Dell KACE Kシリーズ
ネットワークに接続されたデバイスを管理できる使いやすいソリューション

ITプロフェッショナルによる管 理と保護
が必要なデバイス、オペレーティングシ
ステム、ユーザーの種 類はますます増え
る一方です。ビジネス環境はさまざまな
分野にわたって急 速に変化し、より高度
になっているため、こうした変化に対応
するために必要なスタッフや予算が追い
つかなくなっています。このため、ハード
ウェアとソフトウェアのインベントリ、
パッチ適 用、OSの導入、ソフトウェア配
布、監 視、セキュリティ対 策、サービスデ
スクなど、さまざまなタスクを少ないリ
ソースで行い、膨大な台 数と種 類のデバ
イスやプラットフォームに対応しなけれ
ばならなくなっているのです。
Dell KACEは、こうした ITの課題を単一
のソリューションで解決し、包括的で使
いやすく、コストパフォーマンスにも優
れた「場所を問わない」管 理を実現しま

す。Dell KACE Kシリーズアプライアンス
（K1000管 理アプライアンス、K2000導
入アプライアンス）は、PC、Mac、サー
バー、Chromebook、スマートフォン、タ
ブレット、プリンタ、ネットワークデバイ
ス、およびその他の接続されている非コ
ンピューティングデバイスの 包括的な管
理を実現します。

KACE Kシリーズは、専用のサーバーアプ
ライアンスを介して、完 全に統合され
た運 用環境とアプリケーションソフト
ウェアを提 供します。このアプライアン
スを使 用すれば、従 来のソフトウェアソ
リューションにつきものだった複雑さが
ほぼ解消され、コストも削減できます。
詳細なチューニングが 施され、セルフ
ヒーリング機能を備え、特定 用途向けに
設計された強 力なソリューションを通じ
て、優れたパフォーマンス、信 頼性、ス

「使い方が簡単でシンプル
なところが気に入っていま
す。KACEアプライアンスは
複雑な問題を解決してくれ
る、優れたソリューション
です。」
Leigh Scaggs氏（ケンタッキー 州ボイ
ド郡公共図書 館ネットワーク管 理者）

メリット
•

•

•

•

システムのライフサイクル管理
デスクトップ
イメージキャプチャ

サービスデスク
ユーザーポータルとセルフサービス

タブレット

守

ゼロタッチ OS展開

導

入

監視と警告

保

ノートパソコン

マルチキャスト
ユーザープロファイルの移行

リモートコントロール

リモートサイトのサポート

モバイルアクセス

サーバー
検出とインベントリ

パッチ管理

脆弱性スキャン
仮想マシン

護

保

ポリシーの強制

権限管理

理

スマートフォン

資産管理

構成管理

管

ソフトウェア配布
レポート作成とコンプライアンス

ユーザー環境管理

ネットワーク資産

iOS/Androidプラットフォームを搭載したモバイルデバイスの管理は、KACE K1000と
Dell Enterprise Mobility Managementソリューション（日本未提 供）との統合を通じて
行います。
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システムの 初期導入から継 続的な
管 理と廃 棄まで、包括的なシステム
管 理を実現
タイム・トゥ・バリューを短縮 - わ
ずか 1日で導入可能、数時間の Web
トレーニング で利用でき、アップグ
レードは数 分で完了
TCOを低 減 - ハードウェアやソフト
ウェアの前 提 条 件がなく、追 加のプ
ロフェッショナルサービス料金も
なし
直 感的に使えるWebベースのイン
ターフェイス - あらゆるスキルレベ
ルの管 理者が 高度な管 理 業務を遂
行可能
多様な 導入オプション - オンプレミ
スの 物理 /仮 想アプライアンスに加
え、K1000管 理アプライアンス向け
のホスト型サービスも提 供 *
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ケーラビリティを提 供します。事前にカ
スタマイズしたり、プログラミングしたり
する必要はありません。どのアプライア
ンスも、LANへのプラグ・アンド・プレイ
導入に対応し、直 感的な Webベースのコ
ンソールを備えており、アップグレードも
簡単に行えます。
Dell KACE K1000管 理アプライアンス
（K1000）は、あらゆる規模の 組 織のデバイ
ス管 理ニーズをすべて満たす、包括的なア
プライアンス型ソリューションです。さら
に、エンドユーザーに対する最 適なサポー
トも実現できます。IT資 産管 理、ソフト
ウェアライセンス管 理、サーバー監 視、ソ
フトウェア配布、パッチ管 理、エンドポイ
ントセキュリティの脆 弱 性の検出 /修復、レ
ポート作成、サービスデスクなどの機能が
搭載されており、Windows、Linux、UNIX、
Chromebookオペレーティングシステム、
およびネットワークに接続されているほぼ
すべてのデバイスを統 合コンソールで管 理
できます **。
• Dell KACE K2000導入アプライアンス
（K2000）は、組 織のデバイス導入に関す
るニーズや、Windows/Macベースのデバイ
ス（Windowsタブレットなど）のイメージ
作成に関するニーズを満たす、オール・イ
ン・ワンのアプライアンス型ソリューショ
ンです。K2000には、インベントリ評価、ベ
アメタル OSおよびアプリケーションのプ
ロビジョニング、マルチキャスト展開、ユー
ザープロファイルおよび OSの移 行、システ
ムリカバリなどの機能が用意されていま
す。K2000は、導入するすべてのデバイスと
K2000の間に求められるパフォーマンス、
信 頼性、可視 性を提 供します。
•

特長
包括的
KACEアプライアンスには、システム管理の
課題を解決するために必要な機能の統合
と設定が事前に行われているため、どのよ
うなニーズにも対応することができます。
KACEアプライアンスは、オペレーティング
システムの初期導入からハードウェアとソ
フトウェアのインベントリ、ソフトウェアの
導入、アプリケーション配布、資産管理、
エンドポイントセキュリティ、パッチ管理、
サービスデスク機能に至るまで、あらゆる
側面をサポートします。また、Windows、
Mac、Linux、UNIX、Chromebookなど、一
般的なオペレーティングシステムすべてに
対応しているため、接続されているあらゆ
るデバイスを全社的に管理することができ
ます。KACEアプライアンスは、どのような

システム管理ニーズにも対応可能な、真に
統合された一元管理型のソリューションを
提供します。
使いやすさ
KACEアプライアンスは、スキルや経 験を
問わず、あらゆるシステム管 理者が使 用
できるようにゼロから設計されており、
使いやすいシステム管 理ソリューション
を実現します。インストールやメンテナ
ンスをほとんど不 要にしたシンプルなプ
ラグ・アンド・プレイのアーキテクチャや、
使いやすいタブ 画 面によるWeb風のイン
ターフェイスを備えており、システム管 理
の経 験が浅いスタッフでも、わずか数日
～数 週間程 度で専門家レベルのシステム
管 理が 行えるようになります。
低コスト
KACEアプライアンスを使えば、TCOの削
減が可能です。KACEアプライアンスは、
プラグ・アンド・プレイによる展開、ワン
クリックによるアプライアンスのソフト
ウェアアップデート、自動メンテナンス
（毎晩のバックアップ など）といった機能
を備えています。これにより、生 産性を
迅 速に向上させるだけでなく、生 産性に
優れたトラブルのない環境を長 期的に実
現できるため、時間とコストの節約が可
能になります。

KACEのお客様満足度調査の結果
（2014年）
ROIを評価したお客様の79 %が、KACEアプラ
イアンスは6ヶ月未満で採算が取れたと報告
• KACEアプライアンスを購入されたお客 様
の 57 %が、2週間足らずでの導入を実現
*2014年 10月に Dell KACEが実 施した調査に基
づく
•

Dell Softwareについて
Dell Softwareは、お客様の可能性を引き
出すため、テクノロジーを駆使した、ス
ケーラブルかつ低コストで使いやすいソ
リューションによって、ITのシンプル 化
やリスクの軽 減を図っています。こうし
たソフトウェアをデルのハードウェアや
サービスと組み合わせることで、効率性
と生 産性を最 大限に高め、ビジネスの成
果を向上させることができます。詳細は
www.software.dell.com/jp-ja

*サービスとしての K1000は、一部の地域ではご利用いただけない場合があります。詳細については、
お近くの販 売担当者までご連 絡ください。
**一 部のプラットフォームでは利用できない 機能があります。詳 細については、お近くの販 売担当
者までお問い合わせください。
Dell Software
5 Polaris Way, Aliso Viejo, CA 92656 | www.dell.com
北米以外のお客様は、弊社のWebサイトに掲載されている最寄
りのオフィス情 報をご覧ください。
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