複雑な世界のためのシンプルな
IT管理ソフトウェア
世界では何が起こっているのでしょうか?
デジタル変革はテクノロジーを推進する最
も重要なトレンドですが、新しい課題もも
たらします。課題がデータの爆発、クラウ
ドサービスへの拡張、セキュリティ脅威、コ
ンプライアンスのいずれであろうと、これ
らの絶え間なく変化し続けるイニシアチブ
の管理は時間がかかり、困難です。
今こそ、変革のときです
Questのソフトウェアソリューションは、世
界中の13万を超える組織でITの運用をシン
プル化しています。Questがご提供できる
もの。それはデータの管理と保護、ハイブ
リッド環境の制御、ネットワーク接続デバ

イスの記録、さまざまなアプリケーション
やデータにおけるすべてのIDの管理など
です。
IT管理にかける時間を減らし、イノベー
ションにかける時間を増やす
Questは日々お使いのテクノロジーをシン
プル化します。Questのソフトウェア、サー
ビス、サポートは、現代のビジネスが抱え
る課題に対処し、新たなビジネスチャンス
に注力できるよう、お客様を支援します。
これがQUESTです
Questは複雑な世界にシンプルなソリュー
ションを提供します。

QUESTならこれらを実現できます。
• データの爆発を制御する
• 自信をもってクラウドサービスに移行
する
• 安全性とコンプライアンスを維持する

QUESTはここが違う。
• 100を超える国々に130,000社のお
客様
• Fortune 500の企業のうち95 %が
利用
• IT管理の分野で30年を超える経験
• 従業員数3,400名、そのうち約1,000名
は常にイノベーションを推し進めるエン
ジニア
• ソリューションを提供し付加価値を高
める7,000社のパートナー

お客様が将来のビジネスチャンスに集中できるよう、
喫緊のIT難題の解決をお手伝いします。

データの爆発
• ストレージのスペースを最小化
• データを管理、
保護、
保証

デジタル変革

クラウドサービ
スへの拡張
• シンプルな移行を実現
• ハイブリッドデータセンタ
ーを管理

セキュリティと
コンプライアンス
• 脅威を阻止
• コンプライアンスを確保

• 400万人のコミュニティメンバー
• 200を超える特許
• 顧客満足度93 %、ネット・プロモー
ター・スコア74 %を誇り、カスタマーエ
クセレンスに対する業績が評価されて
ACE Awardを9回受賞したグローバル
サポート

データベース管理
Questのデータベース管理ソリューションを
使えば、開発タスクや管理タスクを自動化
することで生産性を高め、パフォーマンス
を最適化し、コストを削減できます。また、
複数の異機種混合データベースを一元的
に監視し、トランザクションを分析すること
もできます。さらに、ビジネスの継続性を
維持できる、シンプルかつ低コストのデー
タレプリケーションおよび統合テクノロ
ジーを、単一のソリューションとして提供
します。
主要製品:
• Toad®: 生産性を高めるために、データベース
の開発と管理を自動化します。
• SharePlex®: 堅牢なレプリケーションと統合
機能によって、データベースの可用性を確保
します。

すエンドポイント環境の導入、セキュリ
ティ、および管理をシンプル化できます。
従来のコンピューターおよびコンピュー
ター以外のエンドポイント、個人所有のデ
バイス活用プログラムからInternet of
Things（IoT）テクノロジーまで、KACEソ
リューションでは、エンドポイントの管理
方法を統合するとともに、複雑さを排除し
てネットワークセキュリティを確保すること
も可能です。
主要製品:
• KACE®システム管理アプライアンス: ネッ
トワークに接続されたあらゆるデバイス
の管理、セキュリティ保護、保守が簡単に
行えます。
• KACEシステム導入アプライアンス: システム
イメージやドライバアップデートのプロビ
ジョニングと継続的な管理を円滑化します。

MICROSOFTプラットフォーム管理

データ保護
データのサイズと複雑さが増すにつれ、シ
ステムのアップタイムとパフォーマンスへの
期待が高まり続ける一方で、時間とコスト
を無駄にする危険にさらされます。そこで
私たちの出番です。Questのデータ保護で
は、システム管理、データストレージ、およ
びビジネスの継続性に包括的なアプローチ
で対応いたします。データの増大を制御す
る機能が得られ、将来的なニーズを満たす
データ保護戦略を策定できるほか、現在お
よび将来の投資に関する予測可能性と有
効性を向上させることができます。
主要製品:
• QoreStor™: バックアップの高速化、ストレー
ジの要件とコストの削減、データアーカイブ
とディザスタリカバリのための安全で迅速な
クラウドサービスへのレプリケーション。これ
らすべてを実現するソフトウェア定義型セカ
ンダリ・ストレージ・プラットフォームです。
• NetVault Backup: 複雑で多様なIT環境、
データセンター、およびクラウドにおけるバッ
クアップとリカバリをシンプル化します。

統合エンドポイント管理
Questは、迅速に導入でき、操作が簡単な
統合エンドポイント管理ソリューションの
ファミリーを提供いたします。複雑さを増

数々の受賞暦を誇るMicrosoftプラット
フォーム管理ソリューションは、世界中で
1.8億人を超えるユーザの移行、保護、管理
に使用されています。このツールを活用す
れば、Active Directory（AD）、Exchange、
Skype for Business、Azure AD、Office
365、SharePointなどの管理機能を自動化
できます。ユーザが求める機能を提供でき
ると同時に、ITスタッフがイノベーションの
実現に注力できるようになります。
主要製品:
• Migration Manager: 移行に伴う時間、
コスト、リスクを低減します。
• Change Auditor: リアルタイムでの詳細な
変更監査、詳細なフォレンジック、包括的な
レポート作成などの機能を提供します。

パフォーマンス監視
Questのパフォーマンス監視ソリューショ
ンを使用すると、主要なアプリケーション
とデータベースのパフォーマンス、可用性
を最大限に高めると同時に、管理をシンプ
ル化できます。また、パフォーマンスや使
用率のトレンド追跡、潜在的な問題の防
止、平均復旧時間の最短化、環境の効率
性の向上、ユーザが期待する応答性の実
現も可能です。

主要製品:
• Foglight® for Cross Platform Databases: 包
括的な監視と高度なワークロード分析によ
り、パフォーマンスの最適化を実現します。
• Foglight for Virtualization, Enterprise
Edition: 仮想インフラストラクチャの可視
化、分析、最適化が可能です。

IDおよびアクセス管理
組織がミッションを達成するには、IDおよ
びアクセス管理（IAM）を正しく活用するこ
とが不可欠です。成功を収めるにはまず、
適切なテクノロジー、プラクティス、パート
ナー、および戦略が必要です。そうしたも
のが整って初めて、セキュリティは重荷や障
壁から勝利をもたらす存在へと変わりま
す。One Identity（Quest Software®グルー
プ）は、これを約束し、実現します。
主要製品:
• One Identity Manager: ユーザおよび特権ア
クセスの制御、ID管理、データ保護、および
企業IAMからのリスク軽減が可能です。
• One Identity Safeguard: ロールベースのア
クセス管理と自動化されたワークフロー（詳
細な記録および再生機能を使用したセッ
ション監査など）を利用して、特権パスワー
ドおよび特権セッションに安全にアクセスで
きるようにします。

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。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。

世界の一流ブランドの一部がQuestに依存しています。次にサポートするのは貴社です。

Quest

quest.com/jp
世界各地のオフィスの情報については、
（quest.com/jp-ja/
locations）をご覧ください
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