Quest On Demand
®

頼れるSaaSダッシュボードが、ハイブリッド環境におけるMicrosoftの課題に対処
します。

Office 365の導入と、その後のユーザ
およびワークロードの管理には、気が重
くなることがあります。コンプライアンス
の懸案事項、共存の課題、セキュリティ
脅威のリスクの落とし穴を避けなければ
なりません。それに加え、合併買収活動
に伴う継続的な統合も必要で、これらを
すべてネイティブツールで管理しようと
すると、そのリスクの大きさは受け入れ
がたいものになります。
Quest® On Demandは、Azureがホストする
セキュアで信頼性の高いSaaSプラットフォー
ムです。以下の項目に対応したソリューショ
ンにより、Office 365のワークロードで最
も急を要する課題をITチームが克服でき
るようサポートします。

• ユーザのライセンス管理

メリット:

• グループ管理

• Office 365のメール、アカウント、および
データをマージまたは統合し、初日から
共存

• セキュリティとコンプライアンス監査

Quest On Demandを利用すれば、簡単に
導入できます。インストール、アップグレー
ド、複雑な設定は不要です。自動アップ
デートにより新機能とセキュリティパッチ
を迅速に利用できるほか、柔軟なライセ
ンス方式により必要なモジュールだけを
購入することができます。とりわけ優れて
いる点として、Quest On Demandは業務
の続行に必要なセキュリティ基準とサービ
スレベルを実現します。

• テナント間の移行
• バックアップ/リカバリ

• 移行を容易に評価、計画、実行して問題
を回避し、迅速な移行を実現。進行状況
もリアルタイムに可視化して追跡
• Office 365およびAzure ADのユーザ、
属性、グループ、およびグループメン
バーシップのきめ細かいバックアップ/
リカバリ
• 最適な数のライセンスを利用可能にし
て、現在および今後の業務に対応
• Office 365、Azure AD、およびハイブ
リッドADグループの混乱を制御
• Office 365およびAzure AD全体への
あらゆる変更を監査
• 簡単に導入でき、インストールやアップグ
レード、複雑な設定は不要
• 自動アップデートを受信し、新機能とセ
キュリティパッチを利用可能
• Quest On Demandは、ISO/IEC
27001:2013、ISO/IEC 27017:2015、
ISO 27018:2019を取得しています。

単一のプラットフォームから複数のモジュールにアクセスし、迅速な移行、セキュリティ強化、
クラウドサービスまたはハイブリッド環境の制御を行うことができます。

モジュール
On Demand Migration
1つのソリューションで、多数のワークロー
ドを実現します。お使いのOffice 365
のワークロードを、すべてシンプルかつ
セキュアに統合し、移行できます。On
Demand Migrationは移行計画を完全に
可視化できるので、テナントの移行中もコ
ミュニケーションとコラボレーションを続
け、移行が終わるまでスムーズに実行し続
けることができます。Exchange Online、
OneDrive、SharePoint Online、Teamsの
移行もサポートします。

• 属性レベルさえ対象にできる粒度の細かい
検索および復元

• グループ作成ポリシーにより、グループの無
秩序な拡大を防止

• ユーザ、属性、グループ、およびグループメン
バーシップをPowerShellスクリプトなしで一
括リカバリ

• ユーザのセルフサービスを可能にしつつ、
グループの作成、命名、アテステーション、
有効期限などの事前選択ポリシーフレーム
ワークによって秩序を維持

On Demand License Management
最適な数のライセンスを利用可能にして
現在と今後の業務に対応できるようにす
るため、また、さらに重要な点として、余分
なライセンスに貴重なIT予算を費やさな
いようにするため、Office 365のライセン
ス管理は欠かせません。

• 直感的なプロジェクト管理インターフェイス
によって可視性が得られるため、移行計画に
おける段階分け、スケジュール設定、問題解
決が可能

直感的なダッシュボードにより、
Office 365およびAzure ADのライセンスを
完全に可視化でき、必要なレポートを作成
できる機能も利用できるため、ライセンス
の利用状況の最適化、トレンドの表示と分
析、およびライセンスの費用と無駄遣いの
判断をより簡単に行うことができます。

• チャネル、会話、文書に保存された大切な
データへの継続的なアクセス

• 利用可能なOffice 365ライセンスの数と、
その割り当て先を確認

• 継続的なコラボレーションの共存

• これまでに提供されたOffice 365の
サービスをエンドユーザが使用しているかど
うかを確認

• 移行前の検出と評価で、始める前から問題を
解決

On Demand Recovery
不測の事態に常に備えましょう。いかなる
移行も、どのようなトランスフォーメーショ
ンも、適切なリカバリ計画を用意してから
開始する必要があります。Office 365および
Azure ADのユーザ、グループ、属性、グルー
プメンバーシップをバックアップ/リカバリで
きるのは、On Demand Recoveryだけです。
ビジネスは急速に変化していくため、クラウ
ドサービスにまで拡張できる堅牢なビジネ
ス継続性プランが必要になります。
• すべてのクラウド専用のオブジェクトを簡単
かつ安全にバックアップ（Azure B2Bおよび
B2Cユーザ、Office 365グループなどを含む）
• 取得したバックアップと稼働中のAzure AD
とを比較する差分レポートを作成することで、
クラウド専用のユーザや属性の識別、および
変更や削除の特定が可能

• グループはセルフサービスポータルによって
作成されるため、ルールの執行が容易

On Demand Audit
On Demand Auditは、AD、Azure AD、
Exchange Online、SharePoint、および
OneDrive for Business全体にわたって行
われるすべての設定、およびユーザと管理
者の変更を追跡します。そのため、インシ
デントを応答の速い検索とインタラクティ
ブなデータの可視化によって迅速に調査
でき、監査履歴はOn Demandテナントに
最長10年間保存できます。
• オンプレミスまたはクラウドサービスでの変
更を、単一のホステッドダッシュボードで検
索および表示
• Office 365およびオンプレミスのワークロー
ド全体の監査データをシンプルなフォーマット
で標準化するため、解釈が容易

• 組織に合わせて料金をカスタマイズ

• 監査データのアクセスを委任し、ユーザが必
要なレポートだけを入手

• 新しいライセンスプランの検討が必要な場合
に、未使用または十分に活用されていないラ
イセンスの費用を把握

受賞歴を誇るサポート

On Demand Group Management
グループの統制を取ります。組織全体にわ
たる、ホストされたグループ、オンプレミス
グループ、またはその両方をすべて1つのコ
ンソールで表示することができるため、これ
らの状態について心配する必要がなくなり
ます。また、堅牢なグループ作成ポリシーに
よって、環境内のすべてのグループについて
命名、アテステーション、有効期限、数量制
限などを指定できるため、セキュリティとコン
プライアンスのリスクが低減します。
• あらゆるタイプのグループ（ホストされたグ
ループ、オンプレミスグループ、またはその両
方）の作成と変更を検出

Quest On Demandモジュールはすべて、
24時間365日対応可能で受賞歴を誇るグ
ローバル・サポート・チームがバックアップ
しています。
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。Questのポートフォリオは、データ
ベース管理、データ保護、統合エンドポイン
ト管理、IDおよびアクセス管理、Microsoft
プラットフォーム管理などのソリューション
で構成されます。
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