KACE®システム導入アプライアンス8.0

リリースノート

目次
Quest® KACE®システム展開アプライアンス8.0リリースノート.......................................................... 3
このリリースについて..................................................................................................................... 3
新機能と拡張機能.............................................................................................................................3
解決済みの問題................................................................................................................................ 4
既知の問題....................................................................................................................................... 6
システム要件....................................................................................................................................9
製品ライセンス.............................................................................................................................. 10
インストール手順...........................................................................................................................10
更新の準備..............................................................................................................................10
通知更新を使用したアプライアンスの更新........................................................................... 11
アップデートの手動によるアップロードと適用....................................................................11
追加のリソース.............................................................................................................................. 12
グローバリゼーション................................................................................................................... 12
当社について..................................................................................................................................12
テクニカルサポートのリソース............................................................................................. 12
法的情報................................................................................................................................. 13

KACE システム導入アプライアンス8.0リリースノート

2

Quest® KACE®システム展開アプライ
アンス8.0リリースノート
このリリースノート文書は、Quest KACE システム展開アプライアンスバージョン 8.0 に関する情報を提供しま
す。

このリリースについて
KACE システム展開アプライアンスは、イメージのキャプチャと展開を行うためのネットワーク中心のソリュー
ションを提供します。KACE システム展開アプライアンスは、1 つの管理者コンソールからシームレスな、
クロスプラットフォームのイメージングソリューションを提供します。これにより、ユーザーは、Microsoft®
Windows®、Apple® OS X®、Red Hat、CentOS、Ubuntu Linux プラットフォームをプロビジョニングできま
す。また、ユーザーは1台のデバイスまたは同時に複数のデバイスに、設定ファイル、ユーザープロファイル、
およびアプリケーションをイメージとして展開できます。
このアプライアンスは、同種および異種の両方のハードウェア環境における展開を自動化するのに必要なツール
を提供し、マルチキャスト機能とタスクエンジン機能により、大規模なイメージ展開を高い信頼性で実現できま
す。ビルトインのドライバフィードにより、ビジネスクラスモデルマシン用の Dell ドライバをダウンロードでき
ます。他のメーカーのドライバは手動で簡単に追加できます。KACE システム展開アプライアンスを KACE シス
テム管理アプライアンスと統合して、KACE システム管理アプライアンスインベントリ内のデバイスをイメージ
ングすることもできます。KACE システム展開アプライアンスは、仮想アプライアンスとして使用できます。
KACE システム展開アプライアンスバージョン 8.0 は製品のメジャーリリースであり、新機能、拡張機能、問題
解決が含まれています。
注: これは、このリリースで翻訳されている唯一の文書ですが、ローカライズされたタイプには、問題解
決、拡張機能、既知の問題に関する情報は含まれません。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。バージョン 7.0 の文書が含まれています。

新機能と拡張機能
次の新しい機能と拡張機能がこのリリースに組み込まれています。
新機能と拡張機能
機能

問題 ID

展開、ドライバフィード、リモートサイトアプライアンス（RSA）の同期など、手
動プロセスが実行されていることを通知するユーザーインターフェイス通知サブス
クリプションが使用できるようになりました。

ESMEA-5719

展開、RSA の同期、ドライバフィード、アップグレード、日次レポートなど、スケ
ジュールされたプロセスについて通知する E メール通知サブスクリプションを使用
できるようになりました。この機能には、外部 SMTP 設定が含まれます。

ESMEA-5598

コンピュータ名の取得 / 設定 が、アプライアンスのデフォルトの命名規則になりま
した。wsname などのタスクや、コンピュータ名の収集 / 適用 タスクは、除去され

ESMEA-5717
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機能

問題 ID

ます。レガシーの コンピュータ名の収集 タスクと コンピュータ名の適用 タスクを
削除できるようになりました。
アプライアンスで、clientdrop 共有を介して Windows および Linux の .iso ファイル
をインポートできるようになりました。

ESMEA-5716

SDA ステータス概要 レポートに、新しい機能項目（Linux タスクグループ、ユー
ザーテーマ、ライセンス数データ、ドライバフィード自動更新、サーバセッション
タイムアウト、ブルートフォース検出 など）が追加されました。

ESMEA-5702

ドライバフィード からインストールされているドライバを自動的に更新できるオプ
ションが追加されました。

ESMEA-5596

KACE システム展開アプライアンスから自動的に同期されるようになったた
め、RSA 上の ライセンスキー フィールドが読み取り専用になりました。

ESMEA-5595

KACE Media Manager で KBE Advisor を有効または無効にするオプションが追加さ
れました。

ESMEA-5587

RSA 上で、同期されたユーザー状態が表示されるようになりました。

ESMEA-5583

RSA 上でキャプチャされたユーザー状態は、インポートまたはエクスポートできま
す。

ESMEA-4391

RSA の初期設定に改善が加えられました。RSA を KACE システム展開アプライア
ンスに自動的にリンクおよび追加できるようになりました。

ESMEA-5062

アプライアンスで、Linux タスクグループを作成できるようになりました。

ESMEA-4975

このバージョンから、タスクグループを複製できるようになりました。

ESMEA-4463

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。
解決済みの問題

問題 ID

RSA mass upgrade option did not ask for confirmation.

K2-7524

Charlie Root email information was moved to Appliance Logs.

K2-7522

The Collect Computer Name and Apply Computer Name tasks have been
deprecated. They remain on an appliance if attached to a deployment, but can be
deleted at any time. If not attached to a deployment the tasks are removed.

K2-7520

Source Media fingerprint did not match the Boot Environment fingerprint

K2-7500

A .wim file did not show up in the clientdrop share if the extension was in all capital
letters.

K2-7498
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解決済みの問題

問題 ID

The Dell Driver Feed Settings page did not automatically refresh driver feed
information after a successful update.

K2-7491

The length of the name field on numerous pages has been increased to 60
characters.

K2-7485

The name field on numerous pages was increased to 60 characters.

K2-7478

The KBE footer showed the wrong information for Boot Mode on a legacy BIOS
system.

K2-7476

Media Manager did not properly remove the mapping to the drive when a KBE build
failed.

K2-7464

Media Manager reported an Invalid Windows directory when uploading Linux.

K2-7460

Media Manager gave a wrong error when uploading to an IP that is not the KACE
Systems Development Appliance.

K2-7459

It was not possible to sync an RSA even though the appliance versions matched.

K2-7458

RSA mass upgrade option did not check the RSA version prior to sending the
upgrade .kbin file.

K2-7457

Clicking an image detail on an RSA of a synced image caused a page not found
error.

K2-7455

RSA detail page was locked because the status thought it was still upgrading

K2-7452

RSA License status message said linking key instead of license key.

K2-7448

RSAs were not getting updated license keys from the appliance.

K2-7447

The password field for Linux Scripted Install Wizard was not validated.

K2-7438

Scripted Install Wizard was causing Microsoft Windows Server 2019 to fail due to an
XML validation.

K2-7434

Scripted Install Source Media field was showing Image Files.

K2-7432

Typo appeared in the remote site detail success banner for save and sync on RSA.

K2-7430

Library widget was showing wrong count numbers for all source media.

K2-7428

The appliance was failing to mount a slice of the disk after a reboot when offboard
storage was enabled.

K2-7416

Changed wording in dialog box for Media Manager when password is incorrect.

K2-7415

Scripted installations appeared as system images on the Export List page.

K2-7357
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解決済みの問題

問題 ID

RSA was not displaying the reboot page properly.

K2-7315

Appliance tasks were duplicating when a deployment was saved.

K2-7281

Driver Feed Settings page was not updating when exception file was downloaded.

K2-6094

既知の問題
次に示しているのは問題の一覧です。これには、サードパーティ製品に属する問題、リリース時点で存在が認識
されている問題が含まれます。
既知の問題

問題 ID

When a task fails in the KACE Boot Environment (KBE), and you click Cancel
Deployment, the deployment does not move to the Audit Log.

K2-7530

No error warning is displayed when uploading a KBE to the Remote Site Appliance
(RSA).

K2-7528

Upgrading with Hyper-V does not always mount the appropriate disk partition

K2-7527

First KBE upload is not being set as the default.

K2-7519

CentOS 8 deployments fail when the repository cache is enabled.

K2-7517

Imported KBE is not set as the default if no other KBE exists on the appliance.

K2-7516

Network media is not properly translated.

K2-7515

The traceroute troubleshooting tool is not working when invoked from the
Administrator Console in some environments.

K2-7513

Imported Managed Installation can have wrong size.

K2-7497

VNC fails to show command windows on Microsoft Windows 10 PE (Pre-installation
Environment) 2004, in 32- or 64-bit KBEs.

K2-7495

Automated deployment drop-down does not show deployment names when there is
no boot environment set as a default.

K2-7490

When a tasks fails, the next tasks shows as being in progress.

K2-7479

It is not possible to enable SSL (secure socket layer) using an existing SSL certificate K2-7442
and key on the KACE Systems Deployment Appliance and RSA.
Multi-byte locale translation is broken on a KBE.

K2-7441

RHEL (Red Hat Enterprise Linux ) and CentOS 7 manual deployment ends in dracut.

K2-7439

KACE システム導入アプライアンス8.0リリースノート
既知の問題

6

既知の問題

問題 ID

DeployUserStates.vbs fails in a custom deployment.

K2-7437

The filter tasks box is skewed when browser size is decreased.

K2-7435

UEFI ISO KBE forces the user to press a key to boot from it.

K2-7380

An appliance iPXE error is reported: no configuration methods succeeded.

K2-7271

Custom Deployment does not display User States for deployment.

K2-7266

Remote Site Detail page takes a long time to timeout if RSA is unavailable.

K2-7246

The appliance USMT should use SID (security identifier) instead of the user name to
avoid unexpected results while scanstate runs.

K2-7244

Certain task types cause screens to appear in front of the KBE page.

K2-7158

Klonewin stops responding due to network instability issue during file copying phase.

K2-7124

After importing an MI created with All Operating System checkbox selected on the
KACE System Management Appliance (SMA), the Runtime Environment is displayed
as Windows on the KACE SDA server.

K2-7000

When importing same packages, duplicate entries are created on the appliance.

K2-6964

Online USMT Scan and Offboard Package Transfer fails if SMB v.1 is disabled on the K2-6775
target.
Workaround: Use the USMT Advisor tool, downloadable from the Support Portal or
Library Overview page. This tool helps with common issues encountered during this
process.
VMware virtual machines with multiple vCPUs (virtual central processing units)
cannot PXE-boot to a legacy iPXE.

K2-6769

For more information, read the following KB article: https://support.quest.com/kacesystems-deployment-appliance/kb/232911
Building a USB key for a system image does not update status message.

K2-6742

Incomplete logs are created for deployment of MAC K-Images/ASR Images.

K2-6669

After clicking New boot action for a Mac OS NetBoot on the Boot Environment Detail
page, on the Automated Detail page that appears, the Deployment field is not set, as
expected.

K2-6665

Some models freeze during the initializing device stage and do not display the KBE
menu during an UEFI PXE boot.

K2-6552

A Mac OS client device is unable to boot in NetBoot from an RSA, when the RSA is
on offboard data store.

K2-6502
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既知の問題

問題 ID

The path for drivers in the Driver Feed are not always unique which causes problems
for Driver Feed widgets.

K2-6495

Japanese user profile is not listed in Available Profile List.

K2-6492

The NetBoot login screen is displayed on the client machine when deploying a Mac
OS X 10.11, ASR (Apple Software Restore)/K-Image, and the boot action is set.

K2-6479

Workaround: It is recommended for users to wait until the NetBoot environment has
completed the pre-processing steps for Mac OS X 10.11, which occur when the login
screen displays the password box and the KACE SDA IP at the bottom of the screen.
Also, the deployment progress can be observed in the KACE SDA Administrator
Console.
If a login is attempted before these processes are complete, the KACE SDA imaging
utility is not shown on dock and the user will need to reboot into the NetBoot
environment.
Imaging to Serial Attached SCSI (SAS) drives is extremely slow, five hours or longer.

K2-6476

Imported ASR image deployments fail if no ASR images were captured from the
KACE SDA.

K2-5758

注: The appliance creates the ImageStore directory for ASR images captured
from the appliance.
Workaround: Create the ImageStore folder in the petemp directory.
The System Image Detail page does not remain locked until the USB creation
process is complete.

K2-5586

The Date and Time Settings page should follow the language region date format.

K2-5509

When deploying a dual or multiple partition WIM image through multicast instead of
unicast, only the first partition deploys.

K2-5393

Workaround: A workaround is available for this issue. For more information, read the
following KB article:
https://support.quest.com/kace-systems-deployment-appliance/kb/212975
Resizing the columns width functionality does not work for certain columns on some
list pages.

K2-5277

The Offboard Storage Error Message in the Initial Configuration Wizard should be
moved into the same error message box used in other pages.

K2-5198

Detail View should highlight selected row in data table .

K2-5115

In French, the button for "start upload" is truncated in Mac Media Manager.

K2-4558

A Mac client machine is unable to Netboot when SSL, DHCP, Netboot Server is
enabled, and the KACE SDA server with expandable storage configured as NAS
(network attached storage).

K2-4557
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既知の問題

問題 ID

Applying computer name sets a blank computer name when an ASR is deployed
which contains no computer name.

K2-4551

Mac OS Join Domain Post-Installation Task script does not check for valid host name
assignment, and does not exit with status code of zero '0' if does not find a host
name, as expected.

K2-4528

Non-ASCII KACE Systems Management Appliance (SMA) Managed Installation (MI)
package name is garbled on the package import list.

K2-4381

Invalid date is allowed for the Run once, on option while creating or updating a
scheduled boot action.

K2-4197

No error message is displayed on Mac Media Manager when NetBoot passwords
entered do not match.

K2-3713

Non-English offline user state from Windows 8 is not scanned for K-Image or scripted
installation.

K2-3555

lagg0 does not appear in munin.

K2-3500

Intermittently when booting from a USB, the machine freezes while starting Windows.

K2-3477

When switching between linked appliances, the drop-down list in the top-right corner K2-3241
of the Administrator Console should display only the linked appliances instead of all
of the appliances to which you logged in to using single sign on (SSO) from the KACE
SDA.
When KACE SMA and KACE SDA are linked together, two boot actions are created
for client machine with two network interface cards (NICs).

K2-3226

Clicking Remove local files not in image does not remove local files from non-system
drive.

K2-2855

Performing a NetBoot into the KACE SDA box assigns two IP addresses to the client.

K2-1157

システム要件
バージョン 8.0 をインストールするために必要な最小バージョンは、7.2（7.2.97）です。アプライアンスが以前
のバージョンを実行している場合、このメジャーリリースをインストールする前に記載されているバージョンに
更新して、アップデートをインストールした後にアプライアンスを再起動する必要があります。アプライアンス
のバージョン番号を確認するには、KACE システム展開アプライアンスの管理者コンソールにログインして右に
ある サポートが必要な場合 ペインを開き、アプライアンスについて アイコンをクリックします。
バージョン 8.0 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。この要件は、次の KACE システム展開アプライアンスの技術仕様で確認できま
す：http://support.quest.com/technical-documents/kace-systems-deployment-appliance/8.0-common-documents/
technical-specifications-for-virtual-appliances/.
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製品ライセンス
現在 KACE システム展開アプライアンス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 システム展開アプライアンスを使用している場合は、アプライアンスの『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、適切なガイドにアクセスします。
注: バージョン 8.0 の製品ライセンスは、バージョン 8.0 以降の KACE システム展開アプライアンスでの
み使用できます。バージョン 8.0 のライセンスは、7.0 など以前のバージョンの KACE システム展開アプ
ライアンスを実行するアプライアンスでは使用できません。
注: アップグレードする前に SDA ステータス概要レポート を確認して、現在のメンテナンスステータス
が有効で期限切れでないことを確認します。このレポートは、監査ログ > レポート の下にあります。

インストール手順
アプライアンスを更新するには、通知更新を使用するか、アップデートファイルを手動でアップロードします。

更新の準備
KACE システム展開アプライアンスを更新する前に、次の要件を満たしていることを確認します。
•

現在のバージョン：KACE システム展開アプライアンス 8.0 をインストールするために必要な最小バー
ジョンは、7.2（7.2.97）です。アプライアンスのバージョン番号を確認するには、KACE システム展開ア
プライアンスにログインし、アプライアンスについて アイコンをクリックします。以前のバージョンのア
プライアンスをお使いの場合、8.0 のインストールを行う前に記載されているバージョンに更新する必要
があります。

•

ディスク領域：KACE システム展開アプライアンスでは 20 % 以上の空きディスク領域が必要になりま
す。

その他の推奨事項：
•

十分な時間の確保：150 MBを超えるようなサイズが大きいデータベースの場合、更新プロセスに数時間か
かる可能性があります。

•

開始前のバックアップ：次のサポート技術情報の記事で説明されている手順を使用して、アプライアンス
のすべてのアイテムをエクスポートします。
◦

KACE Systems Deployment Appliance Backup Best Practices（KACE システム展開アプライアンス
のバックアップのベストプラクティス）

◦

SDA システム展開アプライアンスのデータバックアップ方法

•

SSHの有効化：KACE システム展開アプライアンスの管理者コンソールの セキュリティ設定 セクション
で、SSH を有効にします。

•

KACE システム展開アプライアンスサーバの再起動：アプライアンスのメンテナンス 設定ページで、更新
する前に KACE システム展開アプライアンスサーバを再起動します。
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通知更新を使用したアプライアンスの更新
アプライアンスを更新するには、アプライアンスの ダッシュボード ページまたは管理者コンソールの アプライ
アンスのメンテナンス ページで、通知される更新プログラムを使用してください。
注意: 更新中は、アプライアンスを手動で再起動しないでください。
1.

次のサポート技術情報の記事で説明されている手順を使用して、KACE システム展開アプライアンスのす
べてのアイテムをエクスポートします。
◦

KACE Systems Deployment Appliance Backup Best Practices（KACE システム展開アプライアンス
のバックアップのベストプラクティス）

◦

SDA システム展開アプライアンスのデータバックアップ方法

2.

左側のナビゲーションバーで、設定 をクリックしてメニューを展開し、次に アプライアンスのメンテナ
ンス をクリックして アプライアンスのメンテナンス ページを表示します。ページの下部までスクロール
し、再起動 をクリックします。確認 ダイアログで はい をクリックしてサーバを再起動します。

3.

左側のナビゲーションバーで、設定 をクリックしてメニューを展開し、次に アプライアンスのメンテナン
ス をクリックして「アプライアンスのメンテナンス」ページを表示します。

4.

更新の適用 をクリックしてアップグレードプロセスを開始します。
アプライアンスの更新に必要な時間は KACE システム展開アプライアンスにあるコンテンツによって異な
ります。手動でアプライアンスをハードシャットダウンしないでください。また、アプライアンスはアッ
プグレードプロセス実行中に、完了するまで自動的に（数回の可能性あり）再起動します。

5.

サーバ更新の確認 をクリックします。
アップグレードが完了すると、アプライアンスは自動的に再起動します。

アップデートの手動によるアップロードと適用
Quest KACE でアップデートファイルが公開されている場合、ファイルを手動でアップロードしてアプライアン
スを更新できます。
注意: 更新中は、アプライアンスを手動で再起動しないでください。
1.

次のサポート技術情報の記事で説明されている手順を使用して、KACE システム展開アプライアンスのす
べてのアイテムをエクスポートします。
◦

KACE Systems Deployment Appliance Backup Best Practices（KACE システム展開アプライアンス
のバックアップのベストプラクティス）

◦

SDA システム展開アプライアンスのデータバックアップ方法

2.

ログイン資格情報を使用して、Quest Web サイト（https://support.quest.com/kace-systems-deploymentappliance/download-new-releases）にログインし、KACE システム展開アプライアンスサーバ 8.0 の更新
ファイルをダウンロードして、ローカルに保存します。

3.

管理コンソールにログインします。

4.

左側のナビゲーションバーで、設定 をクリックしてセクションを展開し、次に アプライアンスのメンテナ
ンス をクリックして アプライアンスのメンテナンス ページを表示します。

5.

KACE SDAの更新 > 手動更新 で、参照 をクリックして更新ファイルを選択し、開く をクリックします。

6.

サーバの更新 をクリックします。
アプライアンスの更新に必要な時間は KACE システム展開アプライアンスにあるコンテンツによって異な
ります。手動でアプライアンスをハードシャットダウンしないでください。また、アプライアンスはアッ
プグレードプロセス実行中に、完了するまで自動的に（数回の可能性あり）再起動します。

KACE システム導入アプライアンス8.0リリースノート
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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/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。 http://support.quest.com/technical-documents/kace-systems-deploymentappliance/8.0-common-documents/technical-specifications-for-virtual-appliances/

◦

管理者ガイド：アプライアンスのセットアップと使用の手順です。http://support.quest.com/
technical-documents/kace-systems-deployment-appliance/8.0-common-documents/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。
このリリースでは、あらゆるシングルバイトまたはマルチバイト文字列をサポートします。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、複雑化する IT 環境において、新しいテクノロジの利点を現実のものにするソフトウェアソリュー
ションを生み出しています。データベースとシステム管理から Active Directory と Office 365 の管理、サイバー
セキュリティの回復力まで、Quest はお客様の次の IT の課題を今すぐ解決できるように支援します。世界中
で、130,000 社以上の企業と Fortune 500 企業の 95% が、次の企業イニシアチブのプロアクティブな管理と監
視を実施し、複雑なマイクロソフトの課題に対応する次のソリューションを見つけ、次の脅威に先んじるため
に、Quest を頼りにしています。Quest Software。今「次」に備える。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。
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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

法的情報
© 2020 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 RELATING TO ITS PRODUCTS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL QUEST SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE,
SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS,
BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS
DOCUMENT, EVEN IF QUEST SOFTWARE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Quest
Software makes no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this document
and reserves the right to make changes to specifications and product descriptions at any time without notice. Quest Software
does not make any commitment to update the information contained in this document.
If you have any questions regarding your potential use of this material, contact:
Quest Software Inc.
Attn: LEGAL Dept
4 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656
Refer to our Web site (https://www.quest.com) for regional and international office information.
特許
Quest Software の先進技術は、当社の誇りです。この製品には特許および出願中の特許が適用される場合があります。この製
品に該当する特許の最新情報については、当社の Web サイト https://www.quest.com/legal をご覧ください。
Trademarks
Quest, the Quest logo, Join the Innovation, and KACE are trademarks and registered trademarks of Quest Software Inc. For a
complete list of Quest marks, visit https://www.quest.com/legal/trademark-information.aspx. All other trademarks and registered
trademarks are property of their respective owners.
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。
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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システム展開アプライアンスリリースノート
更新日 - 2020年10月
ソフトウェアバージョン - 8.0
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