に増大してしまいます。 

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。

https://www.microfocus.com/ja-jp/home


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：最適なシステム
パフォーマンスを実現します。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。

詳細情報はこちら： 
www.microfocus.com/opentext

「最新のデータ保持法に準拠したアーカイブ 
ソリューションを探していました。Retain で、 

内外のあらゆるコンプライアンス規制に対応できます」

STEFAN VETTER氏
税務相談官・パートナー
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