Migration Manager for Active
Directory and File Servers
Active Directoryおよびファイルサーバの再構築と統合をZeroIMPACTで実現

ビジネス環境は、時間の経過と共に変化
して成長します。Active Directory やファ
イルサーバは、こうした変化に合わせて
シームレスに統合と移行ができなければ
なりません。
®

Migration Manager for Active Directory
（AD）をSecure Copyと組み合わせた
ZeroIMPACTソリューションは、ADと
ファイル・サーバ・インフラストラク
チャを統合して再構築する際のリスクを
軽減します。移行をシンプル化し、プロ
ジェクト全体でワークステーション、リ

ソース、およびEメールへの安全なアク
セスを維持できるようにします。
デルの共存機能、合理的なプロジェクト
管理、およびビジネスに不可欠なサポー
トにより、次の課題を克服できるように
なります。
• 業務の中断
• 厳しいスケジュール
• プロジェクトの複雑さ
• 限られた予算とリソース

移行と継続的な同期

「1つのActive Directoryド
メインを2つのフォレス
ト間ドメインに分割する
のは容易ではないように
思いましたが、この製品
のおかげでスムーズに作
業を行うことができまし
た。同じような課題に悩
むIT担当者の方には、ぜ
ひこの製品を使ってみて
ほしいと思います。」
Randy Williams氏、
プロジェクトマネージャ、
Crouse Hospital

メリット:
• ユーザーおよびヘルプデスクへの
ZeroIMPACTを実現
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• 移行ステータスにかかわらず、
ユーザーはワークステーションや
各種リソース、Eメールに常時アク
セス可能
• 権限およびリソースを自動的に更新
• ADオブジェクトがソースとター
ゲット間で同期され、管理者の負
担が軽減

• IISサーバ
• ファイルサーバ
• SMSサーバ
• Exchangeサーバ
• SharePointサーバ
• クラスタ化されたサーバ

SQLデータベース

Active Directory

プロファイル、スケジュール
されたタスク、 サービス、
レジストリ、ローカル・グル
ープ・メンバーシップ、ユー
ザー権限、プリンタ、ファイ
ルシステム、共有フォルダ

図 1: Migration Manager for Active Directoryにより、効率よく移行、再構築することが可能

• 移行プロジェクト全体の制御を可
能にする高い可視性とレポート作
成機能
• 本番稼働環境のADをテスト環境に
ミラーリングし、移行プロセスが
本番稼働環境に与える実際の影響
をテスト
• ファイルサーバの共有設定は自動
的にターゲットに反映されるた
め、手動での再設定が不要
• NTFSでの権限を移行して、移行
前と同じレベルのセキュリティを
確保

「Secure Copyを使用
したことで、サーバ
の移行を簡単に、し
かもエンドユーザー
の作業を妨げること
なく実施できまし
た。もう手作業でス
クリプトを書くよう
なやり方には戻れま
せん。」
Jim Toy氏、情報技術担当ディレ
クター、 Make-A-Wish Foundation
of America

システム要件
プラットフォーム
インテルx86
AMD 64
インテルEM64T
メモリ
1 GB以上
ハードディスク容量
300 MB
オペレーティングシステム
Microsoft Windows Server
2012（x64 Edition）

特長
ZeroIMPACT、全ディレクトリの移行 —
ADを業務時間内に再構築できるため、
ユーザーの生産性に影響を与えることな
く、管理者のワークロードを軽減できま
す。Migration Managerを使うと、ディ
レクトリ権限に加え、ユーザー、グルー
プ、コンピュータ、ボリューム、プリン
タ、コンタクト先、組織単位、ネット
ワーク接続形態（サイト、サブネット、
サイトリンクなど）を含むあらゆる種類
のオブジェクトを移動できます。
完全な共存環境 ̶ 移行の状態にかかわ
らず、サーバやプリンタなどすべての
ネットワークリソースへ、ユーザーが
シームレスにアクセスできます。
柔軟かつ包括的な計画 ̶ ユーザーのス
テージング、ワークステーションの移動
のスケジュール設定、および権限の更新
によって、移行の計画を行います。AD
単体の改善から、ドメイン全体の完全な
再構築まで、あらゆる移行シナリオを制
御できます。また、本番稼働環境をテス
ト環境に簡単にミラーリングして、本番
適用前にすべてのプロセスが有効かつ安
全であることを確認できます。
シンプルなプロジェクト管理 ̶ 強力
なプロジェクト管理インターフェイ
ス、高度な委任機能、さまざまなレ
ポート作成オプション、きめ細かな取
り消し機能、完全なロールバック、複
数エージェントアーキテクチャ、リ
ソースの分散処理および権限更新機能
により、移行を確実に管理します。

自動アップデート ̶ AD、SharePoint、
Exchange、Internet Information Services
（IIS）、ファイルサーバおよびプリント
サーバ、SQL Server、クラスタサーバ、
Microsoft System Management Serverな
どの権限やリソースを自動的にアップ
デートすることで、時間を節約し、リス
クを低減します。NTFSのセキュリティ
や共有などの更新も可能です。
安全な実行 ̶ お客様の移行計画の正確
さとセキュリティを検証する「テスト
モード」を利用することにより、プロ
ジェクトの安全性と信頼性を向上させる
ことができます。その後、移行後の環境
を最適化し、パスワードの保持と、ソー
スアカウントや関連するリファレンスの
削除を実行します。
QUEST®について
Questは、単調な管理タスクを減らし、
ビジネスの成長に必要なイノベーショ
ンに集中できるよう、お客様をサポート
します。Questのソリューションはスケ
ーラブルで使いやすく、低コストで、効
率性と生産性を最大限に高めるもので
す。Questは、グローバルコミュニティ
の一員としてイノベーションに取り組む
ための環境をお客様に提供すると共に、
お客様の満足を追求しています。今後
も、Azureクラウド管理、SaaS、セキュ
リティ、モバイルワーク環境、データ主
導の洞察のための包括的なソリューショ
ンの提供を加速化してまいります。

自動並列処理 — 移行の自動化と並行処
理により貴重な時間を節約でき、ネッ
トワークのゼロダウンタイムを保証し
ます。
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