
MozyEnterpriseの
メリット

シンプル

複数のユーザーとサーバからな
る環境のバックアップ、同期、
モバイルアクセスを、単一の
Webベースコンソールからシー
ムレスに管理します。

セキュリティ
お客様のデータは、エンター
プライズクラスの暗号化、世
界トップレベルのデータセン
ター、そして将来にわたって成
長を続けるEMCによって保護さ
れます。

低コスト
ハードウェアを購入する必要が
なく、必要なオーバーヘッドを
最小限に抑えることで、低コス
トを実現します。

デルへのお問い合わせ
Datasecurity@dell.com
www.dell.com/datasecurity

最も重要なファイルはデスクトップやノート 
パソコンに存在する
大企業にとって、デスクトップやノートパソコンに保存されたデータをバック
アップし、保護するという重要なタスクは、コストのかかる困難な作業であり、
継続的な努力を必要とします。

今日では、モバイルワーカーの増加により、安全な企業ネットワークの外部に存
在するデスクトップやノートパソコンが多くなっています。しかし、企業の重
要なファイルの大半は、依然として従業員のデスクトップやノートパソコンに保
存されています。こうしたマシンは、ハードドライブに障害が発生したり、コー
ヒーをこぼしたり、盗難やサイバー犯罪の被害に遭ったりするなどの危険にさら
されることが多いのです。

多くの企業では、デスクトップやノートパソコン向けの包括的なデータバック
アップ保護ポリシーを用意していません。そればかりか、デスクトップやノート
パソコンのデータをまったくバックアップしていない企業もあります。さらに、
バックアップソリューションの中には、ユーザーの生産性を阻害したり、セキュ
リティや一元管理が不十分であったり、システムでデータロスが発生しやすい状
態になっていたりするものもあります。

デジタル情報が増大し続ける中、それらの管理はさらに困難になっています。し
かし、情報がバックアップされていなければ、情報が消失したり破損したりし
て、リカバリできなくなる危険に常にさらされることになります。このような事
態が起これば、ユーザーのダウンタイムや収益の損失、さらには長期的/永続的
な評判の低下にもつながりかねません。

 包括的なデータ保護と制御
MozyEnterprise®では、選択されたファイルを暗号化し、デル | EMCのクラウド
に送信することで、セキュアなアクセスと必要に応じたリカバリを可能にし、重
要なデータを保護します。すべての操作は、Webベースによるマルチテナント
の管理者コンソールから実行でき、包括的な制御とカスタマイズが可能です。
MozyEnterpriseにより、Windows、Mac、Linuxコンピュータのデータのバック
アップとリストアをシンプルに管理することができ、使いやすさも向上します。

このエンタープライズクラスのデータ・バックアップ・ソリューションでは、シ
ンプルかつ低コストのライセンスモデルにより、時間とコストを節約できます。

デスクトップおよびノートパソコン向け
MozyEnterpriseクラウドバックアップ
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セットアップに数ヶ月もかかったり、新しいハードウェア
への投資に数千ドルもかかったり、新たな管理オーバー
ヘッドが発生したりすることはありません。

Mozyはデル | EMCがサポートしていますので、組織データ
を確実に保護し、セキュリティを強化して、データをいつ
でも利用可能な状態に維持できます。

同期とモバイルアクセス
MozyEnterpriseでは、デスクトップとノートパソコンの保
護機能に加えて、Mozy® SyncおよびMozyモバイルアプリ
との連携が可能です。Mozy Syncを使用すると、ローカル
のSyncフォルダにファイルを置くだけで、接続されている
デスクトップやノートパソコンでもすぐに利用することが
できます。iOSおよびAndroidデバイス向けのMozyアプリ
を使うと、指定したユーザーが承認済みのスマートフォン
やタブレットから重要なファイルにアクセスすることがで
きます。これにより、使用するデバイスにかかわらず、す
べての情報をすぐに利用できるようになります。ファイル
同期とモバイルアクセスにより、従業員はすべての重要な
ファイルにリアルタイムでセキュアかつ柔軟にアクセスし
て、場所を問わずに作業できるようになります。これによ
り、従業員の生産性が向上します。

保護を強化するツール
MozyEnterprise Webコンソールを使うと、IT管理者は以下
の作業を実行できます。

• ポリシーの一元管理 - バックアップ、同期、モバイル
アクセス用

• サブ管理者の作成
• アカウントの使用率、履歴、統計情報の表示
• レポートの生成とメール送信の自動化
• Active Directoryや他のIDプロバイダとのセキュアな統
合（LDAP経由） - Mozyユーザーアカウントの自動管理
とSAMLを使用したSSOを実現

• 設定のカスタマイズ

エンドユーザーの操作性を念頭に置
いた設計
MozyEnterpriseを使うと、管理者はバックアップを一元
管理できるほか、制御機能の一部または全部をユーザーに
委譲することもできます。権限を委譲されたユーザーは、
MozyEnterpriseクライアントを使用して、次の操作を実行
できます。

• Active Directoryの認証情報を使用したサインイン
• バックアップするファイルおよびフォルダの選択
• アクティブなファイルを複数のデバイスにわたって最新
の状態で維持できるよう、Mozy Syncフォルダをセット
アップ

• バックアップの設定（自動/スケジュール）

• オプションの設定と帯域幅の調整
• Mozy® 2xProtect™ for Windowsによるローカルバック
アップの有効化

• オンデマンドのバックアップの有効化
• すべてのバックアップ履歴の表示
• ファイルおよびフォルダのリストア

特長とメリット
MozyEnterpriseには、デスクトップおよびノートパソコ
ン上のデータをデル | EMCクラウドへ包括的にバックアッ
プして保護するための、さまざまな機能が搭載されてい
ます。

スピーディ
• ファイルスキャン: 高度なファイルスキャンによって、
労力をかけることなく多数のファイルをバックアップで
きます。

• データシーディング: ネットワーク経由で初めてデータ
をクラウドにアップロードする際には、どうしても時間
がかかりがちです。しかし、WindowsおよびMac向け
のMozy® Data Shuttle™を使うと、ギガバイト/テラバ
イト単位のデータをデル | EMCクラウドへ迅速に移動で
きます。

• 永久増分バックアップ: 初回のバックアップ以降、
MozyEnterpriseではファイルの新規部分または変更部
分のみをバックアップするため、時間と帯域幅を節約で
きます。

シンプル
• バックアップ、同期、モバイルアクセスをまとめて提
供: Mozyを使うと、最も重要なファイルが消失しないよ
う確実に保護し、デスクトップ、ノートパソコン、タブ
レット、スマートフォンなどから、場所を問わずに作業
することができます。

• 容易なアカウント管理: Webベースによるマルチテナン
トのMozy管理者コンソールで、複数のユーザーを管理
できます。

• 合理的なストレージ管理: 複数のデバイスが組織レベル
で単一のストレージプールを使用するため、各デバイス
にストレージを割り当てる必要がなく、時間を節約し、
管理者の負担を軽減できます。

• ユーザーグループのセットアップ: プロファイル、容量
の使用率、機能の可用性、バックアップの設定などに
よって、複数のユーザーを有意義なグループに分けて、
簡単に管理できるようにします。

• 連携型のID統合: MozyEnterpriseでのユーザーの作成、
整理、削除を、Active DirectoryなどのLDAP対応ディレ
クトリサービスを介して自動的にトリガすることで、
ユーザープロビジョニングと管理を安全かつ自動的に行
うことができます。

• シングルサインオン: ユーザーはActive Directoryの認証
情報を使用してログオンします。



• インストールのカスタマイズ: 選択したソフトウェア
管理システムを介して、ユーザーによる制御、バック
グラウンド、サイレントなど、さまざまなインストー
ルオプションを選択できます。

• 自動またはスケジュール設定によるバックアップ: 
バックアップ全般をMozyが管理します。バックアッ
プを自動で行うこともできますし、週次や日次、さら
には1日に複数回のバックアップスケジュールを設定
することも可能です。

• 設定のカスタマイズ: バックアップの速度についてポ
リシーを設定したり、カスタマイズされたバックアッ
プセットを作成したり、バックアップ対象のファイル
タイプを定義したりできます。

• 信頼性の高いデータリストア: バックアップされた
ファイルを参照、検索して、過去90日間に作成された
すべてのファイルバージョンをリストアできます。こ
の作業は、Webポータルやソフトウェアクライアント
で行うこともできますし、メディアリストアをご注文
いただくこともできます。

• ローカルバックアップ: WindowsユーザーはMozy 
2xProtectを使用することで、外付デバイスへのロー
カルバックアップとデル | EMCクラウドへのバック
アップの両方を実行し、二重に保護することができ
ます。

• 標準のバックアップセットとカスタマイズ可能なバッ
クアップセット: 一般的なファイルタイプを含む事前
定義されたバックアップセットを使用することも、独
自のバックアップセットを作成することもできます。

セキュリティ
• 暗号化: データのバックアップと同期ではローカルの
暗号化が行われ、エンタープライズクラスの暗号化
を使用して転送前のデータ、転送中のデータ、デル | 
EMCクラウドサービスの保存データを暗号化します。
複数の暗号化キーオプションにより、さらにセキュリ
ティを強化できます。

• 世界トップレベルのデータセンター: デル | EMCデー
タセンターでは、24時間365日のオンサイト監視によ
る最先端のセキュリティなど、最高レベルの保護標準
を採用しています。

• 法令遵守の維持: Mozyでは、医療保険の携行性と責
任に関する法律（HIPAA）、欧州セーフハーバー協
定、クレジットカード業界のセキュリティ基準（PCI 
DSS）、EUデータ保護規則などの規制に遵守できるよ
う、お客様をサポートします。

• 監査および認定: MozyはStatements on Standards for 
Attestation Engagements（SSAE 16）試験に合格して
おり、国際電気標準会議（ISO/IEC 27001）の認定を
受けています。

柔軟性
• デスクトップやノートパソコンなどのバックアップ: 

MozyEnterpriseでは、デスクトップやノートパソコン
に加えて、Microsoft SQLやExchangeなどのミッショ
ンクリティカルなアプリケーションのバックアップも
可能です。

• 開いた状態のロック済みファイルのサポート: Mozy
サービスでは、Outlook PSTファイルをはじめとする
開いた状態のロック済みファイルも、すべてバック
アップできます。

• バージョンのサポート: 最大で過去90日間のファイル
バージョンからリストアが可能です。

• モバイルアプリ: 無料のMozyモバイルアプリを使用す
れば、iOSデバイスやAndroidデバイスから保存デー
タにアクセスできます。MozyEnterpriseアカウントで
バックアップされたあらゆるファイルの検索、表示、
ダウンロード、送信を、ユーザー自身で実行できます。

• Windows、Mac、Linuxのサポート: Mozyでは、
Windows 8.1、8.0、7、Vista、Windows Server 
2012 / 2008、Mac OS X 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6、
Linuxディストリビューション（CentOS、Debian、
Fedora、Red Hat、Ubuntuを含む）をサポートしてい
ます。

ネットワーク対応
• 単一インスタンスの保存: 環境全体で重複している
ファイルは1回のみバックアップされるため、ネット
ワーク帯域幅を節約できます。

• 帯域幅の調整: 帯域幅の使用率を調整して、使用する
アップロード帯域幅を増減できます。

サポート
サービスに関する豊富な知識を備えたMozyサポート担当
者が、お客様の技術的な設定を把握したうえで、問題の迅
速な解決をお手伝いします。Mozyサポートチームは、24
時間365日体制でMozyEnterpriseのお客様を支援します。

サポートポータルでは、ナレッジベース、チュートリア
ル、Mozyコミュニティ、マニュアル、ライブのオンライ
ンチャット、電話サポートなどをご利用いただけます。

MozyサポートはStevie Awardsを2回受賞しており、コン
ピューティングソフトウェアとサービスの部門で「Best 
Use of Technology in Customer Service（カスタマサー
ビスにおけるテクノロジーの最も優れた使用）」とし
て、Mozyが表彰を受けています。

詳細情報: Dell.com/DataSecurity

http://Dell.com/DataSecurity

