
Microsoft® Exchange® と 
Office 365 向けの包括的な
データ管理
 
ハイライト

Commvault® ソフトウェアは、Microsoft Exchange 環境と Office 365 環境向けの信頼性
が高く効率的な保護、リカバリ、アーカイブ、アクセス、および管理を実現します。

1 データを簡単に保護しアーカイブ

Microsoft Exchange 環境と Office 365 環境にあるデータを保護しアーカイブします。
これは物理、仮想、クラウドの混在する環境を対象に 1 つの統合プラットフォームで行われ 
ます。

2 移行を加速

メッセージ、フォルダー、メールボックス単位で、以前の Exchange バージョンから、将来
の Exchange バージョンに対してもリコール /アクセスできると知っていれば安心できます。

3 高速リカバリ

アプリケーションアウェアな統合ハードウェア スナップショット機能を使用することで、システム
にほぼ影響を与えることなく高速なリカバリが可能です。

4 効率性を上げ、バックアップ ウィンドウを短縮

統合された重複排除やディスク、テープ、クラウドなど任意のストレージ階層へのアーカイブ
によるメリットを享受いただけます。

5 生産性の向上

エンド ユーザーは Commvault で管理されているメールに Outlook またはウェブベースの
ポータルを通じてネイティブに、セルフサービスでアクセスできるので、ユーザーの生産性が
向上します。これはオフラインのときでも同様です。

6 コンプライアンスのリスクとコストを低減

統合されたジャーナルと PST アーカイブ、訴訟ホールド、包括的レポート、さらには強力なイ
ンデックス機能と検索により、法的およびコンプライアンス上の要求に対するリスクとコストが
低減されます。

アプリケーション中心のデータ管理の複雑性への取り組み1 
IT 意思決定者の懸念材料に関する UBM Tech の研究です。

http://www.commvault.com/resource-library/5445a209990ebbbd7100107e/dealing-with-the-complexities-of-application-centric-data-management.pdf
http://www.commvault.com/resource-library/5445a209990ebbbd7100107e/dealing-with-the-complexities-of-application-centric-data-management.pdf
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EXCHANGE データのバックアップ、リカバリ、管理、アク
セス、およびディスカバリー

Microsoft Exchange Server と Office 365 の管理を 
Microsoft と密接に統合された Commvault ソフトウェア
で強化してください。Commvault は、数々の賞を受賞し
てきた Microsoft 技術パートナーとして Microsoft と緊
密に連携して、貴社のコストとリスクを低減しながら、ビジ
ネスの稼働時間を増やし、情報へのアクセスを向上できるよ
うに支援します。

固有の SLA を満たす柔軟な構成が可能な Commvault 
ソフトウェアは、効率的な統合ソリューションを提供して、
Exchange のバックアップ、リカバリ、アーカイブ、 
検索、およびレポートのニーズをすべて満たします。単一
の統合されたソフトウェア プラットフォーム上に構築された 
Commvault ソフトウェアは、従来のアプローチに置き換
わるものです。従来のアプローチは、個別の高価なサード 
パーティ製ツール、ハードウェアやアプライアンス製品は業
務効率を低下させ、高コストで常にリスクが付きまとってい
ました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCHANGE 向け COMMVAULT ソフトウェアがもたらす
機能 :

• アクティブとパッシブのデータベース コピーからの保護を
可能にする Database Availability Group 統合で、
データ保護の要求に応えます。

• IntelliSnap 技術で、ハードウェアベースのスナップショッ
ト リカバリ ポイントをほぼ瞬時に作成します。

• 統合されたメールボックスと PST アーカイブで、データ
量の増大に対処し、パフォーマンスも改善します。

• エンド ユーザーが Commvault 内のデータに Outlook 
からシームレスに直接アクセスできるようにします。

• Office 365 データをオンプレミスにコピーを作成して、
訴訟ホールドとコンプライアンスの要件を満たすための保
護、保持、検索、eディスカバリー実行を行えるようにし
ます。

• 仮想 /物理環境、SAN、DAS (直接接続のディスク )、
さらにはオンプレミスまたは Office 365 やハイブリッド 
モデルまで、あらゆるデプロイメント アーキテクチャの 
保護、リカバリに対応します。

 
 
 
 

図 1: Commvault OnePassTM で時間とリソースを最大 50% も削減しながら、2 倍の速さで保護とアーカイブ
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コンポーネント メリット

単一プラットフォームのデータ 
& 情報管理ソリューション

1 つの仮想レポジトリにある情報を 1 つのコンソールを通じてセキュアかつ効率的に保護、 
管理、アクセスします。Commvault ソフトウェアは、短期間に価値を生み出しますが、 
これを可能にしているのは、複雑さの軽減、データへのアクセス向上、リカバリ目標を満たす
真に統合されたデータ管理プラットフォームだからです。

迅速で柔軟性の高いバックアッ
プとリカバリ オプション

Exchange の可用性を向上し、生産性をほとんど低下させることなく、サーバー単位、デー
タベース単位、アイテム単位 (メッセージ、フォルダー、連絡先、カレンダー項目、ファイル
など ) でリカバリします。あらゆる階層から任意のターゲット システムに直接リカバリ可能です。
Commvault IntelliSnap® 技術を使えば、複数のポイントインタイムのアプリケーションア
ウェアなコピーをストレージ アレイのスナップショットから作成し管理することができます。 
また、Commvault ソフトウェアは、複数のスナップショット /バックアップにまたがった、 
グラニュラーなオブジェクト レベルでの検索可能なリカバリを提供します。さまざまなバージョ
ンの Exchange で参照、検索、リストアを行うことができます。

長期保持、PST アーカイブ、
および階層化ストレージ

パフォーマンス、ソリューション コスト、データの価値に従って、データ管理アプローチ全体
を最適化します。古くなってあまりアクセスされていないデータを、管理者が定義したポリシー
に従って、ディスク、テープ、クラウドなどのコスト効率に優れたセカンダリ ストレージに自動
でデータ移動してアーカイブすることにより、貴重なプライマリ ストレージ スペースを再利用
します。これにより、Exchange サーバーが高速、快適、高性能になります。.PST ファイ
ル データを ContentStore にアーカイブし、ユーザーが検索および直接アクセスできるよ
うにすることで、コンプライアンス ニーズを満たすことができます。

インデックス化、eディスカバ
リー、訴訟ホールド

ロールベースのアクセス ウェブ ポータルを通じて、複数のバックアップ /アーカイブ データ 
セットにわたってフルテキスト検索と eディスカバリーを実行する機能により、法務チームやコ
ンプライアンス チームに各種権限を付与し、コストとリスクを低減しがら、不正のないコンプ
ライアンスと訴訟ホールド活動を実現します。

セルフサービス アクセス Commvault ContentStore 内にある Commvault 管理メールへのシームレスなセル
フサービスのエンド ユーザー アクセスを提供することで、生産性を向上し、IT の負担を
軽減します。その際、ウェブベースのポータルと ContentStore Mail が使用されます。
ContentStore Mail は、エンド ユーザーがネイティブの Outlook 検索機能を使ってメー
ルの検索、表示、リカバリを行えるようにするためのプラグインです。

グローバル重複排除 ソースまたはターゲット側でのグローバル重複排除を利用して、冗長データを最大 90% 排除
します。その結果、バックアップ データとアーカイブ データに関するストレージ使用率とネッ
トワーク使用率が全体的に大幅に低下します。搭載されている次世代のグリッドベースのアー
キテクチャ重複排除を使用して、小規模な個々のノードから大規模なマルチノード データベー
スまで対応できます。

組み込みのセキュリティ FIPS 140.2 証明書を含む組み込み暗号化、アラート、および Active Directory 統合を
使用して、データ セキュリティを確保します。

包括的レポート 継続的な改善とポリシー管理の向上を図るため、Exchange のフレームワークを分析し、 
プロファイリングし、理解してください。こうすることで、優先順位の高い活動に集中するこ
とができます。Commvault のレポートにより、ホット スポットが発生している可能性のある、
またはリソースが消費されているデータ保護環境の状態をすばやく識別できます。

コンサルティング、プロフェッ
ショナル トレーニング、サポー
ト サービス

フル スイートの Commvault サービスをご利用いただくことで、データ管理への投資の
価値創出に要する時間を最短にします。弊社のチームは、貴社のデータ管理戦略の価値を
最大化するために業界固有の専門知識を駆使して、Commvault ソフトウェア環境に関し
て実績のあるデザイン、展開、およびインストールを行います。Commvault サービス
は、貴社の技術スタッフの生産性と自立性の向上も支援し、業界をリードする製品サポートと 
Commvault ソリューションの監視も行います。

主要な機能およびメリット
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リソース

1  http://commvau.lt/1Qeu8lK

Commvault ソフトウェアと貴社の Microsoft Exchange 環境を統合することのメリットの詳細については、
commvault.com/exchange をご覧ください。
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