導入事例

Office 365 のスケールアップに、Cloud Backup の
メリットを最大限に利用する Symphogen
顧客ロケーション
コペンハーゲン・デンマーク

ハイライト
•

業界
製薬

Office 365 を対象とした、無制限のバックアップ期間とスト
レージを獲得

•

プラットフォーム
Office 365

動いてほしいタイミングで問題なく作動するリカバリー機能が
利用可能に

•

操作がシンプルなソリューションの入手で、バックアップ関連の
タスクに費やす時間を短縮

クリティカル ニーズ
•

Office 365 の削除済み
データ リカバリー可能期間を
大幅に拡張

•

Microsoft Teams 等の各モ
ジュールを対象とした、Office
365 の利用拡大にあわせて拡
張可能なバックアップ ソリュー
ション

顧客プロファイル
Symphogen は、デンマークのバレルプに拠点を構える、2000 年創業の
バイオテクノロジー企業です。腫瘍学とがん免疫療法を主な治療研究分野
としています。
同社では、独自の機能をもつ抗体を兼ね備えた Symplex という特許取
得済みの抗体プラットフォームを提供しています。同社には約 100 名の従
業員が在籍し、そのうち約 80 % が研究開発に従事しています。

AvePoint のソリューション
• Cloud Backup
「AvePoint の Cloud Backup
は、面倒な追加操作も必要なく、稼
働開始から問題なく動いてくれてい
ます。
より重要なタスクに時間を費やすこと
が可能になり、Cloud Backup に
投資した以上に十分な利益を得る
ことができました。」
Carsten Højgaard 氏
インフラストラクチャ アーキテクト、
Symphogen

挑戦
ハイブリッド クラウド環境への転換を考えていた Symphogen では、まず
メールをOffice 365 へ移行し、その後 SharePoint Online を使い始め
る、というルートで、Office 365 の利用を開始しました。
Office 365 バックアップの要件を満たすために、Symphogen では無制
限の保持ポリシーを提供するソリューションを探す必要がありました。
「製薬企業である我々にとって、日々取り扱う機密データの対策に利用でき
る、無制限の保持ポリシーは必要不可欠でした。」 と、同社でインフラストラ
クチャ アーキテクトを務める Carsten Højgaard 氏は振り返ります。
Microsoft の削除済み Office 365 データのバックアップ期間は最大 93
日間であるため、Carsten 氏は、社内のデータに適した保持ポリシーを兼
ね備えたサード パーティー製品の必要性を感じていました。

© AvePoint, Inc. All rights reserved. Confidential and proprietary information of AvePoint, Inc.

1

AvePoint のソリューション
Symphogen がサード パーティーのバックアップ ソ
リューションとして Cloud Backup を選んだ理由は、
無制限の保持ポリシーを兼ね備えた高い機能にありま
す。
同社では、現在 1.2 TB の SharePoint Online
データと 15 TB の Exchange Online データをバッ
クアップしています。
Cloud Backup では BYOS (自社が保持するスト
レージの利用) も利用できますが、同社では
AvePoint が提供する Azure ストレージを利用して
います。
「セットアップも非常に簡単でしたし、使用開始時の設
定から全く問題なく作動しています。」 と Højgaard
氏は語ります。

最終結果
Symphogen では、幸いなことに Cloud Backup
の利用を開始してからはデータの消失は起きていませ
んが、複数回の検証テストを実行しています。テスト内
容は主にメールボックスの完全なリカバリーで、どの回も
問題なくデータ復旧に成功しました。
加えて同社では、クラウドへの転換が進むにつれ
て、Cloud Backup でバックアップしている対象をさら
に追加する拡張を計画です。
「我々は Microsoft Teams の利用開始を計画して
おり、それに伴って Cloud Backup のさらなる活用も
考えています。」 と Højgaard 氏は語ります。

「AvePoint の Cloud Backup は、Microsoft
Teams もバックアップ対象とすることができるの
で、Microsoft Teams への転換、Teams に格納
したデータの保護にも、大いに役立つと期待していま
す。」 と Højgaard 氏は語ります。
Symphogen では、Cloud Backup への投資結
果に非常に満足しています。
「AvePoint の Cloud Backup は、面倒な追加操
作も必要なく、稼働開始から問題なく動いてくれてい
ます。より重要なタスクに時間を費やすことが可能にな
り、Cloud Backup に投資した以上に十分な利益
を得ることができました。」 と Højgaard 氏は語りま
す。

会社概要
AvePoint は、デジタル トランスフォーメーションを目
指す企業・組織に、Office 365 ソリューションの移行
·導入サービスと補完製品を全方向的に提供するソ
リューション ベンダーです。
「情報プラットフォーム利活用の推進」「働き方改革」
「TCO 削減」 など、業種・業界に応じたニーズを、全
世界 16,000 組織・700 万人のユーザーに提供し
ています。

AvePoint Japan 株式会社
東京都港区高輪 4-10-18
京急第一ビル 11 階
Tel: 03-6853-6300
Web: http://www.AvePoint.co.jp/

「可能な限り Office 365 へ移行し、最終的にはクラ
ウドへの完全移行を行う予定です。」
将来的に Microsoft Teams の利活用を進める
際、Symphogen は AvePoint の Cloud
Backup をさらに有効に利用することができると考えて
います。
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