技術概要

Microsoft 365 バックアップ & リストア
Microsoft 365 データ保護サービス AvePoint Cloud Backup は、Microsoft 365 資産を包括
的にカバーするバックアップ・リストアを提供します。
総合的・包括的バックアップ
• プラットフォーム レベルの保護 – Microsoft 365

Exchange Online、SharePoint Online、Project
Online、OneDrive for Business、Microsoft 365
Groups、Microsoft Teams、Planner、パブリック フォル
ダーを含む Microsoft 365 のコンテンツをバックアップ。無制
限のバックアップも選択可能
• 自動バックアップ – 製品アクティブ化直後からデータ保護を開

始。1 日につき最大 4 回 (または 6 時間ごと) に自動バック
アップを実行
• 柔軟なバックアップ スケジュール – バックアップの頻度や初回

バックアップの実行時間を設定できるオプションにより、業務形
態に最適なタイミングでバックアップが実行可能。スケジュールの
変更にも柔軟に対応
• ニーズに合わせたストレージ選択 – バックアップ データの保存

先は、AvePoint のスケーラブルな Azure Storage をはじ
め、Microsoft Azure・Amazon S3・Amazon S3 互換ス
トレージ・Dropbox など、Secure File Transfer Protocol
(SFTP) と File Transfer Protocol (FTP) を利用してアク
セス可能な各種データ ストレージから選択可能

• Multi-Geo 対応 – 国内および自社ストレージ内でバック

アップ データの格納・保持・処理・セキュリティ トリミング・管理
で、データ セキュリティとデータ主権の維持を保証
• バックアップ設定 – 最小限の構成・操作でバックアップが実行

可能。保護範囲を指定するだけで、バックアップを自動で実行
• バックアップ ステータスの表示 – Microsoft 365

Exchange Online、SharePoint Online、Project
Online、OneDrive for Business、Microsoft 365
グループ、Microsoft Teams、Planner、パブリック フォルダー
のバックアップ ステータスを、ひとつのプラットフォームで一覧表示
• バックアップ ジョブ概要レポート – 最新 4 件のバックアップ

ジョブ ステータス、完了の時間、成功 / 失敗 / スキップされた
アイテム数についての詳細を見やすいダッシュボードで把握。
問題解決のための解決案も表示
• 保持ポリシー – 既定の長期的な保持ポリシーを援用し、企

業ポリシーを遵守した状態でデータを保持

複数地域に対応
ニーズに合わせたストレージの選択

全 Microsoft 365 サービスが管理可能な一元
プラットフォーム

全バックアップ プランの詳細の表示

強力なデータ リカバリー機能
• 最小単位 & オンデマンド リストア – メールボックス・会話・

プライベート チャネル・プロジェクト・タスク・カレンダー・サイト・
ライブラリ・ファイル・Microsoft 365 グループ・Microsoft
Teams・Planner 等の Microsoft 365 コンテンツを、すべ
てのメタデータと権限を保持したまま、最小単位でオンデマンド
リカバリー可能。オンライン・オフラインのストレージ両方に対応
• 別の場所へのリストア – コンテンツおよび会話のリストア先を、

元の場所以外にもメールボックス、サイト、OneDrive、チー
ム、グループから選択可能
• オフライン リストア – ファイル、メール アイテム、Teams チャ

ネル上の会話等、各種オブジェクトのバックアップを、ローカル ス
トレージに直接エクスポート
• セキュリティ ロールバック – ポリシー外の権限変更をロール

バックで無効化

• シンプルな検索画面 – コンテンツ タイプ、所有者、作成日

時、ファイル サイズ、親のリスト / フォルダー名、メールの件名、
送信日などのプロパティ別に、リストア対象コンテンツを素早く
検索
• オブジェクト ベースのリストア – 全文検索機能を利用して、

業務に必要なファイルやメールをスピーディーに発見・リストア
• ピンポイント指定リストア – シンプルで理解しやすいカレンダー

画面から、タイム ベース リストアでアイテムをリカバリー可能
• 競合解決 – 異なるオブジェクト レベルで最適な競合解決を

提供。業務に悪影響を与えることなく、最適なバージョンのコン
テンツ コピーをリカバリー可能
• リストア概要 – 指定した期間のリストアに関する詳細情報

を、理解しやすい円グラフ レポートで表示
• リストア権限の付与 – 任意の Microsoft 365 の範囲を、

下位レベルの管理者・パワー ユーザーにリストア権限振り分け
可能

複数のリストア オプション
シンプルな検索画面

リストアに関連する詳細情報を表示可能

特定のユーザー管理を目的としたセキュリティ グループの作成

運用管理 & セキュリティをひとつの場所から操作
• ジョブ モニター – 全バックアップ・リストアの進行状況を、ひと

• データ暗号化 – Microsoft Azure Key Vault の暗号化

• ユーザー アクティビティの監査 – 「バックアップ範囲の変更」

• メール通知 – バックアップ・リカバリー情報の詳細情報をメール

つの管理コンソールから追跡・管理・レポートし、Microsoft
365 ポリシーが遵守される状態を維持
「システム設定の変更」 「レポートのダウンロード」 などのユー
ザー アクションを監査し、バックアップとリストア サービスの使用
状況を完全把握

キーを使用してサイバー攻撃や情報漏えいを防止し、機密
データのコンプライアンス規則に適合するセーフガードを提供
にて受信
• ユーザー生成コンテンツの消去 – ユーザーのMicrosoft

365 メールボックス、OneDrive、SharePoint サイト、
Groups、Teams バックアップ データの検索・選択・削除が可
能。EU 一般データ保護規則 (GDPR) 第 17 条 「忘れられ
る権利」 に準拠

各種レポートがまとめて確認できるダッシュボード
ユーザー生成コンテンツの削除

現行リリースでの新機能は、AvePoint Cloud Backup for Microsoft 365 リリース ノート でご確認いただけます。
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