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Eメールアーカイブ
ビジネスの重要データを自動的に保護、復元、コ 
ンプライアンスにも対応

Microsoft 365、Google Workspace、および 
IMAP / POP3サーバーで動作

DropsuiteのEメールバックアップ‘Eメールアーカイブのソリュ一ションは、 

世界で最も急速に成長しているクラウドパックアップ、アーカイブ、リカバリ 

SaaSソリューションです。

Dropsuiteのメールアーカイブソリューションは、ジャーナリングを通じて 

ほとんどのシステムからのデータを効率的に保存、保護、管理、そして検 

索することができる経営組織を支援するツールです。そのアーカイブ、コ 

ンプライアンスといったニ一ズに対応できる優れた機能の一例としては、 

eDiscovery検索、データ保持、訴訟ホ一ルドのポリシ一やコンプライアンス 

のレビュー機能などが挙げられます。

Dropsuiteの重要なキーポイントは、コンプライアンスとセキュリティで 

す。E メールアーカイブの訴訟ホ一ルドにより、メールデータの完全な状態 

が保証され、無制限のストレージ容量と柔軟性高い保存オプションにより、 

必要なデータを必要なときに利用できるという環境が提供されています。 

また、Dropsuiteは、TLS1.2およびAES256暗号を使用してデータを保護 

し、データセンターを常に監視じCおり、データに最高のセキュリティ標準 

を提供します。

Dropsuite メールアーカイブには、E メールのパックアップも含まれていま 

す〇 Dropsuiteアーカイブソリューションは、Eメールパックアップの機能 

を基に構築されており、ビジネス継続性ツールの堅牢なセットを提供しま 

す〇 Eメ一ルバックアップ機能では、Microsoft 365 / Office 365、Google 
Workspace / G-Suite、およびEメールのすべてのインスタンスをパックア 

ップします。ユ一ザ一ピリティの高い、すべての要素がすっきりと統一され 

た使いやすいインタフエ一スが提供されています。

職務ベースのアクセス 
シングルパネルのダッシュボードでは、シ 

ングルサインオン(SSO)に対応しており、 

統括管理者とユーザ一管理オプションが 

あります。また、データ保護責任者を含め 

た職務ベースのアクセス管理ができます。

a 強力な検索機能 

Dropsuiteの超高速検索は、20以上の検 

索条件を提供し、タイムアウトの制限がな 

く、高度な検索ツールが提供されていま 

す。0D、SP、E メールの製品間で統合され 

ており、メ一ルの警告や検索条件の保存、 

再使用ができます。
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セキュリティ
Dropsuiteの規制に準拠したサーバ一は、 

データ保存時に256ビット(AES)の軍用グ 

レ一ドの暗号化、転送中はTSL1.2を採用 

レ:います。また、多要素認証(MFA)もサ 

ポー卜しています。

具体的な数で見てみましよう!

500ぼクのトデータオブ 約100 万人のユーザー
139か国



製品機能

E メールアーカイブ

検索
• eDiscovery 
•保存した検索

•編集、表示、タグ付け、削除、レ 

ビュー用にマ一ク、削除用に 

マーク、警告アラ一卜 

•コンプライアンスタグ 

•監査ログとアクティビティログ 

•保持のポリシー 

•「忘れられる権利」（GDPR)

Eメールバックアップ

バックアップと保持

•パックアップとデ一夕の保持

•ワンクリックでダウンロ一ド、

復元、移行

•データ保持期間のカスタマイ 

ズ、古いバックアップを削除

•ハ一ドウェア•ソフトウェアが 

不要

•どこからでも、どんなデバイス 

からもパックアップにアクセ 

ス可能

•容量無制限で1ユーザ一毎の 

価格設定

•無制限のストレ一ジヒ柔軟性 

高し、保存オプション

•他の追加料金なし

データのリカバリ

•ワンクリックで、メ一ルボック 

ス、個人用ドライブ、共有ドラ 

イブ、連絡先、カレンタ_、お 

よびタスクに直接復元

•デフォルトのフォルダ、既存の 

フォルダ、または新しいフォル 

ダへ復元可能

•自由にユーザー自身でデータ 
をダウンロード/エクスポート

•高度な検索

一メールバックアップを基した機能

訴訟ホールド 
.ュ一ザ一 

•保存した検索 

• メッセージ

保持ポリシー
•ュ一ザー 

•保存した検索 

• メッセージ

バックアップの頻度

•リアルタイムでメールをジ 

ヤーナル

職務別アクセス

•委任されたアクセス 

•制限付きアクセスユーザ一 

•部署別のグル一プアクセス 

•コンプライアンスの管理者ア 

クセス

•コンプライアンス調査者ア 

クセス

•デ一タ保護担当者アクセス

—メづレアー力イブに含んだ機能

データセキュリティとプ 
ライパシー

•データの可用性ヒサ一ビス 

更新 >=99.99%

•データ保存時、転送時の 

256-bit (AES)暗号化

•多要素認証(MFA)

•複数のデータセンタ一の才 

プシヨン

• S0C2, FISMA, ISO 27001, 

SSAE-16に準拠したデ一タ 

センタ一 

•脆弱性テス卜 

•セキュリティの管理 

•システム監視

インサイ卜BI
•メール量の分析 

•メール送信時間 

•上位の連絡先を識別 

•上位の送信者と受信者 

.メールストレ一ジの使用率 

•メールの応答時間

ユーザーインタフェース
•管理者パネル 

•詳細なアクセスと管理 

•高度なユーザ一管理ォプシ

ョン

.ェンドユーザ一を含む職務べ 

—スでのアクセス

•独立したプラットフオ一ム 

•マルチユーザ一アクセス 

•タイムリーな通知 

•シングルサインオン（SS0)対応

職務別のアクセス 

•委任されたアクセス 

•管理者アクセス 

•エンドユーザ一アクセス 

•部署別のグループ責任者

パワフルな検索機能

•標準的な言い回しを認知す 

る超高速検索

• 20以上の検索条件を使いパ 

ックアップを検索可能 

•高度な検索ツール 

•メール警告と併せ、保存した 

検索条件を再使用 

•検索の上限やタイプアウト 

なし

•製品、ドライブ、メール間での統 
括検索

バックアップ頻度

• E メール 
12回//日

•連絡先、カレンダ一、タスク 

1回/日

• OneDrive(M365)

1回/日

•マイドライブ(GW)

3回/日

• SharePoint/共有ドライブ 

3回/日

• MSグループとチ一厶 

3回/日

Microsoft 365 とGoogle Workspace

DropsuiteのMicrosoft365パックアップとGoogleWorkspaceバックアップは、クラウド内の最も重要なデータを自動的に保護し、必要 

時にはファイルを復元できるシンプルで強力なソリューションです。

™ Microsoft 365
Outlook SharePoint OneDrive 連絡先/カレンダ一/ グループヒチーム

タスク

検索せずにメールを 
表示

•サイ卜、ドキュメントライ 
ブラリ、フォルダ、ファイル 
の復元

•ドライブ、フォルダ、フアイ •カレンダーのイベント、連 •ファイルのダウン
ユーザーごとに他のユ ルを復元 絡先、タスクを復元 ロ一ド
一ザ一または移行先 
へ移行

•他のサイトへ復元 •他のドライブに復元 •ファイルをダウンロード •チヤンネルチヤ
•すべてを1つのフォルダ •すべてを1つのフォルダ •メールボックスとパブリ ッ卜

ダウンロード(PSTEML) に復元 に復元 ックフオルダのメールとフ •タスク
メールボックスのダウン •ファイルのダウンロード •ドライブ、フォルダ、フアイ ォルダー • E メール
口一ド

•リスト-全権限のアイテ ルをダウンロード •共有メールボックス •ドライブ

•サイト

•カレンダー

•フアイJし

•会話

•ノー卜ブック

.プランナー

共有メールボックス

メールボックス、フオル 
ダ、メッセージの復元

メールボックスごとに他 
のユーザ一または移行 
先へ移行

PST、EML、メールボック 
スのダウンロード

ムとコラム

•ドキュメントライブラリ- 
全権限のコンテンツ、ビ 
ュ一、およびコンテンツ 
のタイプ

•サブサイ卜-リス卜とドキ 
ュメン卜ライブラリ」

Dropsuiteは、共有メールボックスの復元、移行、ダウンロ一ド、パブリックフォルダ一の復元とダウンロ一ド、SharePoint上のOneNote 
のユーザーとチームのバックアップも行います。

Google Workspace
G-mail 共有ドライブ マイドライブ 連絡先/カレンダー/タスク

• メールボックス、ラベル、メッセ一 
ジを復元

•ユーザ一/メールボックスごと 
に他のユーザ一または移行先 
に移行

•共有メールボックス

• PST、EMしメールボックスをダウ
ンロ一ド

•元のラベル、他のラベル、新しい 
ラペルに復元

•元のメールボックス/ユーザー 
に復元

.他のGSuite メ一ルボックス/ユ一 
サ一 への復元/移行 

•他の0365、Hex、Gmai丨、および
他のメールボックス/ユーザ一へ 
の復元/移行

• Googleファイルを含むすべての 
種類のファイルを復元

•共有ドライブを新しいフォルダ 
_に復兀

•共有ドライブのファイルをダウ 
ンロ一ド

•復元時のコンフリクトに対する 
処理オプションあり(追加、コピ 
—作成、置き替え、スキップ）

•共有ドライブでの高度な検索

•ドライブ、ラベル、ファイルを復元

•他のドライブに復元

•すべてを1つのフォルダに復元

.ドライブ、フォルダ一、ファイルの 
ダウンロ一ド

• Googleファイルタイプを含むすべ 
ての種類のファイルを復元

•元のマイドライブに復元

•マイドライブファイルのダウン 
ロ一ド

•復元時のコンフリクトに対する処 
理オプションあり（追加、コピー作 
成、置き替え、スキップ）

•連絡先の復元 

•カレンダーの復元 

•タスクの復元 

•連絡先のダウンロード

•カレンダ一-イベント、会議 
のダウンロード

•タスクのダウンロード

Dropsuiteは、共有メ一ルボックスの復元、移行、ダウンロ一ド、そして、パブリックフォルダ一の復元とダウンロ一ドも行います。



DROPSUITEのメー ルアーカイビン 
グがニーズに応える：

Kファイルを安全に保存 

Bュ一ザ一管理を簡素化 

を規制jコンプライアンスに対応 

B最小限の労力でファイルを検索 

B監査ログを簡単に作成 

@レビュープロセスをすばやく設定 

@アーカイブに関連する労力を削減

@ストレージ制限の心配無用

Dropsuiteのメールアーカイブとメールバックアッ 
プは、G D PRやHI PAAなど、ほとんどの規制コンプラ 
イアンスに必要なツールを提供します。

HI PM: HI PAA規制への準拠は重要ですが、十分ではありませ 

ん。HIPMコンプライアンスの必要性に適合した上で、ランサムウ 

エア、偶発的な削除、従業員の妨害行為、およびデータ侵害から 

データを保護することが重要です。Dropsuiteは、HIPMコンブラ 

イアンスに沿って保護し、同時にあらゆる種類の予期できないデ 

-タ損失から最高レベルでの保護を提供します。

GDPR:規制当局は、ヨーロッパ人の個人デ-タを収集するグロ 

一バルおよびロ一カル企業からGDPRコンプライアンス違反に対 

してますます制裁金を課しています。DropsuiteのGDPRコンプラ 

イアンスロ一ドマップは、Dropsuite メ一ルパックアップ、ア一カイ 

ビングのツ一ルを利用して、GDPRのどの側面が処理されるかを 

理解し、役立つように設計されています。

処理の流れ

発見 分類 レビュー 対応 レポ一卜

•高度な検索 _> •タグ付け • eDiscovery ト削除 •監査aグ
•アラー卜 •エクスポート

現在の機能

DROPSUITE メールアーカイビング

詳細のお問い合わせは以下までご連絡ください。 

www.dropsuite.com | japansales@dropsuite.com

© 2022 Dropsuite Limited. All rights reserved.

Dropsuiteのセキュリティ
データのパックアップと保護に最適なプラットフォームであり 

続けるために、セキュリティはDropsuiteの製品管理と開発プ 

ロセスの中核と捉えています。

転送、保存時のデータ暗号化 

Dropsuiteは、転送中のデータには卜ランスポート層セキュリ 

ティ(TLS 1.2)暗号を有効にすることで、お客様のデータに対 

してセキュリティを強化しています。また、Dropsuiteのストレ 

—ジに保存しているデータは、データの安全性を確保できる 

Advanced Encryption Standard 256bit(AES256)暗号で暗 

号化されます。

( ゥIブサィトパッ^7ップ)v ________________V------------------------------------------ ^ j自動パックアップ

MFAでアプリケーションへのセキュリティ 

Dropsuiteは、多要素認証(MFA)をサポートして、Office365内 

のエンドユ一ザ一のデータ保護を強固にするために追加のセ 

キュリティレイヤ一をパ一トナ一に提供します。

システムのモニタリング

Dropsuiteは、サ一パ一、ルータ一、システムコ一ル、コマンドプ 

ロシ一ジヤなど、インフラストラクチャのすべての部分を監視し 

てログに記録します。ログは、システムの安全を確保するため 

に法的に必要な限り保持されます。

Dropsuiteについて
Dropsuiteは、世界中の企業や組織が重要なビジネス情報を 

簡単にパックアップし、リカパ一、保護することが可能なクラウ 

ドソフトウェアプラットフォームです。高度で安全でスケーラブ 

ルなクラウドテクノロジ一に対するDropsuiteの専念により、 

業界の最前線に位置じCいます。世界中でトップのIT管理ツー 

ル、サ一ビスのプロバイダ一のとして導入されています。

L>ropsuite

http://www.dropsuite.com
mailto:japansales@dropsuite.com

