Migration Manager for
Email Archives
ZeroIMPACTによるEメールアーカイブの移行

Eメールアーカイブの移行となると、オンプ
レミスでもクラウドでも準備が重要なキー
となります。Eメールアーカイブの移行は非
常に大型で複雑なプロジェクトになること
があります。さらに、新しい環境でもコン
テンツが検出可能で取得できることを確
実にする必要があります。移行を計画する
際、ダウンタイムもデータロスも発生せず、
簡単に移行を完了できることを確認するこ
とが大切です。
Migration Manager for Email Archives
では、Eメールアーカイブをさまざまな
プラットフォームからExchange、Office
365、その他のクラウドシステムに最大
5倍の速さでシームレスに移行するこ
とができます。Migration Managerでは
以下のことが可能です。
• アーカイブへいつでもアクセスでき、エン
ドユーザへの影響を排除
• 詳細な監査追跡による分析過程管理コン
テンツおよびセキュリティログを保存して
リスクを軽減
• インテリジェントなフィルタリングにより、
必要なものだけを簡単に移行できるため、
移行の時間とコストを軽減

特長
優れた移行性能 ̶ 高速で効率的な移行
のため、移行に要するコストを軽減できま
す。Migration Manager for Email Archives
には、高度なマルチスレッド移行エンジン
が搭載されています。このエンジンによ
り、Exchange Web Services（EWS）を利
用したその他のソリューションに比べて、
Eメールのアーカイブデータを最大5倍の
速さでOffice 365およびExchangeに移動
できます。複数の移行コンソールをインス
トールして、スケーラビリティを向上させ、
ネットワークのボトルネックを解消すること
もできます。
分析過程管理の徹底 ̶ 極めて堅牢なセ
キュリティでEメールアーカイブを移行する
ことにより、法令と規則に違反するリスク
を軽減します。移行された各アイテムにつ
いて、固有のデジタル指紋を自動的に作成
し、保存することができます。移行処理の
各段階で完全な監査証跡とセキュリティ
ログを収集することができ、移行された
データが破損していないこと、または何ら
かの方法で不正に変更されたものでない
ことを検証できます。従来のEWS方式と
比べて極めて精度が高く、移行の際にすべ
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Eメールアーカイブを、Exchange Web Servicesを利用した他のソリューションに比べて
最大5倍の速さでご希望の環境に移行します。

Migration Manager for
Email Archivesの拡張性に
優れたマルチスレッド移行
によって、リスクとダウンタ
イムを解消します。

メリット:
• 単一のコンソールによる簡単な移行
管理
• ユーザマッピングなどの繰り返し作
業の自動化
• リアルタイムの進行状況レポート
作成
• 複数のソースとターゲットをサポート
することで、さまざまなビジネス要
件に対応
• 迅速なデータ移動と最小限のネット
ワークリソースにより、移行の時間と
コストを削減
• 移動する対象を選択できるきめ細か
な移行
• ユーザはアーカイブへいつでもアク
セスできるためダウンタイムが解消
• 分析過程管理を追跡保存して、法令
とコンプライアンスに違反するリス
クを軽減

システム要件
ハードウェア
プロセッサー: 4コア以上
（8コアを推奨）
メモリ: 4 GB以上（8 GBを
推奨）
2 GBの空きハードディスク容量
オペレーティングシステム
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
ソフトウェア
Internet Information Services
（IIS）7.5以降
.NET Framework 4.5.2
Internet Explorer 9以降
SQL Server 2008 R2、2012、
2014
システム要件の詳細なリストに
ついては互換性ガイドを参照し
てください。

Quest

国内外のオフィスの情報については、当社のWebサイト
（Quest.com/jp）をご覧ください。

てのフォルダ構成とメタデータ（作成者、
受信者、日付、その他のプロパティ）を保
存することができます。これにより、分析
過程管理の検証が簡単に行えます。
ZeroIMPACTでの移行 ̶ エンドユーザは
移行プロジェクト中、移行の状態にかか
わらず、いつでもアーカイブにアクセスで
きるため、ダウンタイムを削減できます。
Migration Managerでは、ユーザのEメール
をバックグラウンドのターゲット環境に同
期させ、データ差分の検出および同期を
毎日行うことで、新規データと元のソース
データの両方へのアクセスを可能にしま
す。シームレスなアプローチにより、ヘルプ
デスクの負担と電話対応を軽減します。
インテリジェントなフィルター ̶ きめ
細かなフィルタリングにより、移動でき
るものとできないものを選別し、移行に
関するリスク、時間、コストを軽減しま
す。Eメール保持ポリシーに沿うよう、日
付や保持項目を基準に選択できます。ま
た、メッセージタイプでフィルターして、
「メモ」、
「タスク」、
「下書き」といった不
要なアイテムを排除することもできます。
高度な自動化機能 ̶ Outlookにおける主
な反復作業（一括ユーザマッピング、レガ
シーアーカイブの削除、新しいEメールアー
カイブの保存場所へのショートカットの更
新など）を自動化することで、移行をシン
プルにし、手作業によるエラーのリスクを
軽減します。業務レポートをリアルタイム

で取得でき、移行の進捗、および報告され
た問題についてのトラブルシューティング
をユーザと管理者に提示できます。さまざ
まなビジネス要件に対応できる単一のソ
リューションで、複数のソースとターゲット
を移行できます。
• Symantec Enterprise Vault、HP
Autonomy/ZANTAZ EAS、EMC
SourceOne、Archive Manager、Sherpa
Mail Attenderなど、一般的なレガシーアー
カイブから移行できます。
• Microsoft Exchange、Office 365、
Enterprise Vault、Proofpoint、その他の
クラウドアーカイブに移行できます。

QUESTについて
Questは、手間のかかる管理タスクを減ら
し、
ビジネスの成長に必要なイノベーション
に集中できるよう、
お客様をサポートしま
す。
スケーラブルかつ低コストで使いやす
いQuest®のソリューションにより、効率性
と生産性を最大限に高めることができます。
Questは、
グローバルコミュニティの一員と
してイノベーションに取り組むための環境を
お客様に提供すると共に、
お客様の満足を
追求しています。今後も、Azureクラウド管
理、SaaS、
セキュリティ、
モバイルワーク環
境、データ主導の洞察のための包括的なソ
リューションの提供を加速化してまいります。

© 2016 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. QuestおよびQuestのロゴは、
Quest Software Inc.の商標および登録商標です。Questの商標の一覧については、
www.quest.com/legal/trademarks.aspxをご覧ください。その他すべての商標および
登録商標は各所有者に帰属します。
Datasheet-MigMgrForEmail-US-LG-JA-WL-23123

