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ADManager Plus 6.2 

Active  Directory  ID 管理ツール  

人事異動や組織改編時の一括設定など、Active  Directory 上の ID 管理を効率化！ 
ManageEngine ADManager Plus （マネージエンジン エーディー マネージャ プラス） は、Windows Active Directory（以下、

AD）上の ID 管理を効率化するツールです。Web ベースの GUI で、AD 上のユーザーやコンピューター、グループを管理しま

す。ユーザーカウントやその他の AD オブジェクトの作成/変更/削除や、管理用テンプレート、承認ワークフローにより複雑な管

理作業を効率化でき、AD オブジェクトに関する多様なレポートを生成します。また、CSV インポートによる一括設定や、スケジュ

ール/ポリシーの設定による繰り返し作業の自動化など、人事異動や組織改編時の大量の設定変更も効率的に実施できます。 

更新
  

l CSV インポートによる一括設定  
CSV インポートによる AD アカウント情報（ユー

ザー、コンピューター、グループ、連絡先）やフ

ァイルサーバ/Exchange 属性の一括更新が可

能です。共通する属性のテンプレートの適用や、

レポート結果からの一括変更など、更新作業の

時間を大幅に短縮できます。 

l スケジュールやポリシー設定の自動化  
手間のかかる繰り返しの設定作業をスケジュ

ールやポリシーとして設定し、自動化できます。

長期に使用されていないアカウントの自動抽出

と無効化/削除や、入社日や退社日に合わせた

AD アカウントの作成/有効化/無効化/削除/属

性の変更/グループへの追加/削除をスケジュ

ール化して実行できます。 

l 申請/承認ワークフロー  
ADManager Plus を利用するユーザーの権

限として、「依頼者」 「レビュー担当者」 「承認

者」 「実行者」 と最大で４つの役割を設定し、

作業の申請/承認のワークフローを設定できま

す。セキュリティ・コンプライアンスの徹底を効果

的に支援します。 

l アカウントロック解除の対応を権限委任  
ユーザーから頻繁に送られるアカウントロック

の解除やパスワードのリセットの依頼に対して、

拠点の管理者やユーザー部門の責任者などに、

操作や操作対象を限定して AD 権限を委任でき

ます。キュリティポリシーを確保しつつ、役割ごと

の業務を効率化できます。 

 

 
 

Active  Directory  レポートの作成/活用  

150 種類以上のレポートを用意しています。Active Directory 上のオブジェクトに関して、迅速かつ包括的なレポートを作成します。ワン

クリックで出力でき、定期レポートの自動作成/配信も可能です。さらに、任意の条件でフィルタして抽出した結果から、対象を選択し、ユ

ーザーの AD アカウント情報の更新や自動化の設定ができます。コンプライアンス監査に役立つレポートも作成可能で、セキュリティやパ

スワードに関するさまざまなポリシーの順守状況を監視することができます。 

  

特長 

主な機能 

製品概要 

[ ADManager Plus による Active Directory 一括設定・自動化・ワークフロー ] 

[ ADManager Plus による Active Directory 権限委任（役割の整理）] 



オペレータの役割と権限委任  

ユーザーの作成や属性変更、コンピューターの変更、パスワード

変更、ユーザーのロック解除など、オペレータの役割に応じて、実

行できる権限を柔軟に設定できます。また、リソース追加やシステム

の運用管理に伴う、パスワードリセットやユーザーのロック解除、コン

ピューター/ユーザーの移動、共通プロパティの変更といった、定常

的に手間のかかる申請処理作業をヘルプデスクなどの非管理者ユ

ーザーに委任でき、管理者の負荷を大幅に軽減します。 

 

更新のスケジュール化とポリシー設定の自動化  

人事異動日や組織改編日、入社日や退社日になどに合わせて

AD ユーザーの更新作業をスケジュール設定できます。たとえば、

「ユーザー作成時に、その 60 日後に無効化、更にその 30 日後に削

除」といった、複数の操作をひとつにまとめたポリシーの設定ができ

ます。ユーザーID をローマ字の姓名などから自動生成も可能です。 

パスワードの複雑さをポリシーとして設定できます。ユーザーのプ

ロビジョニングや不使用ユーザーのクリーンアップなど AD の重要作

業を自動化します。フォローアップ作業を順番に実行し、申請/承認

ワークフローで統制されたプロセスの自動化を実現します。  

Microsoft  Exchange メールボックス管理  

Exchange メールボックスの作成と管理、メールボックス権限の設

定が可能です。既存の Exchange 管理コンソールでは対応できな

い詳細な属性の設定が可能です。さらに、CSV ファイルをインポ

ートするだけで、大量ユーザー向けにメールボックスを作成し属

性を設定することができるので、管理作業の負荷を軽減します。 

 

ファイル/共有アクセス許可の管理  

ファイルサーバ一括管理機能により、ユーザーの NTFS/共有パ

ーミッション（アサイン/変更/取消）を一括管理でき、業務に応じて

ユーザーアクセス制御を実現します。たとえば、従業員が退職する

場合には、取消オプションで一括削除が可能です。 

 

 

 
OS   CPU   メモリ   ハードディスク   ブラウザ  

Windows Server  2003 / 2008 / 2008 R2 
/ 2012 / 2012 R2  （32bit/64bit） 

Core 2 Duo プロセッサ 
2.0GHz 以上 

2GB 
以上 

2GB 
以上 

Internet Explorer 8.0 / 9.0 / 10.0、Firefox、Chrome 
推奨解像度 1,024 x 768 以上 

監査対象プラットフォーム 

Active Directory 2003 / 2008 / 2012、Microsoft Exchange Server 2010 / 2013 
  
 

 

 

ヘルプデスクオペレータ数に基づくライセンス体系です。 
Professional  Edition  

年間ライセンス料金  
（消費税別、年間保守サポート付き）  

通常ライセンス料金  
（消費税別、初年度保守サポート付き）  

1 Domain (無制限 Objects)  ライセンス \152,000 \335,000 

1 Domain (無制限 Objects)  2 オペレータ ライセンス \255,000 \629,000 
 

 
 

F 無料で製品を評価できます！   ADManager Plus ダウンロード 
 

動作環境

ライセンスと価格  

[ ADManager Plus Exchange メールボックス作成テンプレート ] [ ADManager Plus 共有パーミッションの取り消し ] 

l本文中に記載されている会社、ロゴ、製品の固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。 
lこのリーフレットの記載内容は、2014 年 10 月現在のものです。記載されている内容は事前の予告なしに変更する場合があります。 
l製品に関するご質問、ご購入は、下記までお問い合わせください。 

問

合

先  

販売元  
  

(C)  ZOHO  Japan  Corporation.  All  rights  reserved.  

製品提供元  

ゾーホージャパン株式会社  

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1みなとみらいセンタービル13階  

Tel: 045-319-4612   （ManageEngine 営業担当）  
http://www.manageengine.jp/  

E-mail:  jp-mesales@zohocorp.com  

[ ADManager Plus ダッシュボード ] 


