
FUJITSU Security Solution

製品カタログ

製品の主要機能
：　入出力定義、ID 自動採番、複数 ID 管理機能
：　申請、承認機能（ID、ロール、ロールメンバ）、ワークフロールート定義
：　パスワードリマインダ機能、AD パスワード同期機能（オプション）
：　セルフメンテナンス機能、事前シミュレーション機能
：　AD、Exchange、LDAP、ファイル（text、CSV 等）、DB（ODBC 経由）、
　  Salesforce、Office365、 IBM Notes、FENCE シリーズ
：　各種レポート機能、監査ログ取得機能
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PMaid IDMaster V7
ピーエムエイド アイディーマスター

製品の特長

・ID のライフサイクルに合わせた柔軟な対応を実現します。
・日本の企業体系に合わせた組織・職制単位の管理ができます。
   特に ActiveDirectory では、ID に加え、グループ・メンバーシップの管理を自動化できます。
・ID の種類や属性項目等を、お客様の運用に合わせて自由に定義することができます。

富士通の統合 ID 管理システム (PMaid IDMaster) は、
日本特有の ID ライフサイクルを実現する純国産の ID 管理ソフトです。

ID のライフサイクル
ごとの柔軟な対応

組織・職制単位の管理
管理の自動化

ID の種類や属性項目等
を自由に定義可能

PMaid IDMaster V6 for LG
ピーエムエイド アイディーマスター フォー エルジー

製品の特長
・自治体様の ID のライフサイクルに合わせた柔軟な対応を実現します。
・自治体様に合わせた組織・職制単位の管理ができます。
　特に ActiveDirectory については ID だけではなくグループ、メンバシップの管理の自動化を実現します。
・ID の種類や属性項目等を、お客様の運用に合わせて自由に定義することができます。
・FENCE シリーズと連携し情報漏えい対策を実現します。
　MDM サーバ（FENCE－Mobile RemoteManager）より端末情報を入力し管理可能です。
　ActiveDirectory 及び情報漏えい対策製品（FENCE G/PRO) と連携し PC に対するポリシーの適用を実現します。

PMaid IDMaster V6 for LG は、日ごろより地域サービスに貢献されている自治体様向けに、
製品機能は PMaid IDMaster と同等で最大 ID 数を 2000 ユーザーに限定することで

ご利用いただきやすい価格設定とさせていただきました。

http://jp.fujitsu.com/group/kcn/services/products/networkapl/product-pmaid-idm_lg_v6.html
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VI適用要素は以下参照※詳細は各ガイドライン
■フォント：推奨　※可読性を考慮し、本文は7pt以上を使用して下さい。
■カラー　（コーポレートカラー/アクセントカラー）：推奨
■グリッド（基本グリッド：必須/複合グリッド：推奨）
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所属異動

事前登録

タイムラグ
休職 復職 退職

引継期間

削除

ID はどのように生成しますか？
所属異動で急に旧所属のサーバにアクセスできなくなっても困りませんか？

定期的に棚卸しはできていますか？
所属兼務に対応できますか？
組織変更時に徹夜でメンテナンスしていませんか？

PMaid IDMaster が解決します。

契約開始 強制停止 再開 契約延長 契約終了

削除

アカウント有効期間 有効期間延長

人事データの無い従業員以外の IDを登録できますか？

アカウントの有効期間を設定できますか？

定期的に棚卸しはできていますか？

人事異動引継期間自動設定

棚卸し補助機能

従業員事前登録

事前所属異動

退職後引継期間設定

引継期間

IDロック

IDロック
別名使用機能

IDロック

アカウント有効期限管理

アカウント状態強制変更 期限切れ予告メール送信

監督者設定 棚卸し補助機能

人事データ新規登録

旧所属

新所属

兼務所属

ID、属性生成機能
兼務所属設定

登録アカウント種別設定
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ー
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本登録

本登録

PMaid IDMaster が解決します。

 ID のライフサイクルに則した機能が満載

従業員の IDライフサイクル

入社

新入社員は人事情報にすぐ登録されますか？

退職した従業員のリソースは誰が整理しますか？

従業員以外（派遣・契約社員・パート等）の IDライフサイクル

契約社員、派遣、パート、その他、アカウントの種類を設定できますか？

派遣社員やアプリケーションアカウントは誰が管理しますか？

ID、属性生成機能

職員の IDライフサイクル

奉職

新入職員は人事情報にすぐ登録されますか？

退職した職員のリソースは誰が整理しますか？

職員以外（派遣・アルバイト等）の IDライフサイクル

派遣、アルバイト、その他、アカウントの種類を設定できますか？

派遣要員やアプリケーションアカウントは誰が管理しますか？

ID、所属生成機能
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連携先システムの要求する形式に合わせた配信定義
連携先システムに合わせて、出力ファイルに必要な項目や順序を自由に定義することができます。

配信

AD、Exchange、LDAP、CSV ファイル、ODBC、Office365、IBM Notes 等にて配信が可能です。

クラウド連携オプションにて Salesforce に対して配信が可能です。

Ａシステム向けテンプレート定義 Ａシステム向け出力ファイル
ファイル出力 ファイル配信

API

マスタ管理

配
信
管
理

監査証跡

Salesforce.com

各システムへアカウント情報を配信

利用者

監査人セキュリティ管理者

棚卸し補助機能 監査証跡のチェック

利用者

運用管理者
部門管理者

Active Directory / LDAP サーバ

Database サーバ

Exchange サーバ

業務システム１

　ロールメンテナンス

IDMaster
配信アカウント情報統合

設計情報
メンテナンスツール

　パスワードリマインダ

セルフメンテナンス

アカウント／ロール
申請・承認

ワ
ー
ク
フ
ロ
ー

クラウド連携オプション

認証

職務に応じた適切な
アクセスコントロール

AD パスワード同期機能

業務システム２

配信

ID 情報参照・更新

　初期設定インポート 配信

複数 ID 管理

事前登録
シミュレーション

エクスポート

インポート

＊：Ver7.0 提供機能

人事システム

情報漏えい対策製品
(FENCE G/PRO)

ポリシー

MDM サーバ (FENCE－Mobile RemoteManager)

端末情報

ID 管理 DB

アカウントテーブル

ID 氏名 パスワード 組織コード ・・・

所属テーブル

所属コード 所属名 所属略称 ・・・

ID, パスワード , 氏名 , 所属名 ,…
a12345,abcde, 富士通太郎 , 総務部 ,…
b98765,zyxwv, 田中一郎 , 経理部 ,…

アカウント情報配信ファイル

連携先システム

連携先システムに合わせて配信項目や順序の定義が可能です。

useradd $ID $ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ $ 氏名 useradd a123456 abcde 富士通太郎
useradd b98765 zyxwv 田中一郎

兼務所属テーブル

役職テーブル

汎用マスタテーブル

また、テンプレートファイル出力機能を使用すれば、コマンド実行形式のファイルを配信できます。

ID ／
権限

ID ／
権限

ID ／
権限

ID ／
権限

ID ／
権限

ログ

ID 管理
DB

端末情報

人事マスタ

システムイメージ

お客様の運用に則した自由なシステム設定

ID ／
権限

ID ／
権限

IBM Notes サーバ

Office365

※配信

配信

※配信

従業員番号

職員情報 CSV ファイル

組織情報 CSV ファイル

組織情報 CSV ファイル

組織情報 CSV ファイル

組織情報 CSV ファイル

職員 NO, 氏名 , メールアドレス , 組織コード ,…
999999, 富士通太郎 ,fuji@co.jp,1234,…
888888, 田中一郎 ,tanaka@co.jp,9876,…

職員番号

職員番号
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お問い合わせ先

製品カタログ

★   このカタログに記載されている内容については、改良等のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
★　記載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
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■ API（アカウント情報の参照・登録機能）
　　外部アプリケーションから ID 情報の参照・更新が可能

■ AD パスワード同期
　　ActiveDirectory にて統合 ID のパスワード変更が可能

■ クラウド連携
　　Salesforce の ID を管理可能

IDMaster で管理する ID 情報を外部アプリケーションから参照・登録するための API をオプションと
して提供します。この API を用いることで、統合 ID 管理と連携する業務システムを短期間・低コスト
で構築できます。

ActiveDirectory の標準インタフェースにて変更したパスワードを IDMaster に取り込みます。
また、取り込んだパスワードは配信対象のシステムに連携します。
従来の PC でのパスワード変更運用を変えずに統合 ID 管理が可能となります。 

■サーバ環境（例）

Windows Server 2012 & IIS8.0

Oracle Database 11gR2 / 12c

■クライアント環境
Windows7 / Windows8 / Windows8.1
Internet Explorer 9 / 10 / 11

Windows Server 2012 R2 & IIS8.5

追加オプション機能（有償）

システム構成・費用

ＯＳ：

ＤＢ：

Windows Server 2008 & IIS7.0
Windows Server 2008 R2 & IIS7.5

■PMaid IDMaster ソフトウェア価格：300 ユーザ　300 万円～

Salesforce.com の ID を IDMaster にて管理します。
社内システムと同様に ID 運用の自動化が可能です。

2016 年 06 月 PMID015P

IDMaster サーバ

［連携先システム］

クライアント

IDMaster 導入前 IDMaster 導入後

■PMaid IDMaster for LG ソフトウェア価格：2000 ユーザ　200 万円

監査対応として、ID の登録／削除やパスワードの定期的な変更など、ID 管理がルールに従って運用が
実施されているか証明することが必要になってきます。
人事マスタ連携による ID の更新ログ、管理者が派遣者 ID を登録したログなど、監査に必要なログを管
理し、ID の変更履歴を画面、CSV で確認することが可能です。

Salesforce.com の ID を IDMaster にて管理します。
組織内システムと同様に Salesforce の ID 運用の自動化が可能です。

2013 年 11 月 PMIG012P




