Nuix Corporate Discovery

企業のビッグデータに価値のある洞察を

世界中の組織において、膨大な量と種類のデータが増加し続けています。約80%は、
構造化されていない、ユーザー生成の形式で、オンプレミスまたはクラウド上のデータ
エンタープライズストレージ(アーカイブ、コンテンツマネジメントシステム、電子メール
データベース、ファイル共有、旧式のシステムや個人の端末)にて保存されています。
多くの場合、会社のIT 部門はデータ自体がどこにあるかは把握していますが、それら
の内容を把握していることはほとんどありません。
事実の迅速かつ正確なアセスメントを必要とする訴訟、規制措置、コンプライアンス報
告、内部調査、データ管理、その他のタスクに直面する際には、これは組織にとって
大きなコストを伴う問題となります。
Nuix Corporate Discoveryは、最も優れた情報開示ソリューションのパッケージです。
特許取得済みの強力なNuix Engineを利用し、データの場所を問わず、構造化され
た、あるいは構造化されていないビッグデータの所在の透明性を提供します。

数値だけでなく、事実を見つける作業
Nuix技術は、IT、訴訟、調査、コンプライアン
ス、セキュリティチームが共同で、ファイアウォ
ールのある環境のデータを収集、処理、レビ
ューする手助けをします。
Nuix以外の技術を用いて関係するアイテム数を数えて
いる間に、Nuixでは検索、分析、レビューを全て行うこ
とが可能です。つまり、IT専門家は、訴訟、調査、リスク
のチームをサポートして、関連する事実を必要なときに
検索することが可能になり、また問題となる前に対処法
を導入、リスクを軽減することができます。これにより、
情報開示作業上における不要でコストのかかる遅延を
なくし、日々の業務上の混乱を最小限にとどめることが
可能になります。

他の技術よりも迅速にデータを処理
Nuixの技術を使用すれば、膨大で複雑なデータソース
での開示、情報管理タスクを、他の技術を使用した場
合よりも速く完了することができます。Nuixでは、デー
タを、アーカイブ、電子メールシステム、ファイル共有、
ハードドライブ、フォレンジックイメージ、その他よく利
用されているリポジトリ等にて、ネイティブ形式で処理
します。

何をどのように?
Nuix Engineは特許取得済みの並行処理技術を使用して、
バイナリーレベルのインデクシングおよび検索を、類を見な
いスピードと正確さをもって実行します。Nuixは何百ものフ
ァイルタイプをサポートし、企業のデータが格納されている
以下の形式を処理します。
•
•
•
•
•
•

ファイル共有
電子メールサーバー
電子メールアーカイブ
クラウド上のリポジトリ
Microsoft Exchange, Exchange Web Services, SharePoint
モバイル端末

1つのソリューションで複数のタスク
ファイアウォール環境でも、オンプレミス環境でも、クラウドインフラ
ストラクチャー環境でも、証拠がある場所にこの高度なポータブル
ソフトウェアをインストールできます。我々の技術は全て1つのNuix
ケースファイルから作業するため、内部チームは企業データに、
各タスク毎のインターフェースで、データをツール間で移動、また
は変換する必要もなく、より迅速にアクセスすることができます。

ギャップを埋める
優れたデータの可視性
全ての事実を自在に扱い、苦情は本当か、リスクの度
合いはどの程度か、追跡を希望するか、どのような対策
をとるか、などの根本的疑問に迅速に包括的に答える
ことができます。

Nuixでは、ツール間のデータの移動による遅延や複雑さをなく
し、共通のケースファイル形式を使用した開示ワークフローを通
して、迅速に作業を進めることができます。さらに、ITチーム、フ
ォレンジック調査担当者、弁護士、訴訟サポーベンダーは、同じ
Nuixケースファイルから作業することでワークロードを共有するこ
とができます。

ワークフローの作成と自動化
Nuixのウェブアプリケーションを使用すれば、訴訟チー
ムはワークフローテンプレートを作成、自動化し、これ
を使用して他のスタッフメンバーは開示タスクを効率的
に、繰り返し可能な、弁護可能な形で完了させることが
できます。

共同の再定義
Nuixでは、全て社内で行うか、外部のベンダーに外注
するかを悩む必要はありません。シングルケースファイ
ルから作業し、内部および外部の訴訟チームが共同で
データの選別、検索、分析を行い、膨大で複雑な処理
の段階を振り分けます。Nuixケースファイルは業界標
準であり、世界の最大規模の訴訟サポートベンダー10
社中9社が我々の技術を使用しています。

作業の繰り返しを避ける
厳しく規制された、または訴訟を起こされる組織は、しばしば同
じ管理者またはデータソースからデータを収集します。Nuixの
living index技術は、再利用可能で、定期的に更新も可能な管理
者の電子メールやファイル索引を保持し、訴訟チームはデータ
の処理に時間をかけず、最新のクレームや規制要求の影響を迅
速に把握することができます。

情報ガバナンス戦略の強化
組織は、構造化されていないデータから得られる洞察を利用した
情報ガバナンスプログラムの作成が可能です。そして、ビジネスプ
ロセス改善、コスト削減、リスク軽減、確実なコンプライアンスを実
現、将来の訴訟や他の事件に、確実にそして継続的に対応するこ
とが可能になります。
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NUIX CORPORATE DISCOVERY
Nuix Corporate Discoveryは企業の電子メールシステム、アーカイブ、ファイル共有、フ
ォレンジックイメージ、モバイル機器を含む多種多様のデータ形式から直接処理を行う
ことを可能にする強力なソリューションです。このフレキシブルなソフトウェアライセンス
を用いて、複数のジョブを並行して実行し、リソースをプールして、大規模なデータセッ
トを処理します。また、デスクトップまたはウェブインターフェースを選択することができ
ます。このパッケージには、以下のものが含まれます。

NUIX WORKSTATION
従来のインターフェースであるNuix Workstation
は、IT、eディスカバリー、調査専門家のためのデスクト
ップアプリケーションです。フォレンジックの深い分析か
らeディスカバリープロダクションまで、Nuix Engineの全
ての機能を直接、細かく制御します。

NUIX DIRECTOR
Nuix Directorは、自動化、テンプレート主導のワーク
フロー、包括的なレポートおよび読みやすいダッシ
ュボードを備えたウェブアプリケーションです。Nuix
Directorでは、専任の専門家を置く必要はなく、eデ
ィスカバリータスクを効率的に、繰り返し可能な、弁護
可能な形で完了させることができます。

NUIX WEB REVIEW & ANALYTICS
Nuix Web Review & Analyticsは、任意のウェブブラウ
ザーから迅速かつ共同で早期ケースアセスメントとe
ディスカバリーレビューを提供する強力なアプリケー
ションです。

NUIX LEGAL HOLD
Nuix Legal Holdは、訴訟ホールド通知およびコンプライアンス
追跡のための効率的、弁護可能なソリューションです。管理者
の通知とコンプライアンスの通知を、完全で弁護可能な監査証
跡のタイムスタンプを使用して自動で記録します

NUIX ENTERPRISE COLLECTION CENTER
Nuix Enterprise Collection Centerは、ファイル共有、ハードドラ
イブ、Microsoft SharePointを含む複数の場所やソースにある
膨大な量の構造化されていないデータのフォレンジック収集を
自動化します。Legal Holdソリューションと一緒に用いて、社内
の弁護士は、必要に応じて弁護可能な形で保持処理の一部
として収集を開始することができます。

TRAINING AND INSTALLATION
インストールから共通ワークフローまで、専門家のサポートとト
レーニングを用いて、訴訟、IT 、コンプライアンス、HR などの
重要な内部チームがNuix Corporate Discoveryを最大限に活
用する方法を学びます。
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NUIX の成功
金融サービス

製造業

小売業

世界的な金融機関はしばしば、
規制措置や訴訟に対応して国際
的データの収集と調査を必要とし
ます。銀行は外部のプロバイダー
に出していた多くの仕事を社内で
行うようになりました。Nuixソフトウ
ェアは、一定の期間内に膨大な
量のデータの収集、処理、分析を
行う比類ない機能を提供します。

多国籍エレクトロニクス企業は、重
要な訴訟に関連して15,000人の従
業員のいる大韓民国のオフィスの
データを収集、選別、検索する必
要がありました。この企業ではNuix
を使用して、50,000以上のLotus
Notes NSFファイルを英語と韓国語
の両方で処理、検索、エクスポート
するようになりました。

主要なアメリカのスポーツ用品メーカー
は、eディスカバリーにて、不具合のある
レガシーアーカイブのプラットフォームか
らデータを抽出するのに苦労しました。
電子メールアーカイブ検索は正確さや適
時性に欠け、しばしば失敗し、再実行す
る必要がありました。 法廷と外部弁護士
への期限に間に合わせることができず、
会社の訴訟チームは、Nuixの助けを借
り、50TBのデータをOffice 365に移行して
eディスカバリーの効率を上げました。

結果

結果

結果

•

データの検索時間が週単位
から時間単位に削減された

•

Nuixの並列処理により、作業が
6ヶ月以内で完了

•

外部の処理やホスティングサ
ービスにかかるコストが年間
数千万ドル削減された

•

Nuixは、Lotus Notesおよびダ
ブルバイトのUnicode character
setsを円滑に処理する唯一の
技術となった

•

プロアクティブなデータ最小
化や情報ガバナンスへの道
が開けた

•

現在、データを選別するのに、
分類、クラスタリング、その他の
分析を自動化する調査を行っ
ている

•

ユーザーおよび管理者のために訴
訟チームが複雑な検索を実施するこ
とが可能

•

旧オープンケースを利用するために
Nuix eDiscoveryツールを使用して移
行した

•

ほとんどエラーもなく、レガシーアー
カイブからデータを生成が可能に

NUIX について
Nuixは非構造データから事実に基づいた意思決定を下すことを可能にします。特許取得済みのNuixエンジンは、人
が生成した大量かつ複雑なデータセットの処理を容易にします。世界中の組織が、デジタル調査、サイバーセキュリテ
ィー、eディスカバリー、情報ガバナンス、電子メールの移行、プライバシー、その他の課題に関して迅速で正確な答え
が必要な際に、Nuixソフトウェアを利用しています。
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