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Quest® KACE®システム管理アプライ
アンス10.1リリースノート
このドキュメントは、KACE システム管理アプライアンス（SMA）バージョン 10.1 に関する情報が記載されて
います。

KACEシステム管理アプライアンス10.1に
ついて
KACE システム管理アプライアンス（SMA）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、仮想アプライアンスです。KACE SMAシリーズア
プライアンスの詳細については、https://www.quest.com/products/kace-systems-management-appliance/をご覧
ください。このリリースには、多くの新機能が搭載されており、問題が修正され、セキュリティが強化されてい
ます。
注: このドキュメントは、このリリース向けに翻訳された唯一のドキュメントです。管理者ガイドや製品
内のヘルプなど、その他のガイドは現時点ではローカライズされていません。この製品リリースには、
バージョン 10.0 が含まれています。

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

サービスデスク機能

•

エンドポイント通信機能

•

インフラストラクチャ機能

•

KACE GO モバイルアプリ機能

サービスデスク機能
このリリースの KACE システム管理アプライアンス（SMA）は、以下のサービスデスク機能を備えています。
•

ユーザーがサービスデスクキューに添付ファイルを追加できないようにする機能：このリリースから、ア
プライアンス管理者は、チケット添付ファイルの制限事項を適宜指定できるようになりました。これらの
制限は、キューの詳細 ページで設定できます。
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エンドポイント通信機能
このリリースの KACE システム管理アプライアンス（SMA）は、以下のエンドポイント通信機能と拡張機能を
備えています。
•

プラットフォームのサポート：サポートされるプラットフォームの既存のセットに、次のオペレーティン
グシステムが追加されています。
◦

エージェント管理対象デバイス：Mac OS X® 10.15、Linux Red Hat® Linux 8、Windows® 10
(Redstone 7) Fall 2019 update、Windows Server Fall 2019 Update、および Windows 10 IoT
Enterprise。

◦

エージェント不要の管理：Mac OS X 10.15、Linux Red Hat Linux 8、Windows 10 (Redstone 7) Fall
2019 update、Windows Server Fall 2019 Update、Windows 10 IoT Enterprise、および Fedora®
30。

詳細については、KACE SMA の『仮想アプライアンスの技術仕様』を参照してください。
•

パッチ検出の改善。パッチ検出速度を最適化するために、アプライアンスは各パッチの Windows 検出
ファイルを個別にダウンロードするのではなく、ローカルで圧縮 / 解凍するようになりました。

インフラストラクチャ機能
このリリースのKACEシステム管理アプライアンス（SMA）は、以下のインフラストラクチャ機能と拡張機能を
備えています。
•

アップグレード関連情報が関連ページに追加されました。アップグレードバンドルのダウンロード後、シ
ステム管理コンソール の アプライアンスの更新 ページには、アップグレードの簡単な説明が表示される
ようになり、パッケージの内容を説明しています。さらに、重要なアップグレードが利用可能になると、
ダッシュボードとリストページに警告が追加されます。

•

資産ステータス が デバイス ページに表示されます。管理者コンソール の デバイス リストページに
は、資産ステータス 列がデフォルトで表示されるようになりました。したがって、リストされた各デバイ
スのステータスをすばやく確認できます。

KACE GO モバイルアプリ機能
このリリースの KACE システム管理アプライアンス（SMA）は、以下の KACE GO 機能と拡張機能を備えてい
ます。
•

バーコードスキャンの改善：このリリースから、バーコードのスキャン時に、画面の右下隅にあるアイコ
ンをタップして、デバイスのフラッシュライトをオンにできるようになりました。バーコードが検出され
ると、デバイスが振動します。

•

Security Assertion Markup Language（SAML）シングルサインオンのサポート。SAML は、ID とサービス
プロバイダの間でセキュリティトークンを渡す XML ベースのプロトコルです。アプライアンスで SAML
が有効化され、設定されており、さらに ID プロバイダ（IDP）にログインしている場合、KACE SMA
ユーザー資格情報を入力しなくても KACE GO にログインできます。アプライアンスで SAML を設定する
方法の詳細ついては、KACE SMA の『管理者ガイド』を参照してください。

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。
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解決済みの問題
解決済みの問題

問題 ID

ラベルが多い場合、ラベル管理リストページのパフォーマンスが低下する可能性が
あります。

K1-20809

ユーザーが Number of Records Analyzed（分析対象のレコードの数） フィールドを
含めて作成したウィザードレポートには、重複行が含まれている可能性がありまし
た。

K1-20778

KACE パッチを適用すると、Apple Software Update の設定が KACE をポイントした K1-20774
ままになり、ソフトウェアの更新を手動で実行できなくなる可能性がありました。
新しい 10.1 エージェントは、パッチの実行でこれが検出された場合、設定をリセッ
トします。
レポート：Computer List grouped by Operating System（オペレーティングシステム K1-20772
別にグループ化されたコンピュータリスト） では、重複行が表示されました。
OS が PID をリサイクルするというまれな環境で、SQL Server プロセスを、エー
ジェントが終了すべきではないプロセスのリストに追加すると、エージェントはそ
れを SQL Server プロセスの親であると判断していました。

K1-20771

アプライアンスに古いエージェントビルドのデータがあった場合、Computer with
agent out of compliance report（エージェントのコンプライアンス違反レポートを記
録しているコンピュータ） で、誤検出が発生する可能性がありました。

K1-20770

パッチ Smart Label で 編集 をクリックすると、誤ったラベルに移動したり、PHP エ K1-20769
ラーが発生したりする可能性がありました。
パッチ未適用デバイスのカウントにより、パッチカタログの読み込みに時間がか
かっていました。

K1-20768

ユーザーポータルでは、ローカルユーザーのマシンがドロップダウンメニューに表
示されないことがありました。

K1-20767

サービスデスク：CC チケットユーザーは、CC リストの最初のユーザーとしてリス
トされていなかった場合、チケットに返信できませんでした。

K1-20766

複数の組織があり、SAML が有効になっているのはサブセットのみである場
合、SAMLを使用してログインできませんでした。

K1-20765

アーカイブの高度な検索では、MySQL 構文エラーが発生しました。

K1-20762

HTML の書式は、プロセスの一部である親チケットおよび子チケットから削除され
ました。

K1-20761

複数の CPU を搭載したコンピュータの場合、KACE パッチが WMI でパッチを正し
く検出しないことがありました。

K1-20759

SSL が有効になっている場合でも、Apache サーバーのステータス情報は一般公開さ K1-20753
れていました。
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解決済みの問題

問題 ID

バージョン 10.0 では、コンピュータのシャーシタイプとして、ノートブック と
ノート PC の両方が表示される可能性がありました。以前のアプライアンスバー
ジョンの場合と同様に、現在これらはノート PC で統一されています。

K1-20748

所有者のみ E メールトークンを正しく処理しましたが、トークンがコメントから削
除されませんでした。

K1-20747

チケットやチケットのコメントを E メールで処理する際に、不要なスペースが追加
されることがありました。

K1-20739

SQL Server のパッチがサポートされるようになりました。

K1-20736

10.1 KACE エージェントは、Mac に Munki をデフォルトではインストールしなくな
りました。Munki は、KACE パッチが Mac で使用されている場合にのみインストー
ルされます。KACE でパッチを適用するか、独自のプロセスを使用することをお勧
めしますが、両方は推奨されません。

K1-20735

チケットテンプレートは、以前のブラウザでは正しく表示されませんでした。

K1-20683

SLA（サービスレベル契約）の期日なしに別の優先度が選択された場合、期日が再設 K1-20680
定されませんでした。
一部の組み込みレポートは、KACE パッチに変換されませんでした。

K1-20679

E メールでのチケット作成時に、不要な余白やスペースが追加されることがありま
した。

K1-20678

KACE GO モバイルアプリ：チケットの作成時に、キューの所有者に通知が送信され K1-20662
ませんでした。
処理中にチケットアーカイブやパージのエラーが発生した場合、または組織のアー
カイブジョブやパージジョブが重複していた場合、アーカイブとパージが完了しな
い可能性がありました。

K1-20659

KACE GO：送信者 フィールドが読み取り専用とマークされていた場合、サービスデ K1-20648
スクはチケットの作成を許可しませんでした。
API キーが指定されている場合、Lenovo 保証の検索が失敗しました。この操作を行
うために、リクエストフォーマットが 10.1 で修正されています。

K1-20639

NAT（ネットワークアドレス変換）アドレスの使用時に、IP ベースの組織フィルタ
が想定どおりに機能しないことがありました。

K1-20608

CSV にエクスポートすると、ソフトウェアインベントリにエラーが表示されまし
た。

K1-20595

Web ベースの E メールクライアントを使用してチケットに返信した場合、区切り文
字の下にある E メールスレッドがコメント返信に表示されないことがありました。

K1-20592

カスタムチケットルールによる概要の更新を、想定どおりに実行できないことがあ
りました。

K1-20580
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解決済みの問題

問題 ID

Patch Schedule Timezone（パッチスケジュールタイムゾーン） が エージェント に
設定されていた多くのマシンで、パッチステータスに「スケジュールなし」と「エ
ラー」が表示されました。

K1-20560

HTML コメントエディタは、特殊文字（コードブロックなど）を含む特定のシナリ
オを適切に処理しませんでした。

K1-20493

チケットの HTTP URL E メール変数で、80 が使用可能であるにもかかわらず
HTTPS が表示されました

K1-20480

7.1 より前のエージェントの場合、概要ページ警告メッセージの誤ったトリガが報告
されました。

K1-20411

末尾にスペースがあるファイルを、スクリプトの ファイルのアップロード 機能で
アップロードすると、このファイルにアクセスできなくなりました。

K1-20392

より厳密な PCI コンプライアンスのために HTTP レスポンスヘッダーが改善されて
います。

K1-20112

ユーザーが アクションの選択 ドロップダウンリストからステータスを変更した場
合、プロセスの親チケット が終了しませんでした。

K1-19691

レプリケーションからペイロードを取得する際に Dell アップデートが失敗しまし
た。この問題は 10.1 エージェントで修正されています。

K1-19510

Dell XPS モデルが Dell アップデートでサポートされていませんでした。

K1-19282

期日の変更時に、チケットの SLA 通知が誤って送信される可能性がありました。

K1-19259

デバイス リストページの高度な検索で、OS 名 の代わりに 名前 が使用されました。 ESMP-7094
デバイス リストページのコンテンツを 前回のインベントリ で並べ替えて CSV にエ
クスポートすると、エラーが表示されました。

ESMP-7057

廃止されたパッチラベル警告が、表示されるべきでないときに表示されました。

ESMP-7055

LDAP インポートと SAML を同時に有効にすると、ユーザーが重複することがあり
ました。

ESMP-7054

レポート：Computers with Agents Out of Compliance（エージェントのコンプライア ESMP-7047
ンス違反を記録しているコンピュータ） に、誤ったエージェントバージョンが表示
されることがありました。
APFS（Apple ファイルシステム）が「/」にマウントされていました。この問題は、 ESMEC-3600
エージェント不要インベントリを使用して Mac で正しくレポートされるように修正
されています。
KACE MDM（Mobile Device Manager）と KACE SMA によって管理される Mac デ
バイスには、管理者コンソール の Wake on LAN オプションがありませんでした。

ESMEC-3598

KACEシステム管理アプライアンス10.1リリースノート
解決済みの問題

7

解決済みの問題

問題 ID

Oracle Enterprise Linux デバイスをエージェント不要デバイスとして自動的にプロビ ESMEC-3592
ジョニングできませんでした。
Lenovo 保証の検索は、10.1 エージェントで追加情報を取得することで強化されてい ESMEC-3532
ます。一部のデバイスでは、Lenovo 保証を取得するためにこの機能が必要です。
仮想 MAC デバイスでエージェント不要インベントリを実行すると、空のバッテリレ ESMEC-3527
コードが追加されました。
キューの所有者は、所有していないチケットに返信できませんでした。

ESMAS-4710

サービスデスクチケットで、リンク内のトークン $ticket_url が機能しませんでし
た。

ESMAS-4709

サービスデスクの E メールで、件名に表示される $ticket_number が正しくないこと
がありました。

ESMAS-4708

キュー設定（リソースとして設定）でのチケットテンプレートのインポートおよび
エクスポートは、サポートされていませんでした。

ESMAS-4631

資産 API に添付ファイルを追加できませんでした。

ESMAS-4618

既知の問題
このリリースの時点では、既知の問題はありません。

システム要件
KACE SMA 10.1 をインストールするために必要な最小バージョンは 10.0 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。
KACE SMA エージェントをアップグレードするために必要な最小バージョンは 9.0 です。KACE SMA 10.1 で最
新のエージェントバージョンを実行することをお勧めします。
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、サポートが必要な場合 を
クリックします。表示されるヘルプパネルの下部で、丸で囲まれた i ボタンをクリックします。
バージョン 10.1 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、KACE SMAの技術仕様で確認できます。
•

仮想アプライアンスの場合：https://support.quest.com/technical-documents/kace-systems-managementappliance/10.1-common-documents/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/10.1-common-documents/technical-specifications-for-kace-as-a-service/ に移動し
ます。
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製品ライセンス
現在KACE SMA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KACE SMA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10.1の製品ライセンスは、バージョン6.3以降を実行するKACE SMAアプライアンスでのみ
使用できます。バージョン10.1のライセンスは、KACE SMAの旧バージョン（6.0など）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
このバージョンを適用するには、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。
•

更新の準備

•

アドバタイズされたアップデートを使用したKACE SMAサーバのアップデート

•

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
注: 特定のソフトウェアを実行しているデバイスのソフトウェア検出とインストール数の正確性を確保す
るため、KACE SMA 7.0リリースから、ソフトウェアカタログがアップグレードごとに再インストールさ
れます。

更新の準備
KACE SMAサーバ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。
•

KACE SMA サーバーバージョンの確認：
KACE SMA 10.1 をインストールするために必要な最小バージョンは 10.0 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。
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、サポートが必要な
場合 をクリックします。表示されるヘルプパネルの下部で、丸で囲まれた i ボタンをクリックします。

•

KACE SMA エージェントのバージョンの確認。
KACE SMA エージェントをアップグレードするために必要な最小バージョンは 9.0 です。KACE SMA
10.1 で最新のエージェントバージョンを実行することをお勧めします。

•

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KACE SMA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、『管理者ガイド』
（https://support.quest.com/technical-documents/kace-systems-management-appliance/10.1-commondocuments/administrator-guide/）を参照してください。

•

ポート 52231 が使用可能であることの確認。
.kbin をアップグレードする前に、ポート 52231 を使用して、KACE アップグレードコンソール ページに
アクセスできるようにする必要があります。このポートを使用可能にせずにアップグレードが開始され
た場合、アップグレードの進行状況を監視することはできません。Quest KACE では、信頼できるシステ
KACEシステム管理アプライアンス10.1リリースノート
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ムからポート 52231 を介した SMA へのトラフィックを許可し、アップグレードコンソールからアップ
グレードを監視することを強く推奨します。アップグレードコンソールにアクセスしない場合、アップグ
レードはタイムアウトしたとして、ブラウザに表示されるアクセスできないページにリダイレクトされま
す。これにより、ユーザーはアップグレードによりシステムがクラッシュしたと判断して、ボックスを再
起動することになりますが、実際にはアップグレードはまだ進行中です。アップグレードの進行状況が不
明な場合、KACE サポートに連絡してください。また、アプライアンスを再起動しないでください。

アドバタイズされたアップデートを使用した
KACE SMAサーバのアップデート
管理者コンソールの ダッシュボード ページまたは アプライアンスの更新 ページで、アドバタイズされたアップ
デートを使用してKACE SMAサーバをアップデートできます。
注意: アップデート中、KACE SMAサーバ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/10.1-common-documents/
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、アプライアンスの システム管理コ
ンソール にログインします。（http://KACE_SMA_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。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 10.1 が適用され、KACE SMA サーバーが再起動します。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。

6.

サーバのアップグレードが完了したら、すべてのエージェントをバージョン 10.1 にアップグレードしま
す。

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、KACE SMA
サーバを更新できます。
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注意: アップデート中、KACE SMAサーバ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/10.1-common-documents/
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/kace-systemsmanagement-appliance/download-new-releases）にログインし、KACE SMAサーバの.kbinファイル（10.1
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。

バージョン 10.1 が適用され、KACE SMA サーバーが再起動します。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。
5.

サーバのアップグレードが完了したら、すべてのエージェントをバージョン 10.1 にアップグレードしま
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
KACE SMA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、アプライアンスの システム管理コ
ンソール にログインします。（http://KACE_SMA_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。

現在のバージョンを検証するには、ページの右上隅にある サポートが必要な場合 をクリックし、表示され
るヘルプパネルの下部で、丸で囲まれた i ボタンをクリックします。
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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、アプライアンスの システム管理コ
ンソール にログインします。（http://KACE_SMA_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。

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/10.1/
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。
仮想アプライアンスの場合：https://support.quest.com/technical-documents/kace-systemsmanagement-appliance/10.1-common-documents/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/10.1-common-documents/technical-specifications-for-kace-as-a-service/ に移
動します。
◦

セットアップガイド：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/10.1/technical-documents 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/10.1-commondocuments/administrator-guide/ に移動して、最新リリースのマニュアルを参照します。

グローバリゼーション
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、次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
Quest は、急速に変化するエンタープライズ IT の世界にソフトウェアソリューションを提供しています。デー
タの急増、クラウドの拡張、ハイブリッドデータセンター、セキュリティの脅威、規制要件によって生じる課題
を簡素化することができます。当社は、Fortune 500 企業の 95 % や Global 1000 企業の 90 % など、100 か国
130,000 社にサービスを提供するグローバルプロバイダです。1987 年以来、データベース管理、データ保護、ID
およびアクセス管理、Microsoft プラットフォーム管理、統合エンドポイント管理などのソリューションのポート
フォリオを構築してきました。Quest を使用することで、組織は IT 管理に費やす時間を短縮し、ビジネスの革新
により多くの時間を費やすことができます。詳細に関しては、「www.quest.com」を参照してください。

テクニカルサポートのリソース
Quest の有効なメンテナンス契約をお持ちのお客様、および試用版をお持ちのお客様は、テクニカルサポートを
ご利用いただけます。Quest サポート ポータルは、https://support.quest.com からアクセスできます。

KACEシステム管理アプライアンス10.1リリースノート
テクニカルサポートのリソース

13

サポートポータルは、問題を迅速に自身で解決するのに使用できるセルフヘルプツールを提供しており、毎日24
時間アクセスできます。このサイトでは、以下の操作を実行できます。
•

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
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凡例
注意: 注意アイコンは、指示に従わなかった場合に、ハードウェアの損傷やデータ損失につながる可能性
があることを示します。
重要、注、ヒント、モバイル、またはビデオ: 情報アイコンは、補足情報を表しています。
KACEシステム管理アプライアンスリリースノート
更新日 - 2019 年 11 月
ソフトウェアバージョン - 10.1
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