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Quest® KACE®システム管理アプライ
アンス（K1000）7.1リリースノート
このリリースノート文書は、KACEシステム管理アプライアンス（K1000）バージョン7.1に関する情報を提供し
ます。

KACEシステム管理アプライアンス
（K1000）7.1について
KACEシステム管理アプライアンス（K1000）は、デバイスの管理、アプリケーションの展開、パッチ適用、
資産管理、サービスデスクチケット管理などを自動化するための、物理 / 仮想アプライアンスです。K1000 シ
リーズアプライアンスの詳細については、https://www.quest.com/jp-ja/products/kace-systems-managementappliance/ をご覧ください。

新機能と強化点
このリリースのKACEシステム管理アプライアンス（K1000）は、以下の機能と拡張機能を備えています。
•

製品関連のリソースにヘルプからアクセス。このリリース以降、サポート技術情報記事および製品スペ
シャリストとのライブチャットに、ヘルプペインからすばやくアクセスできるようになりました。また、
サービスリクエストをすばやく開いたり、サポート ページへのアクセス、KACE GOモバイルアプリのダ
ウンロードを行ったりできるほか、設定に関する情報も表示できます（ESMP-4869）。
注: この情報は、管理者コンソールおよびシステム管理コンソールでのみ利用できます。ユーザーコ
ンソールでは、このペインには引き続きヘルプコンテンツのみが表示されます。
重要: サポート技術情報記事は、管理者コンソールおよびシステム管理コンソールが英語で表示され
る場合にのみ利用できます。別のロケールを選択した場合、サポート技術情報記事のリストは表示さ
れません。

•

リソース不足のアラート。システムリソースが残り少なくなると、ダッシュボードに 緊急 の警告が表示さ
れ、推奨される対応方法が示されます。これらの警告は、アプライアンスで異常に大量のCPU、メモリ、
およびディスクリソースが使用され始めると生成されます（ESMP-4819）。

•

G Suiteデバイスのサポート。これらのオプションが設定されている場合に、検出スキャンで外部のG
Suiteデバイスを検出できます（ESMEC-1914）。
注: G Suiteデバイスを使用するには、Google Appsドメインへのアクセスを許可する資格情報が必要
です。

•

デバイス フィールドが新規チケット要求に表示される。デバイスがチケットの送信者に割り当てられた場
合、それらのデバイスは 新規チケット ページにリスト表示され、送信者のプライマリデバイスがデフォル
トで選択されます（ESMAS-283）。

•

Eメールループの回避。自動不在返信が原因でEメール通知が延々と続くEメールループや異常な量の受信
メールを回避するために、そのようなEメールの処理を停止するようサービスデスクを設定できます。こ
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の機能を使用すると、Eメールの件名に含まれる特定のテキストパターンを検出し、必要に応じて受信E
メールのトラフィックのしきい値を設定することができます（ESMAS-359）。
•

ユーザーコンソールのローカライズ機能。KACEシステム管理アプライアンス（K1000）ではいくつかの
ロケールをサポートしています。管理者コンソール、システムコンソール、およびオンラインヘルプは、
英語、フランス語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語（ブラジル）、スペイン語で表示できます。これら
の言語に加えて、必要に応じてユーザーコンソールをアフリカーンス語（南アフリカ）などの他のサポー
トされないロケールに翻訳することができます（ESMP-3923）。

•

未保存の変更をユーザープロンプトに表示する。キューのカスタマイズ ページでレイアウトを変更する
と、プレビューする前に変更内容を保存するようユーザーに促す警告が表示されます（ESMAS-3368）。

•

セキュリティの向上。このバージョンでは、FreeBSDの最新の内部セキュリティパッチを適用し、すべて
のサポートパッケージ（PHP、Apacheなど）を更新して、最新のセキュリティアップデートを反映してい
ます。

•

プラットフォームサポートの拡張。Microsoft® Windows® Server 2016およびApple® Mac OS X®
Sierra（10.12）がサポートされるようになりました。

製品の新しい機能の詳細については、『管理者ガイド』を参照してください。サポート対象プラットフォームの
詳細については、KACEシステム管理アプライアンス（K1000）の技術仕様を参照してください。
このリリースの新機能については、弊社サポートサイトで公開されているビデオチュートリアルをご覧くださ
い。https://support.quest.com/ja-jp/kace-systems-management-appliance/kb/video-articles?k=what%27s+new

解決済みの問題
以下の問題は、このリリースで解決されています。
一般的な解決済みの問題
解決済みの問題

問題 ID

ユーザーダウンロード ページにある割り当て済みデ K1-19228
バイスリストの最初のエントリとして、ページの表
示に使用されている現在のデバイスが表示されませ
んでした。
更新の適用 をクリックした後に、更新を処理中であ K1-19220
ることが示されませんでした。
ソフトウェアカタログ ページから新しいライセンス K1-19210
を追加すると、正しい個数が表示されず、ページの
ロードに時間がかかります。
同じ製品の複数のライセンスでダウングレードされ
た権限の値が異なるため、一貫性のないライセンス
数がレポートされていました。

K1-19195

資産のライセンスタイプを変更せずに保存すると、
資産名が不要に変更されました。

K1-19180

カスタム資産タイプの名前変更で特殊文字を使用し
ようとすると、エラーが表示されることがありまし
た。

K1-19176

新しいK1000エージェント（バージョン7.0で書き
換えられた）には、エージェントが機能できるよう

K1-19163
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解決済みの問題

問題 ID

にするWindows PowerShell™に対して強い依存関
係があります。以前のバージョンでは、Windows
10に搭載された唯一のバージョンの可能性がある
PowerShellの最新バージョンのチェックが行われて
いませんでした。
修正点：このリリースでは、PowerShell
2.0、PowerShell 5.1、またはその両方に対する検証
チェックが追加されています。
ソフトウェアの詳細 ページでエラーが表示されるこ K1-19159
とがありました。
組織のサービスデスクに多数の所有者が存在してお
り、それらの所有者がチケットの表示を試みると、
エラーが発生することがありました。

K1-19154

認証が不要だった場合は、サービスデスクキューの
SMTP設定を保存できませんでした。

K1-19150

送信者の連絡先情報 ダイアログボックスの 場所 お
よび マネージャ フィールドに、場所とマネージャ
名ではなく、場所とマネージャIDが表示されていま
した。

K1-19149

レポート ウィザードに、ユーザーが作成したレポー K1-19142
トの 削除 ボタンがありませんでした。
プロセステンプレートで、必須フィールドの入力が
強制されなくなりました。

K1-19140

RabbitMQへのTCP接続がクローズされる
と、koneasバイナリでSTARTUPメッセージが送信
されていました。

K1-19139

アーカイブされたチケットを検索するときに すべて K1-19105
のキュー を検索すると、エラーが発生することがあ
りました。
誤ってオフラインと宣言された可能性があるため
に、接続中であってもエンドポイントがK1000に
よって制御されませんでした。

K1-19104

OSのインストール日をレポートする際にエージェ
ントで試みられるサマータイム（DST）設定の解
釈で誤った情報が取得されることがあり、それが
原因で、システムで夏時間調整が検出されたとき
に、OSのインストール日が1時間ずれる結果となっ
ていました。

K1-19096

修正点：日付はDST値を解釈せずにレポートされま
す。
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解決済みの問題

問題 ID

サービスデスクの アーカイブされたチケット ペー
ジで、優先度、ステータス、および他の列で並べ替
えを行うと、エラーが発生することがありました。

K1-19095

ユーザーコンソール：ログインページのカスタムロ
ゴとして表示される画像が破損していました。

K1-19092

K1000エージェントで、4 GBを超えるファイルに
ついて、レプリケーション共有インベントリが誤っ
たサイズでレポートされていました。これにより、
サーバ側でレプリケートされたファイルのサイズ
チェックが失敗し、繰り返しレプリケートされる結
果となっていました。

K1-19024

CCリストに含まれる任意のカテゴリの複数のEメー
ルアドレスが原因で、不正な形式のEメール通知が
送信されていました。

K1-19022

所有者のみ としてフラグ付けされた新しいコメント K1-19007
が、添付ファイルがある場合にのみ送信者にEメー
ル送信されていました。
スタンドアロン版がインストールされているとき
に、マシン数のメータリングでソフトウェアスイー
トとして測定されていました。

K1-18786

システム管理コンソールデバイス リストページの
レポートを作成 オプションを使用して作成したレ
ポートを、組織 > デバイスSQLレポート に保存
しようとすると、レポートの詳細の編集 ページに
MySQLエラーが表示されていました。

K1-18762

ユーザーをCSVまたはXLSファイルにエクスポート
すると、エラーが発生することがありました。

K1-18756

名前にドイツ語のウムラウト文字が含まれるユー
ザーは、Eメールを使用してチケットを作成できま
せんでした。

K1-18709

親チケットに子チケットを追加すると、親チケット
の 作成日 および 作成者 フィールドに、子チケット
の情報が表示されていました。

K1-18576

Internet Explorer 11 でチケットの詳細を表示する
K1-18556
際、ユーザーコンソールのURLに/useruiが含まれて
いないと、スクリーンショットの貼り付け オプショ
ンを選択することができませんでした。その他のブ
ラウザでは、このオプションが正常に表示されてい
ました。
ユーザーコンソールライブラリに表示されるソフト
ウェアタイトルを、デバイスラベルに基づいてフィ
ルタできませんでした。

K1-18445
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解決済みの問題

問題 ID

デバイスラベル別でも制限 を有効にすると、ソフト K1-18399
ウェアがユーザーコンソールライブラリに表示され
ませんでした。
独自のラベルグループに割り当てられたラベルに
よって、インベントリ ページと ラベル ページで問
題が発生していました。

K1-18332

デバイス ページでIPアドレス列のリストの並べ替え K1-18179
が正常に機能しませんでした。
正しいタイムアウトが指定されていても、エージェ
ントでプロセスタイムアウトが正しく処理されませ
んでした。その結果、予定の時間に設定どおり警告
タイムアウトが発生しませんでした。

K1-18112

修正点：このリリースではエージェントのタイムア
ウトが正しく処理され、警告が設定どおりタイムア
ウトされるようになりました。
注: システム管理コンソールの エージェント
設定 ページで設定されたエージェントプロセ
スのタイムアウトが、設定されているすべて
の警告タイムアウトより優先されます。エー
ジェントプロセスのタイムアウトは、必要な
警告タイムアウトに対応できる十分な長さに
する必要があります。長さが十分でないと、
エージェントプロセスがタイムアウト時間に
達した時点で警告は終了します。
カスタムインベントリによる高度な検索を使用して
デバイスリストをエクスポートすると、データベー
スエラーが発生していました。

K1-18067

マイクロソフトセキュリティ情報MS12-060のパッ
チ検出が、エラーコード89で失敗していました。

K1-17189

シングルサインオン（SSO）ユーザーは、デフォル
トの組織の使用を強制されていました。

K1-17157

長い行を含むPDFレポートの形式が正しくないため
に、情報の損失が発生していました。

K1-17150

システム管理コンソールでOSアーキテクチャを条
件として高度な検索を実行すると、問題が発生する
ことがありました。

K1-17057

LDAP SSOのデフォルト（オブジェクトコンテナ、
コンピューターコンテナ、およびコンピューター
名）をオーバーライドすることができませんでし
た。

K1-13823

このリリースでは、ルートCAをca-root-nss.crtに指
定するオプションが追加されました。

ESMP-4833
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既知の問題
このバージョンのリリース時点で存在している既知の問題はありません。

システム要件
K1000 7.1をインストールするために必要な最小バージョンは7.0（7.0.121306）です。使用しているアプライア
ンスで以前のバージョンが実行されている場合、リストされているバージョンにアップデートしてから、インス
トールに進む必要があります。K1000 6.3 以前でアプライアンスのバージョン番号を確認するには、管理者コン
ソールにログインして、ページの左下で K1000 のバージョン情報 をクリックします。
注: バージョン 7.1 の場合、K1000 のバージョン情報 リンクは ヘルプ パネルにあります。ページの右上
隅にある疑問符をクリックして、表示されるウィンドウの右下隅にある K1000 のバージョン情報 をク
リックします。
バージョン 7.1 にアップグレードまたはインストールする前に、お使いのシステムが最小要件を満たしているこ
とを確認してください。これらの要件は、K1000 の技術仕様で確認できます。
•

物理アプライアンスの場合：https://support.quest.com/technical-documents/kace-systems-managementappliance/7.1/technical-specifications-for-physical-appliances/ に移動します。

•

仮想アプライアンスの場合：https://support.quest.com/technical-documents/kace-systems-managementappliance/7.1/technical-specifications-for-virtual-appliances/ に移動します。

•

サービスとしての K1000 の場合：https://support.quest.com/technical-documents/kace-systemsmanagement-appliance/7.1/technical-specifications-for-kace-as-a-service/ に移動します。

製品ライセンス
現在 K1000 の製品ライセンスをお持ちの場合、追加のライセンスは必要ありません。
初めて K1000 を使用している場合は、アプライアンスセットアップガイドで製品ライセンスの詳細を確認して
ください。追加のリソースに移動して、適切なガイドを確認します。
注: バージョン 7.1 の製品ライセンスは、バージョン 6.3 以降を実行する K1000 アプライアンスでのみ使
用できます。バージョン 7.1 のライセンスは、6.0 など K1000 の以前のバージョンを実行するアプライア
ンスでは使用できません。

インストール手順
Service Pack を適用するには、アドバタイズされたアップデートを使用するか、アップデートファイルを手動で
アップロードして適用します。手順については、以下のトピックを参照してください。
•

アップデートの準備

•

アドバタイズされたアップデートを使用した K1000 サーバーのアップデート

•

アップデートの手動によるアップロードと適用

•

アップデート後のタスク
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アップデートの準備
K1000 サーバーをアップデートする前に、次の推奨事項に従ってください。
•

K1000 サーバーのバージョンの確認：このリリースをインストールするために必要な最小バージョンは
7.0（7.0.121306）です。使用しているアプライアンスで以前のバージョンが実行されている場合、リスト
されているバージョンにアップデートしてから、インストールに進む必要があります。
注: バージョン 7.1 の場合、K1000 のバージョン情報 リンクは ヘルプ パネルにあります。ページの
右上隅にある疑問符をクリックして、表示されるウィンドウの右下隅にある K1000 のバージョン情
報 をクリックします。

•

開始前のバックアップ：データベースとファイルをバックアップして、将来参照できるようにバックアッ
プを K1000 サーバ以外の場所に保存します。データベースとファイルのバックアップの詳細については、
『K1000 管理者ガイド』（https://support.quest.com/technical-documents/kace-systems-managementappliance/7.1/administrator-guide/）を参照してください。

アドバタイズされたアップデートを使用した
K1000 サーバーのアップデート
管理者コンソール の ダッシュボード ページまたは アプライアンスのアップデート ページで、アドバタイズされ
たアップデートを使用して、K1000 サーバをアップデートできます。
注意: アップデート中、K1000 サーバーを手動で再起動しないでください。
1.

データベースとファイルをバックアップします。詳細については、管理者ガイド（https://
support.quest.com/technical-documents/kace-systems-management-appliance/7.1/administrator-guide/）
を参照してください。

2.

アプライアンスの コントロールパネル に移動します。
•

アプライアンスで組織コンポーネントが有効化されていない場合は、設定 をクリックします。

•

アプライアンスで組織コンポーネントが有効化されている場合、K1000 システム管理コンソー
ル（http://K1000_hostname/system）にログインするか、ページの右上隅にあるドロップダウンリス
トから システム を選択し、設定 をクリックします。

3.

左側のナビゲーションバーで、アプライアンスの更新 をクリックして、アプライアンスの更新 ページを表
示します。

4.

更新の確認 をクリックします。
確認の結果がログに表示されます。

5.

更新プログラムが使用可能な場合は、更新 をクリックします。
重要: 最初の 10 分間、アップデートが解凍および検証されている間、一部のブラウザはフリーズし
たように見える場合があります。この間に、ページからの移動やページのリフレッシュ、またはペー
ジでブラウザのボタンをクリックすると、これらのアクションによって処理が中断されるため、この
間はこれらの操作を実行しないようにしてください。アップデートの解凍と検証の後、ログ ページ
が表示されます。また、アップデートが適用されている間、アプライアンスは 4 回再起動されます。
アップデートプロセス中のいずれの時点でも、アプライアンスを手動で再起動しないでください。
バージョン7.1が適用され、K1000サーバが複数回再起動します。進行状況が管理者コンソールに表示され
ます。
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アップデートの手動によるアップロードと適用
Questでアップデートファイルが公開されている場合は、そのファイルを手動でアップロードして、K1000サー
バを更新できます。
注意: アップデート中、K1000 サーバーを手動で再起動しないでください。
1.

データベースとファイルをバックアップします。詳細については、管理者ガイド（https://
support.quest.com/technical-documents/kace-systems-management-appliance/7.1/administrator-guide/）
を参照してください。

2.

ログイン資格情報を使用して、Questウェブサイト（https://support.quest.com/ja-jp/kace-systemsmanagement-appliance/download-new-releases）にログインし、K1000サーバの.kbinファイル（7.1
GA（一般向け）リリース用）をダウンロードして、ローカルに保存します。

3.

左側のナビゲーションバーで、アプライアンスの更新 をクリックして、アプライアンスの更新 ページを表
示します。

4.

手動によるアップデート セクションで次の操作を実行します。
a.

参照 または ファイルを選択 をクリックして、アップデートファイルを見つけます。

b.

アップデート をクリックし、はい をクリックして確認します。
注: アップデートの適用中、進捗を示す画面は表示されません。また、ブラウザがハングす
る可能性があります。この問題はバージョン7.1で解決していますが（「解決済みの問題」の
K1-19220の項を参照）、前バージョン（7.0）からアップデートするときにこの動作が依然とし
て発生します。

バージョン7.1が適用され、K1000サーバが複数回再起動します。管理者コンソールは、アップデートが完
了するまで利用できません。ブラウザウィンドウと管理者コンソールに進捗が表示されます。

アップデート後のタスク
アップデートが終わったら、アップデートが成功していることを確認し、必要に応じて設定を確認します。

正常に完了していることの確認
K1000 のバージョン番号を表示して、正常に完了していることを確認します。
1.

2.

アプライアンスの コントロールパネル に移動します。
•

アプライアンスで組織コンポーネントが有効化されていない場合は、設定 をクリックします。

•

アプライアンスで組織コンポーネントが有効化されている場合、K1000 システム管理コンソー
ル（http://K1000_hostname/system）にログインするか、ページの右上隅にあるドロップダウンリス
トから システム を選択し、設定 をクリックします。

ページの右上隅にある疑問符をクリックして、表示されるウィンドウの右下隅にある K1000 のバージョン
情報 をクリックして、現在のバージョンを確認します。
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セキュリティ設定の確認
セキュリティを強化するため、アップデート中は HTTP および FTP 経由のデータベースアクセスが無効になり
ます。データベースファイルへのアクセスにこれらの方法を使用している場合は、アップデートの後、必要に応
じてセキュリティ設定を変更します。
1.

アプライアンスの コントロールパネル に移動します。
•

アプライアンスで組織コンポーネントが有効化されていない場合は、設定 をクリックします。

•

アプライアンスで組織コンポーネントが有効化されている場合、K1000 システム管理コンソー
ル（http://K1000_hostname/system）にログインするか、ページの右上隅にあるドロップダウンリス
トから システム を選択し、設定 をクリックします。

2.

左のナビゲーションバーで セキュリティ設定 をクリックして、セキュリティ設定 ページを表示します。

3.

ページの上部で、次の設定を変更します。
◦

セキュアバックアップファイルの有効化：このチェックボックスをオフにすると、ユーザー
は、HTTP を使用して認証なしにデータベースバックアップファイルにアクセスできるようになりま
す。

◦

データベースアクセスの有効化：このチェックボックスをオンにすると、ユーザーは、ポート 3306
経由でデータベースにアクセスできるようになります。

◦

FTP 経由のバックアップの有効化：このチェックボックスをオンにすると、ユーザーは、FTP を使
用してデータベースバックアップファイルにアクセスできるようになります。
注意: これらの設定を変更するとデータベースのセキュリティが低下するため、推奨されません。

4.

保存 をクリックします。

5.

KBINアップグレードの場合のみ。アプライアンスへのルートパスワード（2FA）アクセスの難度を上げま
す。
a.

システム管理コンソールで、設定 > サポート の順にクリックします。

b.

サポート ページの トラブルシューティングツール で、2要素認証 をクリックします。

c.

2要素認証をサポート ページで、シークレットキーの置き換え をクリックします。

d.

トークンに関する記録を作成し、この情報を安全な場所に保管します。

テザリングが確立されている場合は、トークンがKACEサポートに提供される必要があります。詳細に
ついては、を参照してください。

追加のリソース
次の場所から、その他の情報を利用できます。
•

オンライン製品ドキュメント（https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/7.1/
technical-documents）
◦

技術仕様：製品のインストールや、最新バージョンへのアップグレードに必要な最小要件に関する情
報が記載されています。
物理アプライアンスの場合：https://support.quest.com/technical-documents/kace-systemsmanagement-appliance/7.1/technical-specifications-for-physical-appliances/ に移動します。
仮想アプライアンスの場合：https://support.quest.com/technical-documents/kace-systemsmanagement-appliance/7.1/technical-specifications-for-virtual-appliances/ に移動します。
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サービスとしてのKACEの場合：https://support.quest.com/technical-documents/kace-systemsmanagement-appliance/7.1/technical-specifications-for-kace-as-a-service/ に移動します。
◦

セットアップガイド：物理アプライアンスおよび仮想アプライアンスのセットアップに関する説明
が記載されています。https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/7.1/technicaldocuments に移動して、最新リリースのマニュアルを参照します。

◦

管理者ガイド：アプライアンスの使い方に関する説明が記載されています。https://
support.quest.com/technical-documents/kace-systems-management-appliance/7.1/administratorguide/ に移動して、最新リリースのマニュアルを参照します。

グローバル化
本項には、この製品を英語以外の構成でインストールして運用するための情報（北米以外のお客様が必要とす
る情報など）を記載しています。本項は、製品マニュアルの他の場所に記載されているサポート対象プラット
フォームや設定に関する資料の代わりとなるものではありません。
このリリースはユニコード対応であり、すべての文字コードをサポートしています。このリリースでは、すべ
ての製品コンポーネントを、同じまたは互換性のある文字エンコードを使用するように設定する必要があり、ま
た同じロケールと地域オプションでインストールする必要があります。このリリースは、次の地域での運用をサ
ポートすることを目的としています。北米、西ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中央および東ヨーロッパ、極東ア
ジア、日本。
このリリースは、以下の言語のローカライズ版が用意されています：フランス語、ドイツ語、日本語、ポルトガ
ル語（ブラジル）、スペイン語。

当社について
名前を超える存在
当社は情報技術をより促進するための探求をしています。IT管理の時間を短縮し、ビジネス革新に時間を費やせ
るようにするために、コミュニティ主導のソフトウェアソリューションを構築しています。データセンターのモ
ダナイゼーション、クラウドへの素早いアクセス、データ駆動型ビジネスを成長させるために必要な専門知識、
セキュリティ、およびアクセシビリティの提供をサポートします。革新の一部となるグローバルコミュニティへ
の Quest の促進と、顧客満足度を確実にするための当社のコミットメントを組み合わせることで、当社はお客
様に真のインパクトを与え、誇りとなるレガシーを残すソリューションを提供し続けます。当社は新しいソフト
ウェア企業に変化していくことで現状に挑戦しています。お客様のパートナーとして、情報技術が、お客様のた
めに、そしてお客様により設計されるよう、継続して取り組み続けます。それこそが当社のミッションであり、
一体となりこのミッションに取り組んでいます。新しいQuestにようこそ。当社とともに革新を促進させましょ
う。

当社のブランドとビジョンと、ともに。
当社のロゴは、革新、コミュニティ、サポートという当社のストーリーを反映しています。このストーリーの重
要な部分は、「Q」で始まります。これは技術的な精度と強度へのコミットを表している完全な円です。Qの空
間は、コミュニティと新しいQuestに欠けている部分、つまりお客様に参加していただく当社の必要性を象徴し
ています。
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Questへのお問い合わせ
セールスまたはその他のお問い合わせについては、https://www.quest.com/jp-ja/company/contact-us.aspxを参照
するか、1-949-754-8000までお電話ください。

テクニカルサポートのリソース
サポートポータルでは、迅速に独力で問題を解決するために使用できるセルフヘルプツールを年中無休（24時間
体制）でご利用いただけます。サポートポータルでは次のことを行うことができます。
•

サービスリクエストの送信と管理

•

サポート技術情報記事の表示

•

製品情報への登録

•

ソフトウェアと技術文書のダウンロード

•

説明ビデオの再生

•

コミュニティの討論への参加

•

サポートエンジニアとのオンラインチャット

•

製品のサポートサービスの表示

法律上の注意
Copyright 2017 Quest Software Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
This guide contains proprietary information protected by copyright. The software described in this guide is
furnished under a software license or nondisclosure agreement. This software may be used or copied only in
accordance with the terms of the applicable agreement. No part of this guide may be reproduced or transmitted in
any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording for any purpose other
than the purchaser’s personal use without the written permission of Quest Software Inc.
The information in this document is provided in connection with Quest Software products. No license, express or
implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property right is granted by this document or in connection
with the sale of Quest Software products. EXCEPT AS SET FORTH IN THE TERMS AND CONDITIONS
AS SPECIFIED IN THE LICENSE AGREEMENT FOR THIS PRODUCT, QUEST SOFTWARE ASSUMES
NO LIABILITY WHATSOEVER AND DISCLAIMS ANY EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTY
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Aliso Viejo, CA 92656
Trademarks
Quest, KACE, and the Quest logo are trademarks and registered trademarks of Quest Software Inc. in the
U.S.A. and other countries. For a complete list of Quest Software trademarks, please visit our website at
https://www.quest.com/jp-ja/legal/. All other trademarks, servicemarks, registered trademarks, and registered
servicemarks are the property of their respective owners.
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