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はじめに
EMA® Enterprise Managed Archive®

将来を見据えた標準化テクノロジの採用

を使用した汎用性の高い情報管理
今日、最先端のITインフラに対する要求
は、かつてないほどの高まりを見せてい
ます。技術的またはコスト的な理由か
ら、使用できるリソースが減少し続ける
一方で、導入が必要な機能は益々増加し
ています。組織で使用されるほぼすべて
のアプリケーションは、日々膨大な量の
データと情報を生成します。ネットワーク
内のユーザー、パートナーとの通信、既存
顧客そして見込み顧客も、処理すべき新
しい情報を絶えず生み出す源となってい
ます。そして多くの場合、リソースの管理
や可用性の維持には、組織の膨大な既
存ITリソースを消費します。
しかしながら、ユーザーの要求は通常は
比較的単純で、すべての情報を迅速に、
かつ複雑な手順を踏まずに入手したいと
いったものです。

長期的な集中情報管理においては、標
準化されたテクノロジの採用が必要不可
欠です。データを何年間も保管した後で
も使用できるようにするには、これが唯
一の方法です。お客様の組織にも、メー
ルサーバーなど特定のアプリケーション
に結びついた重要情報が必ず存在しま
す。現在は、Exchange Serverを使用し
ていると仮定します。これから5年後にど
んなメールサーバーが使用されるかが今
からわかりますか?

IT業界の革新サイクルは短く、長期間に
渡って同じシステムを運用し続けるのは
困難です。しかし、当社では、専門的な
技術アプローチによりメールサーバーの
変更をサポートし、新しいメールサーバ
ーのプラットフォーム上でもアーカイブ
された過去のすべてのメッセージに簡単
にアクセスできるようにしますと自信を
持ってお答えできます。

当社のEMA® Enterprise Managed
Archive®製品ラインは、このような視点
から一貫した手法で開発を進めてきま
した。顧客との連携を深めることで、非
常にユーザーフレンドリーかつ効率性の
高いソリューションが生まれました。従
来の多くのシステムでは、既存の集中情
報管理プラットフォームにさまざまな変
更を加える必要がありますが、EMA®で
はそのようなことがありません。当社は
標準化されたテクノロジに基づいたアプ
ローチを採用しているため、統合が簡単
でどのような環境でも効果的に機能し
ます。

3

法規の順守

Principles of data access and
auditing of digital documents
(GDPdU)

Revenue Code (AO)

German Code of Commercial Law
(HGB)

Law on Monitoring and
Transparency in Businesses
(KonTraG)

Revision of the international
capital requirements for banks by
the Basel Committee on Banking
Supervision (Basel II)

Federal Data Protection Act (BDSG)

Principles of Regular Data
Processing-supported Accounting
Systems (GoBS)

Telecommunications Act (TKG)

Health Insurance Portability &
Accountability Act (HIPAA)

Sarbanes Oxley Act (SOX/SOA)

Securities and Exchange
Commission (SEC)
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コストパフォーマンスに優れ、
コンプライアンスに
基づいたデータ管理手法
ERPシステム、ファイルサーバー、PBX、
スキャナなどを考えてみてくださ
い。EMA®を導入することで、生成される
さまざまな種類の情報の処理、管理、そ
して使用が可能になるため、既存の技術
投資もこれから新たに行われる技術投
資もすべて無駄になりません。複数のデ
ータセンターや多国間でのシステム展開
にも何の問題もありません。
快適なデータ処理

EMA®が管理するアーカイブに保存し
たデータに対し、組織の個々のニーズ
に応じた追加処理を行うことも可能で
す。どんなに多岐に渡るニーズであろう
と、EMA®が提供する多様なツール群が
それにお応えします。他の部署への文書
配布や、社員間の協力体制の構築もお
任せください。ローカルおよびグローバ
ルな部署アーカイブの作成や業務依頼
が、数回のマウスクリック操作で簡単に
行えます。情報管理に求められているも
のは何でしょう。ここでは、EMA®がどの
ようにその要件に応えられるのかをご紹
介します。

したがって、具体的にどのようにコン
プライアンスを達成するかは、SOX
法、SEC、FRCPといったその他の
規制で定められた要求事項や推
奨事項から推察する必要がありま
す。Abgabenordnung (Revenue
Code)、GoBS、GDPdUといったヨーロ
ッパの規制も重要な参考になります。
究極の問題は、法規によって何が実際に
義務付けられているかということです。
現時点では、法的に必要なすべての文書
を元々のフォーマットで、一切の変更を
加えず、すぐに利用できる状態で保管す
るということに尽きます。また、情報が適
時に入手できることを要求している法規
も数多く存在します。

法規の順守
集中情報管理はその特徴や機能ばかり
が重視されがちですが、該当する法規の
コンプライアンスにも確実に対応する
必要があります。残念ながら、実際にど
うすればコンプライアンスを達成できる
かという重要な情報は、必ずしも法規の
文言として明記されている訳ではありま
せん。
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総合的な情報管理
今日の市場に見られる従来のソリュー
ションのほとんどが、コンプライアンス
に基づいた電子メールのアーカイブのみ
に焦点を当てています。しかし、組織関
連の情報のアーカイブに対する法的要
求事項は、ユーザーの受信ボックスの中
身だけを対象にしている訳ではありま
せん。実際には、さまざまなフォーマッ
トの情報やコンテンツをアーカイブし、
必要な時にいつでも取り出せるようにし
ておく必要があります。これが、EMA®
Enterprise Managed Archive®が多様
なデータソースフォーマットをサポートし
ている理由です。この柔軟性によって、増
大を続ける要求にも常に対応することが
できます。

EMA®は、ソースを問わず、組織内のあら
ゆる情報をアーカイブすることが可能で
す。電子メール、印刷した納品書、郵送さ
れた発注書、ファイルシステムに保存さ
れた計算値、さらには電話での注文に至
るまで、EMA®は必要があれば何でもア
ーカイブできるのです。EMA®は、組織
の規模、業務内容、従業員数にかかわら
ず、今日の集中情報管理システムに課せ
られたすべての要求に応えます。

EMA のような標準ベースのソリューショ
ンだけが、柔軟性の高いビジネスプロセ
スとそれを支えるインフラを実現できま
す。インストール作業は短時間で簡単で
す。このパワフルな情報アーカイブは、情
報の可用性を高めるとともに、プロセス
の迅速なバックアップと復元を可能にす
る強力なツールを提供します。
®

現在のような厳しい経済状況下では、IT
関連の予算は一般的に以前よりも限られ
てきています。しかし、だからと言ってIT
管理者が課す要求事項の厳しさが和ら
ぐわけではありません。重要なのは、ラ
イセンス処理、システム管理、インストー
ル作業などに関する計画上のあらゆる
要素を考慮することです。長期的な投資
の保護も重要です。

EMA®: 多くの可能性を秘めたシングルソ
リューション

EMA®の画期的な技術コンセプトによ

特長

り、将来に備えた汎用性の高い情報管理
ソリューションと、組織に関する情報のコ
ンプライアンスに基づいたアーカイブを
実現します。


プラグアンドプレイ方式で既存
のネットワークに短時間で展開
が可能

EMA の導入によって期待されるメリット
®

について、具体的にご説明できる機会を
いただければ幸いです。お問い合わせを
お待ちしております。


既存のITインフラの影響を受け
ず、柔軟に機能

高い互換性により、すべての
SANおよびNASストレージシス
テムへのデータ保存が可能

多様なハードウェアプラットフォ
ームにより、アーカイブ装置の
拡張性を向上

シングルインスタンス化を利用
してストレージ容量を低減。ア
ーカイブ処理はドキュメントごと
に1回のみ

アーカイブされた情報は短時
間で簡単に復元可能

多様なソリューションに依存せ
ず、すべての関連情報の集中的
なアーカイブ構築が可能

同様のソフトウェアベースソリュ
ーションと比較し、コストを大
幅に低減

日常業務に支障をきたすことな
く機能の追加が可能

7

インターネット
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Mail to Archive®: メールサーバーからのダイレクトな

アーカイブ

データ量が増加し続けることで、メール
サーバーには大きな負荷がかかります。
この難題を解決するには、既存のインフ
ラ(メールサーバー、ストレージ、ハードウ
ェアコンポーネント)に対する負荷を低減
する必要があります。EMA®は既存のITイ
ンフラおよびメールシステムに短時間で
統合でき、すぐに運用を開始することが
可能です。このアーカイブ装置は、既存
のメールサーバー、ハードウェアコンポー
ネント、オペレーティングシステムとは独
立して動作します。メールサーバーへの
追加コンポーネントのインストールも、
交換も、既存の機能の変更も必要もあり
ません。
設置がスムーズなため、通常の業務時
間内に行うことができます。設置完了
後、EMA®は送受信されるすべての電子
メールを自動的に元々のフォーマット
(SMTP、RFC822)でアーカイブし、電子
署名と電子タイムスタンプを付加してア
ーカイブ内に保存します。一つ一つのド
キュメントにEMA®によってインデックス
が付けられ、アーカイブ装置の全文検索
対象に組み込まれます。電子メールに添
付された文書やファイルにも、アーカイ
ブ時に自動的にインデックスが付加さ
れます。
数年後、関連するテクノロジが変更され
たとしてもアーカイブデータを移行する
ことなく継続して使用できるようにする
には、ファイルフォーマットを変えずに
元々のフォーマットを使用するのが唯一
の方法です。ここでは、例として、現在は
Exchange Serverを使用しているが、
数年後に他の組織と合併することにな
ってLinuxベースのメールサーバーに移
行する必要が生じた場合を挙げます。

このように大規模な移行の場合、膨大な
管理作業や設定変更が必要となるため、
従来のアーカイブではまったく不可能ま
たは必要以上の困難を伴います。EMA®
を使用すれば、既存のアーカイブを新
しいメールサーバーにすぐに接続でき、
制限事項なしでの継続使用が可能で
す。EMA®はRFC822フォーマットでのア
ーカイブを採用しているため、既存の電
子メールを一切変換せずに使用できま
す。このフォーマットは世界中の市場で
流通しているあらゆるメールサーバーで
サポートされており、すでに20年以上の
歴史があります。また、EMA®では、すで
にアーカイブした電子メールを新しいシ
ステムに転送する必要がないため、メ
ールサーバーの移行作業も大幅に軽減
されます。メッセージの転送および復元
は、ユーザーが選択したメッセージに対
してのみ行われます。

特長

組織内に設置されているメール
サーバーに依存せずに動作

送受信されるすべての電子メ
ール、および社内電子メールを
自動的に元々のフォーマット
(SMTP、RFC822)でアーカイブ

複数のメールサーバー(異なるベ
ンダー)からの同時アーカイブを
サポート

非常に短時間で設置可能

アーカイブ装置は電子メールの
アーカイブ用に事前設定済み

接続後すぐに稼働

アーカイブされた電子メールに
いつでも瞬時にアクセス可能


OutlookやNotes Clientといっ
た電子メールクライアントへの
統合が容易

9
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Print to Archive®: プリンタからのダイレクトな

アーカイブ

EMA®の拡張機能であるPrint to
Archive®は、印刷された電子ドキュメン
トの快適で安全なデジタルアーカイブを
提供します。印刷したすべてのドキュメン
ト、あるいは選択したドキュメントを簡
単にアーカイブできます。管理者は、ウ
ェブベースのユーザーインターフェースを
使用して既存のプリンタを「アーカイブ
プリンタ」として設定するだけで、EMA®
をPrint to Archive®と連携させ、ドキュ
メントアーカイブとして使用することが
可能になります。既存のハードウェアや
ソフトウェアに変更を加える必要はあり
ません。以前と同様に印刷処理を続け
ることができ、新たにトレーニングを受
ける必要もありません。紙に印刷するだ
けでなく、印刷処理を開始すると自動的
にそのデジタルコピーがEMA®が管理す
るアーカイブに保存されます。これによ
り、従来の印刷物のファイリング作業は
不要になります。
従来のドキュメントアーカイブソリューシ
ョンは、一般的にメンテナンスに手間と
費用がかかります。そればかりか、従来
の印刷物ファイルと同等のことしかでき
ない割には、通常は複雑なファイリング
システム管理のために専門的なトレーニ
ングを受ける必要があります。これとは
対照的に、Print to Archive®は簡単か
つ迅速にアーカイブを行います。ドキュ
メントは、手動でのファイリング処理を
加えることなく、アーカイブに保存され
ます。また、パワフルで使いやすいEMA®
の全文検索で、以前にアーカイブされた
Print to Archive®のドキュメントをコン
テンツに基づいて検索することが可能
です。目的のドキュメントが見つかれば、
あとはクリックひとつで呼び出すことが
できます。

アーカイブした電子メールと同様
に、EMA®はすべてのPrint to Archive®
ドキュメントを自動的に暗号化し、電子
署名および電子タイムスタンプを付加
することでセキュリティを強化します。
これらの対策により、アーカイブしたド
キュメントは手を加えることができなく
なります。アーカイブした情報の信頼
性を後で検証できるため、さらに安心
です。
つまり、Print to Archive®を使用すれ
ば、コンプライアンスに基づいたドキュ
メントアーカイブが可能になります。従
来の印刷物やドキュメントのアーカイブ
で必要とされた複雑で時間のかかる処
理は、もはや過去の遺物です。

特長

組織のネットワーク内の任意の
プリンタをアーカイブプリンタ
として定義可能

ローカルおよびネットワーク両
方のプリンタをサポート

ドキュメントは印刷時に自動的
にアーカイブ

既存のシステムの変更が不要

印刷されたドキュメントにいつ
でも瞬時にアクセス可能

電子タイムスタンプ、電子署名、
暗号化技術を使用し、アーカイ
ブされたドキュメントの信頼性
を検証

アーカイブされたすべてのドキ
ュメントを対象とする使いやす
い全文検索
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Scan to Archive®: スキャナからのダイレクトな

アーカイブ

デジタル通信に加えて、組織内の従
来の紙ベースのドキュメントもアーカ
イブする必要があります。Scan to
Archive®モジュールは、長期間に渡る
安全なデータ保持を求める法令を順守
し、ドキュメントをデジタルデータに取
り込むための使いやすく効率的なスキ
ャニングソリューションを提供します。
設定作業とドキュメントの処理ワークフ
ローはいずれも非常に簡単かつ短時間
です。機能を有効にして、同梱のスキャニ
ングクライアントのインストールと設定
を行ってしまえば、それ以上の設定変更
は必要ありません。
ドキュメントは完全に自動で取り込ま
れます。複数ファイルの一括スキャンも
サポートされています。光学式文字認識
(OCR)によって、画像内の文字列は検索
可能なコンテンツに変換され、属性を付
加することができるため、それぞれの組
織に最適な方法でのアーカイブ整理に
役立ちます。また、直感的なスキャニン
グモジュールで、手動または自動でメタ
情報を追加することが可能です。求めら
れるものが手動での追加情報入力であ
れ、フィールド情報の自動的な検出や転
送であれ、Scan to Archive®はそれに
お応えします。
自動および手動で付加されたメタ情報
は、瞬時に検索が可能になります。こ
れにより情報を探す時間が短縮され、
全体的な生産性が向上します。膨大な
量の紙ベースのファイルも、Scan to
Archive®で快適にスキャンし、お使いの
デジタルアーカイブに短時間で転送する
ことができます。

他のすべてのEMA®モジュールと同様
に、Scan to Archive®も最大限お客様
のデータを保護すべく、アーカイブしたド
キュメントが改ざんまたは複製されない
ようにします。Scan to Archive®は、パ
ワフルなEMA®の全文検索機能を使用す
るとともに、他のモジュールと共通の復
元方法を採用しています。そのため、検
索結果は簡単に閲覧でき、クリックひと
つで復元が可能です。

Scan to Archive®を使用すれば、これま
で書類受けで行っていた整理作業を、安
全なドキュメントアーカイブで行うことが
できます。EMA®でアーカイブされる他の
すべてのデータと同様に、スキャンしたド
キュメントは暗号化され、電子署名と電
子タイムスタンプが付加されます。

特長

既存のワークフローにシームレ
スに統合し、紙ベースのドキュメ
ントの取り込みと法規を順守し
たアーカイブを支援

紙ベースのファイルを自動的に
一括スキャン

スキャンしたドキュメントに対す
る光学式文字認識(OCR)による
パワフルなEMA®の全文検索

既存システムへの変更が不要で
簡単な設定のみで動作

電子タイムスタンプ、電子署名、
暗号化技術を使用し、アーカイ
ブされたドキュメントの信頼性
を検証

乱雑になりがちだったこれまで
の書類受けから安全なデジタル
ドキュメントアーカイブへ

13
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File to Archive®: ファイルシステムからの
ダイレクトなアーカイブ
File to Archive®: ファイルシステムを組

File to Archive®は、他のEMA®ソリュー

織のアーカイブにシームレスに統合

ションにも採用されている全文検索機
能を搭載しています。パワフルで使いや
すい検索インターフェースにより、快適に
かつ短時間でアーカイブされたファイル
の検索や復元が可能です。アーカイブに
接続可能なすべてのクライアントから、
すべてのアーカイブファイルに素早く制
限なしでアクセスできます。

汎用性の高いデジタル情報アーカイブ
には、ファイルシステムに保存した情報
も含める必要があります。ビジネス関連
の多くの取引情報やドキュメントはファ
イルに直結しており、これらのファイルも
後で利用できるようにアーカイブ、維持
する必要があります。

File to Archive モジュールは、EMA
Enterprise Managed Archive®とファ
®

®

イルシステムを結び付け、組織に関連す
るすべての情報を一か所に集積して整
理するインテリジェントなソリューション
を実現します。

訴訟ホールドや保存期間といった条件
で独立した保管ポリシーを設定できる
ため、組織の個別のニーズに合わせてフ
ァイルのアーカイブをカスタマイズでき
ます。さらに、部署アーカイブによる情
報構築機能を利用すると、ワークグルー
プやプロジェクトの概要がより把握しや
すくなります。

File to Archive®は、ファイルシステム全
体を自動的にスキャンして重要なデータ
をアーカイブにコピーし、コンプライアン
スに基づいた方法で保管します。ファイ
ルのタイプやサイズなどさまざまなフィ
ルタが用意されており、簡単に情報を整
理できます。関連するすべてのデータを
アーカイブした後は、ファイルシステムか
ら削除して空き容量を増やすことが可能
です。

特長

ファイルシステムに加えた変更は自動的
に検知され、カスタマイズ可能なポリシ
ーで定義した条件に基づいて自動的にア
ーカイブされます。他のすべてのEMA®ソ
リューションと同様に、File to Archive®
は広く受け入れられた規格を採用してい
るため、将来的な信頼性も確保され、組
織独自のデータフォーマットやコネクタ
が不要になります。


パワフルな全文検索機能を使
用してアーカイブファイルを迅
速かつ簡単に検索、閲覧

データの保存時、File to Archive®は使
用されているインフラに合わせて自動的
にデータを調整します。最新の装置コン
セプトは、ローカルのストレージシステム
やクラウドベースのストレージ環境をセ
キュリティにも配慮しつつサポートしま
す。全アーカイブ情報の電子的暗号化と
いった高度なセキュリティ機能により、
情報の安全を確保して第三者に悪用さ
れないようにします。


ファイルシステムに簡単に接続

ファイルシステム上のすべての
関連ファイルを自動的にスキャ
ンしてアーカイブ

システムを常に監視し、変更が
加えられたファイルを保管

アーカイブ上で自動的にファイ
ルをユーザーに割り当て


一元的なアーカイブにより、単
独の孤立したソリューションを
排除


Trusted EMA®を含む画期的な
装置コンセプトにより、クラウド
環境でもセキュリティを維持

部署間での使用をサポートし、
複数クライアントに対応
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電話網
電話網

電話網

電話網
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Voice to Archive®: 電話からのダイレクトなアーカイブ
Voice to Archive®: コンプライアンスに
基づいたアーカイブを電話でも
多くの産業や組織では、電話による契約
や取り決めが日々のビジネスの重要な一
部です。
電話通信を信頼性の高いドキュメントと
して残すことの重要性は、思ったよりも
高くなってきています。たとえば、公的
機関や金融・保険の分野では、しばしば
電話で契約を結びます。コールセンター
での営業や電話サポートなどでも、契
約を結ぶことが多くあります。組織内で
は、電話通信をアーカイブすることでプ
ロジェクトの文書化に役立ちます。以前
は、電話通信のアーカイブは、技術的に
不可能であったり、裁判所で認められる
ドキュメント作成につながらないといっ
た理由であまりうまく機能していません
でした。
当社はこのような問題点を踏まえ、組織
内で非常に簡単に展開でき、コンプライ
アンスに基づいた音声および電話通信
のアーカイブソリューションとしてVoice
to Archive®を設計しました。当社のソ
リューションは、お客様の組織で使用さ
れている電話システムや電話通信用のイ
ンフラとは独立して動作します。さらに、
さまざまな設定オプションにより、どの
ような特殊な要件にも対応できる細か
い調整が可能です。通常は、既存の電話
システムに変更を加える必要はありませ
ん。Voice to Archive®を導入すれば、
単独のソリューションを別途導入しなく
ても、音声および電話通信をシームレス
にアーカイブすることができます。
プライバシーに関する規制を順守する
ために、通話を記録する前に先方の承
認を得る必要が生じることはよくありま
す。Voice to Archive®は、この確認を自
動的に要求することが可能です。すでに
通話が開始されている状態でも、任意
の時点から簡単に記録することができ
ます。

記録方法を個別に設定できるため、顧客
やビジネスパートナーに対して録音した
契約条件を再生する、といったシナリオ
を設けることも可能です。
また、Voice to Archive®は記録した音声
データを論理的な方法で整理します。通
話にタグ付けし、実績のあるパワフルな
EMA®の全文検索エンジンを使用して、
後から簡単に検索できます。見つかった
音声データは、ユーザーインターフェース
に表示される検索結果からダイレクトに
再生することが可能です。
当社の他のすべてのソリューション同
様、Voice to Archive®もセキュリティを
重視しています。通話を保存したアーカ
イブは安全に保護され、コンテンツは不
注意や悪意による操作から保護されま
す。

特長

コンプライアンスに基づい
た音声情報(通話、音声デー
タ、VoIP)のアーカイブ

プライバシーおよびコンプライ
アンスに関する規制を十分に
考慮

電話システムなどの既存の電話
通信インフラに簡単に統合


EMA®が誇る最先端のセキュリ
ティ機能によりデータを保護

専用のコールセンターモード:
すべての着信を(発信者の同意
を得た後)自動的に録音し、対
応可能な担当者に転送

社内のEMA®に発信してから目
的の番号にダイヤルするゲート
ウェイモード

通話中の任意の時点から会話
を録音可能


EMA®が誇るパワフルな検索機
能で、アーカイブした会話を瞬
時に検索
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顧客番号: 3622

顧客番号: 0469

部署アーカイブ: サービス

部署アーカイブ: 経理

顧客番号: 0469

納品書番号: 1236

プライベート

訴訟ホールド: AZ 2011/0012

スパム

訴訟ホールド: AZ 2011/0965

顧客番号: 0145

顧客番号: 0198
プライベート

顧客番号: 7255
納品書番号: 0078

納品書番号: 0078

納品書番号: 7123
スパム

プライベート

電話会議: 2011年1月2日

スパム
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納品書番号: 0078

プライベート
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属性: アーカイブデータを効率的に整理
特に大規模な組織のアーカイブでは、す
べての情報のトレーサビリティが重要と
なります。ドキュメント、電子メール、ファ
イル、その他のデータを、必要に応じて
いつでも簡単に探し出すことができる
ようにしておく必要があります。しかし、
益々データが増え続けている昨今、単に
情報を保持するだけでは十分ではなく
なってきています。この画期的なEMA®
属性システムでは、秩序立ててアーカイ
ブを行うことができます。追加情報を付
加することで、データはより有効になり、
アーカイブしたコンテンツをそれぞれの
ニーズに応じて整理することが可能にな
ります。
アーカイブする情報には追加情報(メタ
データ)が付加されます。この追加情報
は、その都度手動で付加することも、多
数の情報に自動的に付加することも可
能です。特に大規模なアーカイブでは、
これらの追加情報を検索機能と連携さ
せることで、必要な情報の検索スピード
が大幅に向上します。最もベーシックな
バージョンでも、EMA®の属性システム
にはデフォルトで8つの属性が用意され
ており、これらは、プライベートな電子メ
ール、部署アーカイブ、削除条件、法的
に義務付けられた保管ポリシーの順守
といった一般的な項目を広く網羅してい
ます。
*
*
*
*
*
*
*
*
*

プライベート
プライベート削除
非表示
最低保存期間
訴訟ホールド
エンコード
クライアント識別子
部署アーカイブ
タグ付け

あらかじめ設定されたこれらの属性を使
用すれば、多くの一般的なコンプライア
ンスやプライバシーに関する規制を直感
的に適用することができます。このよう
なEMA®の機能により、データや情報のコ
ンプライアンスに基づいた後処理を自動
的に行うことが可能です。
パワフルなエンタープライズバージョン
ではより高度な処理が可能で、個別のニ
ーズに応じて最大100までの追加属性の
定義と割り当てが可能なカスタム属性エ
ディタを搭載しています。フレキシブルな
テキスト、数値、選択、メモ、タグ付け、
「
はい/いいえ」フィールドによって、アーカ
イブの構築やカスタマイズに役立つさま
ざまな方法を提供します。この機能は、
多くのベンダーがソリューションの一部と
して提供している従来のタグ付け機能を
はるかにしのぐものです。複雑な情報や
構造を正確に再現できるのは、EMA®を
おいて他にはありません。
属性は、複数のドキュメントや電子メール
に同時に割り当てることも、クリックひと
つで検索結果全体に割り当てることもで
きます。パワフルな検索機能と連携させ
ることで、特定の属性値でのアーカイブ
検索、検索結果の閲覧、ドキュメントの
素早く簡単な復元が可能になります。

特長

属性/メタデータを使用してアー
カイブを柔軟に整理

ベーシックバージョンでは属性
をあらかじめ定義済み

エンタープライズバージョンには
メタデータを個別に作成/割り
当て可能な属性エディタを搭載

迅速かつパワフルな検索機能と
簡単な復元機能

コンプライアンスの順守を支援

コンプライアンスに基づいたア
ーカイブの改ざん防止
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検索:
検索結果は条件によって絞り込むことができます。つまり、検索ダイアログ
は非常にユーザーフレンドリーであるにもかかわらず、機能は損なわれてい
ません。

アーカイブ、検索、検出を簡単に:
各ボタンを使用して、検索ダイアログの行および列の追加および削除が可能
です。これにより、目的の結果を得るために、複雑な検索条件を設定するこ
とができます。全文検索は電子メールのインデックスだけでなく、添付ファイ
ルやドキュメントも対象とします。

検索結果:
電子メール(添付ファイルを含む)およびドキュメントは、アーカイブ内にオリ
ジナルの状態で保存されており、クリックひとつで復元が可能です。

復元された電子メール:
復元された電子メールは、すべての添付ファイルを含めオリジナルの状態で
電子メールクライアントの受信ボックスに表示されます。
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全文検索: 情報をダイレクトに検索
アーカイブのユーザビリティ

全文検索

当社のパワフルな全文検索エンジンに
より、ボタンを押すだけでアーカイブし
たデータ(ファイルや音声など)、電子メ
ール、ドキュメントのローカルおよびグ
ローバルでの検索が可能です。検索結
果はEMA®内で表示、後処理、または復
元でき、新しい属性システムを使用すれ
ば、最低保存期間、訴訟ホールド、プラ
イバシーフラグ、カスタムタグ、部署アー
カイブといった付加情報ですべてのドキ
ュメントを補強できます。さらに、最大
で100のカスタム属性を定義すること
が可能です。

アーカイブソリューションの成功は、関
連する情報にいかに素早くアクセスでき
るかにかかっています。EMA®はパワフ
ルな全文検索エンジンを搭載し、ドキュ
メントの迅速かつ簡単な検索をサポート
します。個別のニーズに応じて、EMA®へ
の条件検索の入力を素早く簡単なもの
にすることも、包括的でカスタマイズ可
能なものにすることもできます。

統合ビューワ内で簡単に属性や他の情
報を割り当てられ、これらの付加情報は
瞬時に全文検索のインデックスに反映
されます。当社の電子メールインポート
ユーティリティを使用すると、EMA®の
導入以前に受信したドキュメントをアー
カイブに追加することもできます。これ
らの機能により、組織に合った方法で
自在に情報を管理をできます。アーカイ
ブに追加のソフトウェアをインストール
することなく電子メールクライアントに
統合することも可能です。EMA®は初め
から、不要な管理オーバーヘッドなしで
コンプライアンスに基づいたアーカイ
ブ機能を実現できるよう設計されてい
ます。

EMA®を使用するにあたって、他のソフ
トウェアをインストールする必要はあり
ません。アーカイブには、ウェブブラウ
ザまたは電子メールクライアントを介し
てアクセスします。マウスをクリックする
だけで個々の電子メールを復元できる
ため、組織内のヘルプデスクへの問い
合わせが大幅に減少します。従来のソリ
ューションとは異なり、EMA®は検索処
理を常にアーカイブ内で行うため、メー
ルサーバーにはまったく負荷がかかりま
せん。
その他の特長
フォルダ構造は、アーカイブの整理には
最適な方法ではありません。実際、複雑
なフォルダツリーは分かりづらく、すべて
のユーザーが正しいフォルダにデータを
保存していなければうまく機能しません
が、現実にはそのようなことは期待でき
ません。当社では、パワフルな検索エン
ジンこそが、データ、ドキュメント、電子
メールを素早く簡単に見つけるための最
適な手段だと考えています。EMA®が、す
べての添付データを含むアーカイブ全体
を網羅し、組織のアーカイブの規模にか
かわらず短時間で情報を検出すること
が可能な高性能の全文検索エンジンを
搭載しているのはこのためです。

特長

すべてのドキュメントに自動的
にインデックスを付加

添付データにもインデックスを
付加

インターネット検索エンジンに
ならった検索インターフェースで
使いやすく

複雑な検索条件を保存可能

検索可能な追加情報(属性)を
活用

関連情報を瞬時に検索

高度な拡張性、大規模なアーカ
イブでもパフォーマンスを維持
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グローバル検索/ ediscovery®: 組織のネットワーク
向けのグローバル検索
今日、組織のネットワーク内で増え続け
る膨大な情報を管理することは、IT分野
における最大の課題のひとつです。電子
メール、ファイル、電話、または印刷され
たドキュメントのいずれであろうと、業務
の効率化を図るには、種類やソースに関
係なく従業員が必要な情報を迅速かつ
簡単に見つけ出し、アクセスし、利用で
きなければなりません。
グローバル検索/ ediscovery®は、この
課題を解決するためのソリューションで
す。ediscovery®によって、権限を持つす
べてのユーザーが安全な方法でネットワ
ーク化されたすべての情報にアクセスで
きます。パワフルな全文検索インターフェ
ース(ドキュメント内およびファイル内の
文字列検索も可能)を使用することで、
保管されているシステムにかかわらずい
つでも必要な情報を見つけることが可能
になります。
また、自動タグ付けシステム、オプション
の検索属性の付加機能により、膨大な
情報を維持する作業が単純化されます。
さらに、訴訟ホールド、保存タグ、ワーク
グループ向けの部署アーカイブといった
高度な追加機能を使用すれば、アーカイ
ブされた情報のより効果的かつ簡単な
整理が可能です。

ediscovery®は、既存のITインフラへ
の変更が不要です。このシステムは共
通規格に基づいており、データベース
の移行や特殊なインターフェースも不
要です。さらに柔軟性を向上させるた
め、ediscovery®はマルチクライアント
に対応するよう設計されています。

ediscovery®は、集中型、分散型両方の
データ保存方法をサポートしています。
この柔軟性により、複数のデータセンタ
ーに保存されたデータのように、非常に
多様で制約の多い用途にも対応可能で
す。集中型のデータ保存には一般的に使
用できない低帯域幅での接続もサポート
しているため、ediscovery®は複数の支
所を持つ組織にとって魅力的なソリュー
ションです。
クラウド環境におけるセキュリティ

特長

Trusted EMA®を始めとした草分け的


組織内で生成されるすべてのコ
ンテンツを対象としたグローバ
ル検索システムを搭載

な当社のセキュリティコンセプトによ
り、ediscovery ®はクラウド環境におい
ても安全なデータ保存を実現します。
すべての情報を装置ベースで暗号化する
ことで、他のソリューションよりも格段に
安全な、最高クラスのデータ保護性能を
約束します。当社のセキュリティシステム
は、クラウドサービスをプロバイダに依
存せず、お客様の組織内で情報を管理
します。また、他の場所にデータをオン
ザフライで移行して安全性をさらに高
めることもできます。


高度なセキュリティコンセプトに
よる最高クラスのセキュリティ

ユーザーおよび管理者がアクセ
ス可能

パワフルな全文検索機能

関連するすべての情報を最大限
に利用

データ転送はダウンロード時の
み

集中型のデータ保存に関するす
べてのコスト要件をクリア


Trusted EMA®を含む総合的な
セキュリティコンセプトにより情
報を保護

あらゆる一般的なファイルおよ
びドキュメントタイプをサポート

資金提供:
連邦経済技術省

ドイツ連邦下院の議決に基づく
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データフォーマットおよびストレージテクノロジ
標準ベースのアーカイブソリューション
であるEMA®は、すべてのドキュメントを
元々のフォーマットで保管します。これ
が、法規制を順守する唯一の方法です。
例: アニメーションを含むHTMLフォ
ーマットの電子メールをオリジナルの
RFC822フォーマットから他のフォー
マットに変換すると、アニメーションは
失われてしまいます。これは、変換に
PDF、TIFF、その他の静的フォーマットが
使用されるためです。これらのフォーマッ
トはアニメーションや他のHTML情報を
保持できないため、復元時に再現するこ
とはできません。
この問題を回避するために、EMA®はす
べての電子メールやドキュメントをオリ
ジナルのフォーマットでアーカイブしま
す。

電子メールメッセージをRFC822
フォーマット(SMTP/MIME)で
保存


Print to Archive®の印刷物は
PDFフォーマットで保存し、レイ
アウト情報を保持

ドットプリンタの印刷物はジェネ
リックテキストで保存

プロッタファイルおよびCADの
描画ファイルはHPGLフォーマッ
トで保存

その他のファイルは元々のフォー
マットで保存(Excel、Word、PDF
など)

通話は音声ファイルとして保存

ストレージテクノロジ
保存期間が長い場合は、アーカイブに
適したストレージシステムを慎重に選択
する必要があります。法規制では、最低
10年間はドキュメントを保存することが
定められています。重要であるにも関わ
らず見落とされたり、軽視されがちな点
は、アーカイブの使用期間は最後にアー
カイブされたドキュメントによって決まる
ため、見通しが立てづらいということで
す。そのため、いつでも新しいストレージ
テクノロジに移行できる状態でアーカイ
ブコンテンツを保存できるアーカイブソ
リューションが重要となります。
例: 500ギガバイトのディスクドライブを
搭載したWORMストレージをアーカイブ
の保管場所として選択したとします。テク
ノロジが進化し、5年後にはこのストレー
ジのサブシステムが技術的に完全に時
代遅れとなって使い物にならなくなると
したら、そのとき、コンプライアンスを損
なうことなく、アーカイブ全体を新しいス
トレージシステムに移行するにはどうす
ればよいでしょう。通常、このような大規
模な移行には膨大な管理作業と入念な
準備が必要です。さらに、アーカイブ全
体の移行そのものが法律的な問題を生
じる場合があります。

EMA®は、すべてのドキュメントや情報
をベースとなるストレージテクノロジ
に依存せずにアーカイブします。これ
は、既存のすべてのSANまたはNASス
トレージシステムにアーカイブが可能
であることを意味します。Windows®フ
ァイルサーバー、UNIX®のNFS、Fibre
Channel、iSCSIおよびUSBなどは、サ
ポートされているテクノロジの一部に過
ぎません。特に注目すべきは、組織内、
離れた場所のどちらにでもストレージを
配置できる点です。EMA®は外部ストレ
ージシステムの障害をブリッジできる統
合キャッシュを備えており、アーカイブ
の補助的なコピーとしても機能します。

EMA®に搭載されたインテリジェントなス
トレージ管理テクノロジでは、
マウスを数
回クリックするだけで新しいストレージ
システムへのデータ移行や、複数の分散
型ストレージのサブシステムの統合が可
能です。さらに、EMA®では、複数のストレ
ージシステムを単一または複数の論理ボ
リュームとして結合することも可能です。
ストレージテクノロジのライフサイクルは
必ずいつかは終わりを迎えます。EMA®
は本当の意味でのストレージ依存からの
脱却を実現することで、これらの課題の
解決をサポートします。
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クラウドコンピューティングとアーカイブ: クラウドを
安全に使いこなす
現在「クラウド」は世界中で話題になっ
ています。クラウドと一口に言っても、パ
ブリッククラウドとプライベートクラウド
が存在するので注意が必要です。プライ
ベートクラウドは、そのインフラ全体を
顧客が管理するため比較的安全です。し
かし、パブリッククラウドの場合は事情
が大きく異なります。保護されていない
情報が誤って第三者の手に渡ってしまう
可能性があるのです。
そのため、企業の情報をクラウド上に乗
せるか否かは慎重に考慮することが重要
です。これまでの多くのサービスはとて
つもないセキュリティリスクに脅かされ
ており、データストレージやアーカイブに
利用する場合には特に問題となります。
暗号化せずにデータをクラウドに保存す
ると、アクセス権を持つ誰もがそこに収
められた情報にアクセスできてしまいま
す。しかし、データの暗号化だけでは不
十分で、必要な復号伴の管理責任者を
制限することも重要です。
これらのセキュリティに関する原則を考
慮した場合、単純にデータをAからBに
転送するだけでは不十分です。お客様
のニーズにお応えする機能的なソリュー
ションを提供するために、当社はクラウ
ド向けのEMA® Enterprise Managed
Archive®を開発だけにとどまらず、クラ
ウド環境における安全な動作の検証も
行っています。

装置ベースの暗号化および Trusted
EMA®を含む当社の総合的なセキュリ
ティコンセプトは、重要なデータがどの
ようなストレージシステムに保存され
ていても最高レベルの保護を約束しま
す。EMA®が採用している技術コンセプト
によって、データ保護に関するあらゆる
ニーズを簡単かつ安全に応えることが可
能です。すべての情報が暗号化された形
式でクラウドストレージに保存され、こ
の情報のオーナーだけが復号に必要な
キーを保持します。
これにより、クラウド上にデータを保存
しても完全に管理することができ、一切
外部に漏れる恐れはありません。
クラウドをスマートかつ安全に使いまし
ょう!

特長

クラウドストレージソリューショ
ンと簡単に統合

データの暗号化により転送が
安全

お客様が復号キーを保持するた
め、データストレージが安全

クラウドプロバイダ変更時の移
行が簡単

すべてのデータおよび情報を完
全に管理

障害復旧が簡単
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EMA® Cloud Service

完全なコントロール

インターネット

プライベートクラウド

完全なコントロール
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EMA®クラウドサービス: コンプライアンスに基づい

た、
お客様のニーズに応えるアーカイブサービス
クラウドコンピューティングはコスト的な
メリットが見込めるため、多くの組織が
注目しています。すでにいち早く必要なイ
ンフラを整備している組織もあります。
しかし、現在のクラウドソリューションは
セキュリティ要件にかろうじて応えられて
いるような状況で、多くの技術的制約も
抱えています。たとえば、予期せぬ障害で
組織全体がクラウドネットワークにアク
セスできなくなったらどうなるか、想像さ
れたでしょうか。
ソリューション: EMA®クラウドサービス
画期的なEMA®クラウドサービスは、従
来のクラウドベースのソリューションが持
つコストおよび技術面のすべてのメリット
と、全データに対する最高クラスの情報
セキュリティと安定した可用性を兼ね備
えています。当社は、お客様の組織の情
報の安全確保に大きな重点を置いてい
ます。情報の安全を完全にサービスプロ
バイダーに委ねるよりは、プライベートク
ラウドを利用した当社のアプローチのほ
うが格段に安全です。
魅力的な価格決定モデル: 必要な機能
のみの購入が可能
大きな初期投資を避けたいとお考えなら
ば、EMA®クラウドサービスが特にお勧
めです。当社のサービスはユーザーごと
の月間使用料金が明確に設定されてお
り、情報の可用性を高める目的のサービ
スを手に入れる一方でコスト管理も可能
です。EMA®クラウドサービスを使用すれ
ば、性能、機能、利用するアーカイブモジ

ュールを企業ニーズに合わせて設定する
ことが可能です。これにより、柔軟性に乏
しい既成のソリューションには真似ので
きない、お客様のビジネスに合わせたパ
ワフルなアーカイブソリューションを実現
します。

EMA®クラウドサービスには、以下のよう
なさまざまなメリットがあります。
 幅広い価格設定
 最適な可用性
 極めて高度なセキュリティ
ご利用手順は非常に簡単です。必要な
EMA®モジュール、作成するユーザー数
を決め、サービス期間を選択するだけで
す。これですぐにEMA®の使用が可能にな
り、コスト管理も明快です。

EMA®クラウドサービスを使用すれば、
すべての情報に短時間でアクセスできま
す。フルサービスおよびサポートパッケー
ジもユーザーあたりの固定月額料金でご
利用可能です。

特長

クラウド環境でのコンプライア
ンスに基づいた情報管理


EMA®の画期的なセキュリティ
機能を使用し、プライベートク
ラウドおよびパブリッククラウ
ドで最高クラスのデータ保護
を実現

自分のすべてのデータを完全
に管理

管理が簡単

高度な柔軟性: 必要に応じて
EMA®モジュールを予約可能

実際の使用方法を考慮した魅
力的な価格設定
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標準および企業向けインポート機能:
既存データの統合を簡単に
特長

迅速かつ簡単に既存データをEMA®アーカイブにイン
ポート

後からデータを削除することができるため、メールサ
ーバーの負荷を大幅に低減し処理速度を向上

フィルタリングにより冗長性を排除

あらゆる一般的なソースフォーマットをサポート

パスワードで保護したPSTファイルを自動的に復号

標準インポートツールはローカルユーザー向けの使い
やすい対話型ウィザードを提供

エンタープライズバージョンのインポートツールは管
理者およびIT専門家向けの機能を提供
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アーカイブを完全なものにするには、既存、またはEMA®の導
入前に送受信した電子メールメッセージや情報も当然含める
必要があります。これは、該当する保存期間を守るという法律
的な観点からも妥当です。ファイルシステムではファイルをコ
ピーするだけの簡単な作業ですが、メールサーバーの場合は
もっと複雑です。データを手作業、またはバッチジョブで転送
する必要があります。どちらの場合も、重要な情報を途中で
喪失する可能性があります。
同様のデータ蓄積を行う孤立したソリューションは極めて使い
勝手が悪く、以前の電子メールやドキュメントを探して復元する
のに非常に時間がかかることは珍しくありません。さらに、電子
メールの複数のコピーが複数のPSTファイルに同時に存在して
いるため、PSTファイルは特に膨大な保存スペースを要すること
が知られています。EMA®のインポートツールは標準バージョン
およびエンタープライズバージョンが用意されており、どちらも
既存データのアーカイブへの統合に役立ちます。マウスを数回
クリックするだけで、大量のデータを確実に短時間でインポー
トできます。
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標準バージョンのインポートツールは、特にエンドユーザーに
配慮して非常に使いやすく設計されています。個別のPSTフ
ァイルのシステムへのインポートといった、一般的な操作を簡
単に行うことができます。一方、エンタープライズバージョン
は管理者やIT専門家向けに設計され、さまざまなカスタマイ
ズが可能です。これは、特に大量のデータを完全に自動でイ
ンポートする場合に適しています。エンタープライズバージョ
ンを使用すれば、メールサーバー全体、またはファイルシステ
ムに保存された電子メールをアーカイブに迅速に統合できま
す。Active Directoryや外部ファイルから、またはPSTファイ
ルの自動検索によるアカウントの追加機能は、エンタープライ
ズバージョンに搭載されている機能のほんの一例に過ぎませ
ん。さらに、インポート処理全体を事前にシミュレーションする
ことも可能です。
このソリューションはあらゆる一般的なソースおよびフォーマ
ットをサポートしており、柔軟性が高いのが特長です。Outlook
プロファイル、IMAP4サーバー、Mozilla Thunderbirdプロファ
イルフォルダ、その他さまざまな種類の電子メールデータのイ
ンポートが可能です。パスワードで保護したPSTファイルは自
動的にオンザフライで復号化されます。搭載した重複フィルタ
により不要な冗長性は排除されるため、ストレージ容量の削
減に非常に有効です。必要に応じ、インポートを特定の期間に
制限することも可能です。税務関連の情報の場合、この機能に
よって、法的に義務付けられた保存期間を簡単に順守できま
す。インポートする電子メールの最大サイズを定義できるフィル
タなども用意されており、不要なコンテンツをアーカイブから
除外することも可能です。
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メイン機器

ホットスタンバイ装置

Fibre Channel

電子メールおよびドキュメントのアーカイブ

メールサーバー

Fibre Channel/ iSCSI/ USB

メイン機器

ホットスタンバイ装置

電子メールおよびドキュメントのアーカイブ

CiFS / NFS / SSH / NCP
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メールサーバー
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ホットスタンバイ: 高い可用性とシステム障害時の
データ喪失の防止を実現す高度な保護性能
組織のデータや情報に対する最高クラ
スのセキュリティと可用性は、EMA®が誇
る特長のひとつです。当社独自のホット
スタンバイアーキテクチャを使用するこ
とで、保護性能をさらに高めることが可
能です。
現在のすべてのアーカイブで、情報にア
クセスするにはハードウェアプラットフォ
ームとデータベースが必要です。運用を
制限する要素となりかねないのはソフト
ウェアコンポーネントです。データセンタ
ーはサービス応答時間を保証しなけれ
ばならないことが多く、システムインフラ
全体の設計にあたっては適切なリスク緩
和戦略を検討する必要があります。
サービス品質保証制度(SLA)に準拠する
には、複雑なクラスタやシャドウデータ
ベースを使用するのが一般的です。しか
し、必ずしもこれらのソリューションで技
術的な障害を防止できるとは言えませ
ん。忘れられがちなことは、現在のハー
ドウェアプラットフォームはいずれも比
較的安定しており、誤作動はまったくな
いと言っても過言ではないということで
す。むしろ、論理エラーやデータベースの
誤作動の方が障害の原因となることが多
く、その場合はすぐにアーカイブの一部
または全部が使用できなくなることも少
なくありません。データベースの復元は
非常に時間がかかり、手動での膨大な技
術的作業が必要になることもしばしばで
す。それ以上に厄介な問題は、最新のバ
ックアップを復元するだけでは不十分で
あるということです。たとえば、
「未完の
トランザクション」や、
「REDOログ」を考
えてみてください。これらは、管理者を悩
ませる多くのキーワードの中の2つに過
ぎません。

新しく開発された他にはないホットスタ
ンバイ機能により、EMA®は部分的また
は全体的な障害が発生した直後から本
来の機能を取り戻します。従来のクラス
タ依存のソリューションと比較した場合
の決定的なメリットは、2つ以上の装置
がそれぞれ完全に独立して動作できると
いうことです。どの時点においても、片方
の装置が他方の装置のデータベースにア
クセスする必要はありません。
ホットスタンバイ機能が有効な場合、す
べてのEMA®装置は当社が称する「ホッ
トスタンバイグループ」内で連携して動作
します。各装置のスタンバイ装置は独自
のデータベースを構築し、メインシステ
ムから完全に独立して動作します。この
方式により、ほんの数分ですべての機能
へのアクセスが完全に回復します。
スタンバイ装置への切り替えは数回のマ
ウスクリックで行われ、1分以内には完了
します。スタンバイ装置には、特別な管
理作業なしで、設定全体および個々の設
定を任意で適用できます。エラーが発生
時すると、切り替え処理中に作成された
すべての新規データは、新たに切り替わ
ったシステムにEMA®ストレージキャッシ
ュ領域から自動的に転送されます。これ
により、データ喪失も追加コストもなく、
アーカイブされたすべての情報にほぼ
24時間いつでもシームレスにアクセスす
ることが可能になります。
当社のホットスタンバイコンセプトでは、
複数のスタンバイ装置をローカルまたは
物理的に離れた場所にグローバルに配
置することが可能です。これにより、組
織の成長に合わせた、低価格でパワフル
な障害復旧プラットフォームを設計、導
入できます。

特長

高可用性の要件を満たす冗長化
システム

業界基準

独立したデータベース

装置の切り替えがわずか数秒
で完了

いかなる場合でもデータ喪失
ゼロ

複数の場所に装置を配置可能

ハードウェアおよびアプリケー
ションに対する複数の冗長性
を提供

システムの配置場所に依存せず
に動作

高度な可用性が簡単に実現可能です!
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+
EMA®のダブルチェック認証機能: 管理者1人
ではアーカイブの特定の機能は使用できま
せん。
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ザーをもう1人セッションに追加することで、アー
カイブへのフルアクセス権限が付与されます。
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セキュリティコンセプト
EMA®は、専用の基準やさまざまな先駆
的テクノロジを用いて、電子メール、ドキ
ュメント、ファイルのコンプライアンスに
基づいたアーカイブをサポートします。
暗号化技術を使用したデータセキュリティ

EMA®が採用しているカスタムメイドの
暗号化コンセプトは、お客様の組織に最
適なアーカイブ情報の保護を実現しま
す。アーカイブされた情報は、それを書
き込んだEMA®ハードウェア(またはお客
様専用の代替ユニット)を使用しなけれ
ば読み出すことができません。これによ
り、第三者が管理者権限を持っていたと
しても、不正にアクセスすることはでき
ません。組織内に設置されている場合で
も外部のデータセンターにホスティング
されている場合でも、EMA®に接続され
るすべてのストレージシステムにはEMA®
の暗号化コンセプトが適用されます。
電子署名を使用した確かな認証

EMA®アーカイブに追加されるすべての
ドキュメントには、ANA® Automated
Network Administrator®を使用して自
動的に電子署名および電子タイムスタン
プが付加されます。電子署名とタイムス
タンプを組み合わせることで、コンテン
ツ(アーカイブされた電子メールとすべて
の添付ファイルなど)の信頼性を保証で
きます。これにより、アーカイブされた情
報の変更や複製を完全に防ぐことが可
能です。
安全な認証方法
今日のアーカイブには、アーカイブされ
た情報に素早く簡単にアクセスできるこ
とが求められています。しかし、簡単に
使用できるようにすることで、セキュリテ
ィを犠牲にしてはなりません。開示すべ
きでない機密情報にはアクセス権限を
設ける必要があります。EMA®は、サービ
スに応じてユーザーの自動管理から自
動認証に至るまで、さまざまな認証方法
をサポートしています。

EMA®はLDAP (Lightweight Directory
Access Protocol)、OpenLDAP、Active
Directory、RADIUSサーバーといったあ
らゆる一般的な認証方法に対応してい
ます。これらの認証システムは、組織の
個々のニーズに応じてカスタマイズする
ことが可能です。これらの認証システム
を採用すれば、EMA®にユーザー名とパ
スワードを入力する必要がなくなり、代
わりに装置が認証情報をオンザフライ
で確認します。これにより、アーカイブ
へアクセスするたびに認証が行われるた
め、セキュリティが向上します。
また、EMA®のユーザーは本当の意味で
のシングルサインオン(SSO)メカニズム
を利用でき、ユーザー名とパスワードを
入力することなく電子メールクライアント
からアーカイブにいつでも安全にアクセ
スすることも可能です。他の認証方法の
ように、EMA®にユーザー名とパスワード
を入力したり、保存したりする必要はあ
りません。
認証のダブルチェック

EMA®は認証をダブルチェックし、アーカ
イブされた情報への不正アクセスを管理
レベルで防止します。ユーザーを2つの
グループのうちの1つのメンバーとしてか
ら、個別の権限を割り当てられます。こ
れにより、特定の機能へのアクセスを制
限できます。制限された機能を再度有効
にするには、両方のグループのメンバー(
または代表者)が同じセッションにログイ
ンするか、既存のセッションに参加する
必要があります。設定および機能の有効
化が行われると、電子メールやドキュメン
トの閲覧、復元、エクスポートまたは削除
といったユーザーのプライバシーに影響
を与えたりリソースを必要としたりするよ
うな重要なアーカイブ操作については、
双方のグループの権限を持つメンバーが
合同で認証した場合のみ実行可能にな
ります。

特長

EMA®によりすべてのドキュメン
トを暗号化

すべてのドキュメントに電子タイ
ムスタンプを付加

高度な電子署名を使用してセキ
ュリティを強化


LDAP、Open LDAP、Active
Directoryなどを利用したアクセ
ス保護

リアルタイムシングルサインオン
を使用した簡単な認証

ダブルチェック認証を使用して
管理上の制限を設定可能

安全なログファイルによりプラ
イバシー規制を支援し、監査を
実現
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Trusted EMA®
全情報の自動暗号化など高度なセキュ
リティ機能や、独自のオペレーティング
システムを搭載したクローズドアーキテ
クチャなどにより、EMA®は市場におい
て最も安全なデジタルアーカイブソリュ
ーションとしての位置を築いています。
当社の最新技術であるTrusted EMA®
により、その高度なセキュリティ対策が
さらに一歩進化しました。EMA®は世界
初のTrusted Computing (TC)規格に
基づくアーカイブ装置として認定されて
います。
従来のほとんどのシステムおよびセキュ
リティシステムは、詳しく調べると決定
的な脆弱性が明らかになります。第三者
がハードウェアに直接アクセスすること
ができた場合、攻撃に対して無防備に
なる可能性があります。Trusted EMA®
は、各装置固有のハードウェアの特性を
組み合せることで、このような攻撃を防
御します。これにより、装置を不正操作
から保護し、壊すことのできない安全な
「金庫」を作り上げてアーカイブデータ
を守ります。

Trusted EMA®は、組織内のアクセス規
制とユーザーに割り当てられた個別のア
クセス権を監視します。これにより確実
にダブルチェック認証が実施され、アー
カイブのコンテンツに対して最大限の保
護性能が発揮されます。
組織内で適用されるガイドラインおよび
コンプライアンスの順守も監視すること
が可能です。つまり、最も安全なアーカイ
ブソリューションをより一層安全なもの
にすることができたということです。

特長

装置自体で悪意のある操作を
防御し、不正アクセスから保護

各ユーザーの権限およびロール
の順守を徹底

装置固有の復号キーを確実に
保護

ローカルおよびクラウドのイン
フラのセキュリティを強化

Trusted EMA®は、すべてのEMA®装置
内部にしっかりと取り付けられたTPM
(Trusted Platform Module)チップを基
盤とし、当社の既存のセキュリティコンセ
プトをスマートに進化させました。TPM
チップと画期的なTrusted EMA®の機能
を使用することで、悪意のあるハードウ
ェア攻撃から装置固有のデータ復号化
キーをより強力に守ることが可能になり
ました。これで、EMA®ハードウェアと搭
載されたソフトウェアは本当の意味で結
合され、切り離すことのできないユニット
となりました。
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インターネット
ANA-Server®
LAN
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EMA®管理用のスマートなソリューション
ANA® Automated Network Administrator®サーバーには、最高水準のセキュ
リティ、および全EMA®製品ラインのリモ
ート管理の自動化を可能にする最新技術
が搭載されています。

ANA Server®は、複雑な管理業務の自動
化、簡素化を図るオンラインサーバー管
理サービスです。ANA Server®は自動的
に最新のソフトウェアアップデートをダウ
ンロードするため、すべてのEMA®装置の
更新作業が迅速かつ楽になります。すべ
てのアップデートが、実績のある暗号化メ
カニズムにより不正アクセスから保護さ
れ、各装置の構成に応じたカスタマイズ
も可能です。
セキュリティの基準を満たし、法的根
拠を強固なものにするために、ANA
Server®ではEMA®装置で電子署名を使
用できるようにします。この電子署名に
よって、アーカイブのコンプライアンスが
保たれます。EMA®が管理するドキュメン
トには、高度な電子署名および電子タイ
ムスタンプが必ず付加されます。これら
は、アーカイブにデータが追加されると
自動的に作成されるため、コンプライア
ンスに基づいた保管に関する法規制の
順守に役立ちます。
高度なデジタル署名は複数の規制で義
務付けられており、これに準拠するため
にEMA®でも採用されました。それによ
り、個々のドキュメントのコンテンツは変
更できなくなります。電子タイムスタンプ
は、ドキュメントがアーカイブにいつ、ど
のように追加されたかの検証に使用で
きます。

ANA® Automated Network
Administrator®によって使用可能になっ
たテクノロジは、システムを、アーカイブ
プラットフォーム全体のコンプライアン
スを保証する重要かつ完全に独立した
電子的な「証人」として機能させること
ができます。ARTECの先駆的な特許取
得済みテクノロジが、電子署名の有効性
を恒久的に保証します。

ANA® Serverを使用することで、組織の
セキュリティポリシーを簡単に順守でき
るようになります。また、ANA®は認証や
リモート接続といったセキュリティに関
わるイベントを確実に監視します。

ANA® Automated Network Administrator ®は - 現在のIT管理のためのスマ
ートなソリューション。

特長

装置に固有の更新ダウンロード
を自動で提供

最新ソフトウェアアップデートを
インストール(必要に応じて自動
化も可能)

煩わしいライセンスキー不要の
快適なライセンス管理

電子署名および電子タイムスタ
ンプを作成

電子署名を自動的に更新

認証などのセキュリティに関わる
イベントを常に監視

リモート管理用のセキュアな接
続を提供
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EMA®装置 – 最適なハードウェアで高度なセキュリティと

パフォーマンスを実現

EMA®は、一貫して装置のテクノロジを
基盤としていますが、これには理由があ
ります。入念に選び抜いたハードウェア
とソフトウェアの組み合せにより、当社
の製品は最高クラスのパフォーマンス、
セキュリティ、信頼性を達成しました。
当社の装置ベースのソリューションは、ビ
ジネス関連情報のアーカイブなどの重要
な用途では圧倒的に有利です。それは、
装置の梱包を解いて接続した瞬間から、
完全にタスクを実行する準備が整ってい
るからです。EMA®装置はプラグアンドプ
レイで既存のネットワークに簡単に接続
できるため、煩わしく間違いを犯しやす
い設定変更が不要です。つまり、互換性
や長い移行期間などの問題は過去のも
のになるということです。
使用されているストレージシステム、メ
ールサーバー、ドキュメント構造を問わ
ず、EMA®は非常に短期間で展開し、すぐ
に稼働させることが可能です。EMA®装
置は、既存のITインフラと連携して動作
します。

EMA®装置のクローズドアーキテクチャ
は、アーカイブされた情報の不正操作か
らシステムを保護します。他社のシステム
では、アクセス制限のない管理者による
セキュリティの抜け道に悩まされること
がよくあります。

しかし、EMA®の組み込み機能であるダ
ブルチェック認証や全アーカイブ情報の
暗号化などにより、導入当初から一貫し
てセキュリティ上の問題を回避すること
が可能です。
当社の装置はシステム内の不正を排除
するよう設計されており、関連するすべ
ての法規制を順守するプロフェッショナ
ルなアーカイブソリューションをお客様
の組織でも簡単に展開することが可能
です。
いまだに、装置ベースのソリューションは
融通が利かず、柔軟性に欠けるという考
えが根強く残っていますが、EMA®には当
てはまりません。当社はお客様のビジネ
スと共に成長するさまざまなハードウェ
アプラットフォームを提供しています。ビ
ジネスの規模にかかわらず、当社は組織
固有のニーズに応じてさらにカスタマイズ
できる最適なソリューションをご用意して
います。

特長

あらゆる種類の情報をアーカイブ
する標準ベースのソリューション

優良ベンダーによって設計され
たパワフルなハードウェア

ネットワークへのインストールと
統合が迅速かつ簡単


Trusted EMA®で保護されたクロ
ーズドシステムによる最高レベル
のセキュリティ

複数のEMA®装置を組み合わせ、
アーカイブグリッドを簡単に構築

パワフルかつ直感的な全文検索
エンジン


OutlookやNotesといった電子
メールクライアントへの統合が
簡単
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お客様の投資を保護
EMA®は、電子メールやドキュメント、ファ
イルをアーカイブするだけではなく、シン
グルインスタンス化によりアーカイブに
必要な保存容量も削減します。ドキュメ
ントごとに1度だけ物理ストレージに書
き込まれるため、余計な管理作業なしに
ストレージリソースを自動的に効率よく
使用できます。

EMA®は標準ベース設計を採用している
ため、既存のストレージあるいはより経
済的なストレージシステムというように
さまざまな場所にアーカイブされた情報
を保存できます。さらに、メールサーバ
ーから不要なメッセージを削除し、必要
な場合はEMA®を使用して復元すること
で、メールサーバーへの負荷を軽減する
ことが可能です。EMA®の機能は自動的
に有効になります。シンプルで分かりや
すくデザインされたインターフェースが、
管理作業をさらに軽減します。
今日のアーカイブには、使い勝手だけで
はなく、組織の投資の保護も求められて
います。現在の法規制は、アーカイブさ
れた情報を最高10年間保存することを
義務付けています。技術的な観点から見
ると、これはとてつもなく長い期間です。
既存の投資も将来の投資も確実に保護
できるのは、完全に標準に基づいたシス
テムのみです。EMA®は標準テクノロジに
基づいているため、いつでもインフラ全
体(メールサーバーおよびアーカイブスト
レージを含む)の交換が可能です。この
原則は、すべてのEMA®製品コンセプトに
共通しています。

お客様の組織のネットワークへの適用
からサポートするアーカイブストレージ
に至るまで、すべてが国際的に認められ
ている標準に基づいています。さらに、
よりパワフルなEMA®プラットフォームに
アップグレードする必要が生じた場合に
も、当社はお客様の投資を完全に保護
することを約束します。プラットフォーム
のアップグレードは、中断やダウンタイム
を発生させずに、いつでも行うことが可
能です。

EMA®はお客様と共に成長し、簡単、安
全、かつ低価格なアーカイブを実現しま
す。

特長

すべてのインフラに使用可能な
オープンプラットフォーム

独自のテクノロジに依存しない
標準ベースのソリューション

情報を標準的なフォーマットで
保存

複数のアーカイブソースを同時
に接続可能

いつでも装置の拡張が可能

必要に応じて、お使いの装置を
よりパワフルなモデルにスムー
ズに移行


WORMストレージを使用せず
に法規制の順守が可能
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ARTEC Service: いつでもお客様とともに
ARTEC IT Solutionsは、情報テクノロジ
分野における技術的に高度かつ画期的
なソリューションの代名詞です。EMA®の
ように多様な製品群が企業や組織にお
けるさまざまな分野を網羅しています。
そのため、システムをお客様の環境に迅
速かつ簡単に統合でき、常に障害なく稼
働させることが重要です。これが、当社
がお客様やパートナーに対するサービス
を重視している理由です。
当社が追求する2つの目的
高い品質水準、実績のある規格、完全
自動の更新システムにより、当社のソリ
ューションは限りなく安定的かつ正確に
動作します。それにもかかわらず問題が
発生した場合は、優秀で対応の早いサ
ポートチームが障害や操作上の問題の
解決をお手伝いいたします。
信頼性の高い更新サービス

ARTECはメンテナンスを非常に簡単か
つ手軽に行えるように、EMA®ソリューシ
ョンを装置ベースで設計しています。手
動でダウンロードやインストールが必要
なパッチも、ドライバも、更新もありませ
ん。この点で、この種の問題を抱えるソフ
トウェアベースのソリューションよりも有
利です。システムの更新は自動的に配布
され、装置が稼働していればこの更新に
自動的にアクセスします。他の方法と比
較し、このアプローチは特に信頼性が高
く安全で、極めて高いレベルで情報を保
護することも可能です。

迅速なサポート

ITのソリューションでは、障害の発生を
100パーセントなくすことはできませ
ん。EMA®の使用中に予期せぬ誤動作が
発生しても、装置が総合的なエラーレポ
ートを生成するため、当社は迅速かつ簡
単に問題を特定できます。このレポート
には関連するすべてのシステム情報が含
まれますが、社外秘または個人的な情報
はまったく含まれません。ARTECのサポ
ートチームはこのエラーレポートを基に、
可能な限り迅速に状況説明と解決方法
を提供します。

EMA®: 開発とサービス一元化のメリット
他のメーカーとは異なり、ARTECは
EMA®装置に使用されるすべてのテクノ
ロジを独自に設計、開発しています。そ
のため、当社は製品のすべてを知り尽く
しています。製品に関するこの膨大な知
識は、幅広い他のソリューション、コンポ
ーネント、システムのインターフェースや
認証に活用されています。問題を迅速に
解決するために、当社は専用の試験所を
設けており、対象となるインフラで互換
性や問題点を確認および再現すること
が可能です。
サポートチームと開発チームは相互に協
力してあたることで、お客様の多様な要
件を満たし、規格に準拠していない環
境でもサポートが可能です。当社は、サ
ポートによって利益を上げることは考え
ておりません。むしろ、サポートを通じて
当社の装置ソリューションの使い勝手、
信頼性、および機能性の絶え間ない向
上に努めています。

特長

一貫性、実績、信頼性、安定性
を兼ね備えた標準ベースのテク
ノロジ

完全に自動化された更新サー
ビス

優秀なチームによるワールドワ
イドなサポート

開発とサポートを一元化するこ
とで、高いレベルの技術的ノウ
ハウを構築


50台を超えるメールサーバーを
備えた専用の試験所

システムがエラーレポートをダ
イレクトに生成、設定エラーを
自動通知
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ARTEC IT Solutions AG
ARTEC IT Solutions AGは、アーカイ
ブ、データ、およびセキュリティソリュー
ションに関する大手ITスペシャリストで
す。軸としているのは、組織に関連する
情報のコンプライアンスに基づいた長
期的なアーカイブソリューションの開発
です。1995年の創業以来、ARTEC IT
Solutions AGが開発を続けてきた専門
的なソフトウェア、ハードウェア、統合型
装置は、信頼性、簡単な実装と保守、魅
力的なコストパフォーマンスを特長とす
るARTECの画期的なソリューションを
支えています。

ARTECはFrankfurt am Main近郊の
Karbenを本拠地とし、技術面での世界
中のビジネスパートナーと提携していま
す。

連絡先
ARTEC IT Solutions AG
Robert-Bosch-Str. 38
61184 Karben, Germany
TEL: +49 - 6039 - 9154 - 0
FAX: +49 - 6039 - 9154 - 54
Mail: info@artec-it.com
URL: http://www.artec-it.com

同社の最も注目すべき製品のひとつ
は、EMA® Enterprise Managed
Archive®です。Print to Archive®、Scan
to Archive®、Voice to Archive®、File
to Archive®、そして広く知られている
電子メールアーカイブソリューション
のMail to Archive® (EMA® E-Mail
Archive Appliance®)といったさまざま
なモジュールにより、ビジネス関連情報
のデジタルバックアップおよび安全なア
ーカイブを網羅しています。コンプライ
アンスのみならず、簡単な実装や使いや
すさ、パワフルな検索、復元機能にも力
を注いでいます。これらの特長によって、
客様が情報を生成、使用するアプリケー
ションを気にすることなく、データの管
理に集中できるようにします。
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