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Recovery Manager 
for Active Directory - 
Disaster Recovery Edition

間違いは起こります。破損することもあるでしょう。ディザスタが
発生することもあります。どれも予測は不可能で、避けようはあ
りません。ランサムウェアやサイバー攻撃のようなディザスタが
Active Directory（AD）を襲い、DCのオペレーティングシステムを
破壊してしまったら、1分1秒も無駄にできません。迅速な復旧計
画がなければ、ADへの災害が発生した瞬間に業務が止まってし
まうおそれがあります。

Quest® Recovery Manager for Active Directory Disaster 
Recovery Editionを使用すると、AD災害への対策を整え、災害か
らの復旧が可能になります。包括的なバックアップおよびリカバ
リ戦略を導入することで、フォレスト全体にわたり、オブジェクト
と属性レベル、ディレクトリレベル、およびオペレーティング・シス

テム・レベルであらゆる災害から迅速に復旧できます。Recovery 
Manager for Active Directory Disaster Recovery Editionがあれ
ば、復旧作業に振り回されることもありません。これはADにかけ
る保険のようなもので、なくては安心できません。

FOUNDATION SERVICES

Recovery Manager for Active Directory Disaster Recovery 
Edition Foundation Servicesは、ADリカバリのプラットフォーム
を迅速に設定し、フォレストのリカバリモデルを検証します。チー
ムに技術的な専門知識がない場合や、人手が足りなかったり、ソ
リューションを設定、テスト、導入する時間がない場合でも、当社
の該当分野の専門家が実績のある導入方法を使用してこのプロ
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セスのお手伝いをします。担当チームが貴
社の新しいソリューションを本番環境に迅
速に移行し、貴社のITチームがバックアッ
プのスケジュール設定と設計、フォレストお
よびベアメタルのリカバリ計画とベストプ
ラクティス、バックアップストレージの準備
と計画などのあらゆる機能をいつでも利
用できるようにします。

メリット

• 業界のベストプラクティスに沿った実証済み
のバックアップ/リカバリ計画

• ドメインコントローラー、フォレスト全体、危
機的シナリオに対応した、文書化されたリカ
バリ計画

• スケジュールの組まれたリカバリ演習に参加
することで、他のディザスタリカバリ計画お
よび業務継続計画と完全に一体化が可能

仕組み

協働計画ミーティングに基づいて、Quest®
の専門家がRecovery Manager for Active 
Directoryのコンポーネントを設計および
インストール（またはアップグレード）しま
す。次に、当社でActive Directoryとベアメ
タルのバックアップを設定したのち、貴社
の担当チームと一緒にリカバリプロジェク
トを設定します。最後に、リカバリのプロ
セスを検証し、担当チームが必要に応じて
いつでもADをリカバリできるようにして終
了です。               

アプローチとアクティビティ

Recovery Manager for Active Directory 
Disaster Recovery Edition Foundation 
Servicesでは、お持ちのADリカバリ計画
の総合評価、テスト、設定と導入または製
品説明を計画します。当社の専門家チーム
が貴社の担当チームと一緒に各処理を進
めながら、主要な目標を達成し、進行中の
ADリカバリ計画の導入に必要な処理に組
織の関係者が精通できるようにします。

次のアクティビティについて、Questプロ
フェッショナルサービスのコンサルタント

が関係者および該当分野の専門家と共に
作業にあたります。    

• 計画

• インストール

• 設定 

• ドメインコントローラーのバックアップ

• フォレストリカバリ

• ベアメタルリカバリ

• テスト 

• 製品説明

実際に行うアクティビティは、計画策定
ミーティング中に要約され合意された環境
および技術的ニーズの複雑度に応じて異
なります。         

計画

Questのプロフェッショナルサービスで
は、環境の準備状況を検証し、ベースとな
る導入アーキテクチャを確立するために、
担当チームと計画策定ミーティングを主催
します。計画策定ミーティングには、環境、
要件、目標に関する概要が含まれます。

インストール 

計画策定ミーティングで定義された導入
アーキテクチャに従って、Questはインス
トールのサポートや、必要に応じて、指定
サーバのRecovery Manager for Active 
Directoryのコンポーネントとサービスの
アップグレードを提供します。

設定（ドメインコント
ローラーのバックアップ）

計画策定ミーティングで特定された導入
アーキテクチャに従って、QuestはActive 
Directoryおよびベアメタルのバックアップ
の設定サポートを提供します。

設定（フォレストリカバリ）

計画策定ミーティングで特定された導入
アーキテクチャに従って、Questは最低 

「 Questのプロフェッシ
ョナルサービスが、設
計と実装の迅速な技
術習得のほか、導入戦
略の策定もサポート
してくれました。」
= ExxonMobil、ITスペシャリスト、
Diogo Carlos Catossi氏
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1件のフォレストリカバリプロジェクトの設
定サポートを提供します。目標は、お客様
がフォレスト回復コンソールに慣れること
です。        

設定（ベアメタルリカバリ）

計画策定ミーティングで特定された導入
アーキテクチャに従って、Questは最低1件
のベアメタルリカバリプロジェクトの設定
サポートを提供します。目標は、お客様が
フォレスト回復コンソールのベアメタルリ
カバリ機能に慣れることです。

テスト

独立したラボ環境で行われるお客様の
ディザスタリカバリ演習にQuestが参加し
ます。このステップでの目標は、お客様の
従業員がフォレスト回復コンソールを使用
してリカバリを実際に経験し、リカバリ計
画を検証することです。

製品説明

アクティビティの過程でお客様の環境に
実装されたRecovery Manager for Active 
Directoryのコンポーネントとサービスに
ついて、Questが製品説明および製品のレ
ビューを行います。    

結果

プロフェッショナルサービスプロジェクト
のアクティビティがすべて完了し、製品説
明を受けると、貴社およびその担当チーム
による今後のADリカバリへの対応能力が
向上します。それでも間違いは起こるかも
しれません。破損も引き続き起こるでしょ
う。これからもディザスタは発生しかねま

せん。しかし、ADリカバリ計画を整えるこ
とで、フォレスト全体にわたり、オブジェク
トと属性レベル、ディレクトリレベル、およ
びオペレーティング・システム・レベルであ
らゆる災害から迅速に復旧できるように
なります。             

QUESTプロフェッショナルサービスにつ
いて

• 信頼されるアドバイザ ̶ Questのコンサルタ
ントは時間をかけてお客様のビジネスについ
て把握します。そして、業界標準、およびご希
望の成果を達成するためのソリューションに
関するテクノロジー指針を提示します。予測
できないことを予測できるようにするための
フレームワークと手法を提供します。

• ストレスのない取り組み ̶ テクノロジーの
展開において推測に頼ることがなくなりま
す。ITプロジェクトの計画策定、促進および
実装は複雑な作業になることがあるため、
Questの世界トップクラスのサービスを活用
することで、業務を中断したりユーザの生産
性を低下させたりすることなく、プロジェクト
を時間と予算の範囲内で完了することがで
きます。         

• ROIの急上昇 ̶ 専門家によるQuestの計画
策定および導入により、新しいテクノロジー
を迅速に取り入れ、成功に向けて組織を整え
ることで、ROIを急上昇させることができま
す。新しいシステムを本番環境に迅速に導入
すると共に、ITチームが新しい機能とメリッ
トのすべてを活用する態勢を整えることがで
きるよう、Questがお手伝いします。

営業担当者にお問い合わせいただくか、
またはsupport.quest.com/consulting-
services/microsoft-platform-management
にアクセスしてください。

「 Questのプロフェッショ
ナルサービスのおかげ
で、重要な製品を時間
内に納品できたうえ、専
門的知識をプラスして
くれたので、製品の利
用方法を効率化させる
ことができました。」
-  大企業向けプロフェッショナルサービ
ス企業、エンジニア
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QUEST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。データの爆発、クラウドサービスへ
の拡張、ハイブリッド・データ・センター、セキュリティ脅威、規制上の要件によって生じる課題のシンプル化を支援します。当社は100ヶ国
における130,000社の企業に対するグローバルプロバイダです。これらの企業にはFortune 500の95 %とGlobal 1000の90 %が含まれて
います。1987年以来、現在ではデータベース管理、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
ト管理を含む、ソリューションのポートフォリオを築いてきました。Questは、組織がIT管理に費やす時間を削減し、ビジネスイノベーション
にかける時間を増やせるように支援します。詳細については、www.quest.com をご覧ください。
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特許

Quest Softwareは、当社の先進的なテクノロジーを誇りにしています。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
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商標

Quest、およびQuestロゴは、Quest Software Inc.の商標または登録商標です。Questの商標の一覧については、www.quest.com/legal/
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