Windows & UNIX パスワード一括変更ソフト

スルーＰＡＳＳ
■ メールサーバは UNIX だが、UNIX の操作ができない。
■ 一部のシステムのパスワードを変更したが、他のシステム
のパスワードを忘れてしまった。
■ システム管理者にパスワード再設定の依頼が多い。
■ Ｗｅｂブラウザによる簡単な操作でパスワード変更したい。

そんな悩みを
一気に解消！

Windows や UNIX を利用するユーザに対し、面倒なパスワード
変更作業を Web ブラウザから一度の簡単な操作で実現します。

Windows & UNIX パスワード一括変更ソフト

スルーPASS は、複数の Windows と UNIX を利用
するユーザが、面倒なパスワード変更作業を、
Web ブラウザから一度の簡単操作で実現する機
能を提供します。

◆簡単なユーザインタフェース
■ユ ー ザ の 好 み に よ り 、 Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ
（Internet Explorer、Netscape など）または
ＵＮＩＸコマンドでの操作が可能です。
■分かりやすい画面構成により、初心者でも
簡単にパスワード変更が可能です。処理エ
ラーが発生した場合、エラーの原因を示す
具体的なメッセージが画面表示されます。

◆環境への柔軟な対応
■ターゲットシステムは、一つまたは複数のＵ
ＮＩＸドメイン（ユーザアカウント管理サーバ）、
Windows ドメイン（ドメインコントローラ）及び
APOP サーバです。
■Windows のみの環境でも、UNIX のみの環境でも、Windows と UNIX の
混合環境でも柔軟に対応できます。
■パスワードに利用可能な文字のカスタマイズ機能を提供致します。
■パスワード変更の対象としないユーザを指定する機能を提供致しま
す。

◆ユーザチェック機能
■利用者はパスワード変更の際の旧パスワード入力により、本人かどう
かのチェックを行うことが可能です。

◆管理者機能

参考画面 （パスワード変更画面）

■管理者は Web ブラウザまたは UNIX コマンドにより、ユーザ単位でのパスワー
ド強制変更が可能です。

◆Linux 対応
■対応ディストリビューションは Red Hat Linux ES4.0 です。
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お問い合わせ、ご用命は、下記にお申しつけ下さい。

公共・医療システム事業部 公共・文教システム部
〒920-0856
石川県金沢市昭和町 16-1 ヴィサージュビル 16 階
TEL. 076-260-1133 FAX. 076-260-1118 E-mail. fjh-pass-qa@cs.jp.fujitsu.com
■ このカタログは、2007 年 4 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
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Windows & UNIX ユーザ登録/削除ソフト

ユーザ登録オプションは、Windows のみの環境、
UNIX のみの環境、及び混在環境を利用する
ユーザの登録／削除を一度の操作で一括で
実施するオプションソフトウェアです。

◆ユーザインタフェース
■ユーザ情報の入力インタフェースとして、親しみのある Microsoft EXCEL を
使用します。

◆入力支援機能
■ホームディレクトリパス、ログインシェル等、規則性がある項目の設定を簡単
に行うことが可能です。
■登録ユーザの初期パスワードとしてランダムな文字列を自動的に割り当て
参考画面（初期メニュー）

ることが可能です。

◆独自環境の設定機能
■ユーザ環境ファイル(.cshrc、.login 等)の初期設定、プロファイルの設定など、
顧客独自のユーザ環境設定を、組み込むことが可能です。

◆即時実行／時間指定実行機能

参考画面 (入力支援)

■ユーザ登録／削除処理は、即時実行／時間指定
実行のどちらでも運用が可能です。

◆処理結果通知機能
■ユーザ登録／削除が正常に行われたか／異常が
あったかを、指定のユーザに対し、メールで通知し
ます。

◆サーバ登録先選択機能
■ユーザごとに、登録先サーバを任意に選択できま
す。
参考画面（ユーザ情報 入力画面）
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スルーＰＡＳＳ ４．３ 製品体系
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更

製 品 名
スルーPASS4.3 Base for Windows
(50 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)
スルーPASS4.3 Base for Windows
(500 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)
スルーPASS4.3 Base for Windows
(ﾕｰｻﾞ無制限)
スルーPASS4.3 Base for Solaris
(50 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)
スルーPASS4.3 Base for Solaris
(500 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)
スルーPASS4.3 Base for Solaris
(ﾕｰｻﾞ無制限)
スルーPASS4.3 Base for Linux
(50 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)
スルーPASS4.3 Base for Linux
(500 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)
スルーPASS4.3 Base for Linux
(ﾕｰｻﾞ無制限)
スルーPASS4.3 Extension
for Windows
※ ユ ー ザ 数 は 「 ス ル ー PASS4.3 Base for
Windows」でのユーザ数の範囲です。

スルーPASS4.3 Extension
for Solaris
※ユー ザ 数は 、 「 スル ーPASS4.3 Base for
Solaris」でのユーザ数の範囲です。

スルーPASS4.3 Extension
for Linux
※ユー ザ 数は 、 「 スル ーPASS4.3 Base for
Linux」でのユーザ数の範囲です。

ｵﾌﾟｼｮﾝ製品

価格
税込：\84,000
[税抜：\80,000]
税込：\126,000
[税抜：\120,000]
税込：\168,000
[税抜：\160,000]
税込：\147,000
[税抜：\140,000]
税込：\294,000
[税抜：\280,000]
税込：\357,000
[税抜：\340,000]
税込：\147,000
[税抜：\140,000]
税込：\294,000
[税抜：\280,000]
税込：\357,000
[税抜：\340,000]
税込：\126,000
[税抜：\120,000]

税込：\294,000
[税抜：\280,000]

税込：\294,000
[税抜：\280,000]

スルーPASS4.3 ﾕｰｻﾞ登録ｵﾌﾟｼｮﾝ
税込：\441,000
[税抜：\420,000]

教育

スルーPASS
スタートアップサービス

個別見積
税込：\262,500～

説 明
Windows ユーザのパスワード変更機能を提供しま
す。
ターゲットシステムとして Windows ドメインコント
ローラ×1 をサポートします。

Solaris ユーザのパスワード変更機能を提供しま
す。ターゲットシステムとして Solaris ユーザアカウ
ント管理サーバ×1 をサポートします。
ユーザアカウント管理情報は、ローカル passwd
ファイル、NIS、NIS+の中から選択可能です。
APOP サーバにも対応しています。
Linux ユーザのパスワード変更機能を提供します。
ターゲットシステムとして Linux ユーザアカウント管
理サーバ×1 をサポートします。
ユーザアカウント管理情報は、ローカル passwd
ファイル、NIS の中から選択可能です。
APOP サーバにも対応しています。
「スルーPASS4.3 Base for Windows」用のドメイン
追加オプションです。サービスを Windows 2000 の
2 ドメイン以上で提供する場合に必要です。追加す
る Windows ドメインの数だけご用意下さい。
「スルーPASS4.3 Base for Solaris」用のドメイン追
加オプションです。サービスを Solairs の 2 ドメイン
以上で提供する場合に必要です。追加する Solaris
ドメインの数だけご用意下さい。
「スルーPASS4.3 Base for Linux」用のドメイン追
加オプションです。サービスを Linux の 2 ドメイン以
上で提供する場合に必要です。追加する Linux ドメ
インの数だけご用意下さい。
ユーザの一括登録／削除機能を提供します。ター
ゲットシステムとして UNIX、Windows ドメインコント
ローラ（それぞれ複数可能）をサポートします。必
須 ソ フ ト ウ ェ ア は ス ル ー PASS4.3 Base と
「Microsoft Excel 2000」以降です。
スルーPASS4.3 各製品の導入、操作指導、教育を
実施致します。内容・金額は個別見積り致します。

【動作環境】
●Windows システム（対応 CPU： Intel ）

・ Windows 2000 Server SP4 が動作しているドメインサーバ（ActiveDirectory が構築されていること）
・ Windows Server 2003 SP1 が動作しているドメインサーバ（ActiveDirectory が構築されていること）

●UNIX システム(対応 CPU： SPARC(Solaris)／Intel (Linux) )

・ Solaris™ 8 Operating System, Solaris™ 9 Operating System, Solaris™ 10 Operating System が動作しているユーザアカ
ウント管理サーバ（/etc/passwd または NIS または NIS+による管理）が動作していること
・ Red Hat Linux ES3.0 が動作しているユーザアカウント管理サーバ(/etc/passwd または NIS による管理）が動作している
こと
・APOP の場合は、APOP サーバ（qpopper4.0.3 以上）が動作していること（APOP サーバはパスワード変更のみ対応しています）
注 1）ブラウザからのパスワード変更運用時は、IIS5.0 以降が動作する Web サーバが必須となります
注 2）Solaris™ 10 では、global Zone でのみ動作保証します
動作保証外のパターン 1)non global Zone 環境のシステムにインストールした場合
2)non global Zone 環境を構築した global Zone 上にインストールした場合
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お問い合わせ、ご用命は、下記にお申しつけ下さい。

公共・医療システム事業部 公共・文教システム部
〒920-0856
石川県金沢市昭和町 16-1 ヴィサージュビル 16 階
TEL. 076-260-1133 FAX. 076-260-1118 E-mail. fjh-pass-qa@cs.jp.fujitsu.com
■このカタログは、2007 年 4 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
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スルーＰＡＳＳ 保守製品体系
製 品 名
スルーPASS Base for Windows
(50 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)

(500 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)
(ﾕｰｻﾞ無制限)
スルーPASS Base for Solaris

(50 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)

(500 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)
(ﾕｰｻﾞ無制限)
スルーPASS Base for Linux

(50 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)

(500 ﾕｰｻﾞﾗｲｾﾝｽ付)
(ﾕｰｻﾞ無制限)
オプション製品

スルーPASS ﾕｰｻﾞ登録ｵﾌﾟｼｮﾝ

保守年数
3年
4年
5年
3年
4年
5年
3年
4年
5年
3年
4年
5年
3年
4年
5年
3年
4年
5年
3年
4年
5年

価格
税込：\50,400 [税抜：\48,000]
税込：\67,200 [税抜：\64,000]
税込：\84,000 [税抜：\80,000]
税込：\75,600 [税抜：\72,000]
税込：\100,800 [税抜：\96,000]
税込：\126,000 [税抜：\120,000]
税込：\88,200 [税抜：\84,000]
税込：\117,600 [税抜：\112,000]
税込：\147,000 [税抜：\140,000]
税込：\176,400 [税抜：\168,000]
税込：\235,200 [税抜：\224,000]
税込：\294,000 [税抜：\280,000]
税込：\88,200 [税抜：\84,000]
税込：\117,600 [税抜：\112,000]
税込：\147,000 [税抜：\140,000]
税込：\176,400 [税抜：\168,000]
税込：\235,200 [税抜：\224,000]
税込：\294,000 [税抜：\280,000]
税込：\264,600 [税抜：\252,000]
税込：\352,800 [税抜：\336,000]
税込：\441,000 [税抜：\420,000]

FAX,E-Mail によるサポート及び無償レベルアップを実施します
上記以外の一括保守は個別見積り致します。

ＳＤＣ登録型名：Ａ２０９０７７５１
商標、登録商標、著作権
スルーPASS は富士通北陸システムズの登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
UNIX は、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。
Sun、Solaris は、米国 Sun Microsystems, Inc.の商標です。
Java およびその他の Java を含む商標は、米国 Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標です。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Red Hat ならびに Shadow Man ロゴおよび RPM（Red Hat Package Manager ）は米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標若しくは
商標です。
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