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Active Directory ドメインユーザーのアカウントポリシー 

 

Active Directory では、ユーザーの最短パスワード長や、同じパスワードを使い続けられる日数、パスワードをたて続け

に間違えて入力した場合にそのアカウントを一時的にロックするための設定など、パスワードにかかわるさまざまな設定

をドメインユーザーに対して強制することができます。 

これらのユーザーのパスワードにかかわる設定を「アカウントポリシー」といいます。 

 

アカウントポリシーを設定する方法には、次の 3 つがあります。 

 

① すべてのドメインユーザーに適用する（ドメインのグループポリシー） 

ドメインユーザー全員に対する共通のアカウントポリシーを設定します。 

 

② 一部のドメインユーザーに適用する（FGPP） 

一部のユーザーに対してアカウントポリシーを設定します。 

 

③ リモートアクセスや RADIUS サーバーで認証される時だけ適用する（レジストリの直接変更） 

ダイヤルアップやリモートアクセス VPN などの、ネットワークアクセスサーバー経由の認証や、RADIUS サーバ

ーを経由した認証が行われた時だけ適用されます。通常の Windows ログオン時には適用されません。 

 

たとえば、①ですべてのユーザーに対するポリシーを設定し、管理者や管理職など一部のユーザーに対して一般社員より

も厳しいパスワード要件を②で適用する、などの使い方ができます。 

 

 

① すべてのドメインユーザーに適用する場合（ドメインのグループポリシー） 

 

Windows 2000 からサポートされている機能で、Active Directory のグループポリシー機能を使用します。管理ツール［グ

ループポリシーの管理］を使って、ドメイン全体に適用されるグループポリシーとして、アカウントポリシーを設定しま

す。 

この方法だけでは、Active Directory ドメインに登録されたすべてのユーザーに対して同じアカウントポリシーが適用さ

れるため、役職や担当業務によってパスワード要件を変えたい、という要望には対応できません。 

以下に、設定方法を紹介します。 

 

1. ドメインコントローラーで Administrator としてサインインし、管理ツール［サーバーマネージャー］を起動します。 
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2. ［ツール］－［グループポリシーの管理］を選択し、グループポリシーの管理を起動します。 

 

 

3. デフォルトでは、「Default Domain Policy」というグループポリシーがドメインに関連付けられています。本文書で

はデフォルト値の確認も兼ねてこれを編集します。 

 

「Default Domain Policy」を編集すると、デフォルト値と現在の設定の差分がわからなくなります。このため、

「Default Domain Policy」は編集せずに、新規にグループポリシーを作成してアカウントポリシーを設定すること

もできます。この場合は、以下の図のドメイン名部分（edifist.co.jp）を右クリックし、［このドメインに GPO を作

成し、このコンテナーにリンクする］を選択します。 

 

  



3 

 

4. 編集対象のグループポリシーを右クリックし、［編集］を選択します。 

 

 

5. ［グループポリシー管理エディター］が起動し、グループポリシーが編集可能な状態になります。 

［コンピュータの構成］－［ポリシー］－［Windows の設定］－［セキュリティの設定］－［アカウントポリシー］

の順に展開します。 

 

 

6. 必要な設定を行ったら、ウインドウの右上にある閉じるボタンをクリックし、グループポリシー管理エディターを閉

じます。保存は自動的に行われるため、保存のためのメニュー操作を行う必要はありません。 
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アカウントポリシーで、ユーザーのパスワードの関わる設定項目は次の通りです。 

※次の画面見本は、Windows Server 2012 Active Directory の Default Domain Policy のデフォルト値が表示されてい

ます。 

＜パスワードのポリシー＞ 

 

項目 説明 

パスワードの長さ 最短パスワード長を指定します。 

パスワードの変更禁止期間 パスワードを変更したときに、次にパスワード変更ができるようになるまでの期間で

す。この値を 0 にすると、仮に［パスワードの履歴を記録する］で過去に利用したパ

スワードを 10 個まで記憶しておき、同じパスワードを 10 回変更するまで再利用でき

ないように設定しても、その場で 10 回以上パスワードを変更して履歴をクリアし、最

終的に前日まで使用していたパスワードを設定しなおすことで常に同じパスワードを

使用することをユーザーに許してしまいます。このため、［パスワードの履歴を記録す

る］を有効にした場合はこのオプションも 0 以外の値を設定しましょう。 

パスワードの有効期間 パスワードを利用できる期間です。この期間を過ぎるとパスワード変更が必要になるた

め、ユーザーにパスワード変更を強制できます。 

パスワードの履歴を記録する 過去にユーザーが使用したパスワードの履歴を覚えておき、同じパスワードを使えない

ようにするため機能です。この設定をオフにすると、パスワードを定期的に変更するよ

うにユーザーに強制しても、同じパスワードを再設定し続けることがきるようになるた

めセキュリティレベルが下がります。 

暗号化を元に戻せる状態でパス

ワードを保存する 

リモートアクセスなどで CHAP 認証を使用する場合に選択します。通常はこのオプシ

ョンを選択する必要はありません。 

複雑さの要件を満たす必要があ

るパスワード 

パスワード変更時に、以下の要件を満たすパスワード以外は受け付けなくなります。 

・ユーザー名やフルネームに含まれる 3 文字以上連続した文字列は使用しない 

・大文字、小文字、数字、記号のうち 3 種類以上を使用する 

・長さは 6 文字以上にする 

ただし、6 文字以上の長さという要件については、以下の報告があります。 

文書番号:2617632「"複雑さの要件を満たす必要がある"を有効にしてもパスワードの

長さを 6 文字以上にする必要が無い」 

http://support.microsoft.com/kb/2617632
http://support.microsoft.com/kb/2617632
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＜アカウントロックアウトのポリシー＞ 

 

項目 説明 

アカウントのロックアウトのしきい値 パスワードを間違えたために、ログオンに失敗した回数の上限値を指定します。

次の［ロックアウトカウンターのリセット］で指定された時間内に、このオプ

ションで設定した回数に達すると、アカウントがロックアウトされ利用できな

くなります。 

ロックアウトカウンターのリセット 上の［アカウントのロックアウトのしきい値］をカウントする時間です。この

オプションで指定された時間が経過すると、ログオン試行回数のカウントがリ

セットされます。 

ロックアウト期間 アカウントがロックアウトされた場合のロックアウト期間です。 
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② 一部のユーザーやグループに適用する場合（FGPP） 

 

Windows Server 2000/2003 の Active Directory では、ドメインユーザーのアカウントポリシーはドメイン単位でしか

定義できず、同じドメインのユーザーには同じパスワードポリシーが適用されていました。 

Windows Server 2008 になると、「細かい設定が可能なパスワードポリシー（FGPP：Fine-Grained Password Policy）」

という機能がサポートされ、ユーザーやグループに対して異なるアカウントポリシーが割り当てられるようになりました。

ただし、Windows Server 2008 では設定のためのわかりやすい GUI が用意されていなかったという問題がありました。

Windows Server 2012 では、管理ツール［Active Directory 管理センター］を使って、簡単に FGPP が設定できるよう

になりました。 

①のドメインのグループポリシーと FGPP を設定した場合は、FGPP のほうが優先されるため、①のドメインのグループ

ポリシーでドメインユーザーに対するアカウントポリシーを定義し、例外のアカウントポリシー設定を FGPP で行うこと

ができます。 

以下に、FGPP の設定方法を紹介します。 

 

1. ドメインコントローラーで Administrator としてサインインし、管理ツール［サーバーマネージャー］を起動します。 

 

 

2. ［ツール］－［Active Directory 管理センター］を選択し、Active Directory 管理センターを起動します。 
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3. ［ドメイン名（ローカル）］－［system］－［Password Settings Container］をクリックします。 

その後、［タスク］にある［新規］－［パスワードの設定］をクリックします。 

 

 

4. ［パスワードの設定の作成］ウインドウが表示されます。 

赤い＊マークが付いている項目は、入力が必須とされています。 

 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
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各項目には次の意味があります。 

※ ほとんどの値は、①のドメインのアカウントポリシーの設定と同じですが、項目名が異なっているため重複している項

目ももう一度説明します。 

 

項目 説明 

名前 このポリシーの名前です。 

優先順位 値が小さいほど優先されます。たとえば、同じユーザーに 2 つのポリシーが割

り当てられた場合、優先順位の値が小さい方のポリシーが優先して適用されま

す。 

パスワードの最小の長さを適用する 最短パスワード長を指定します。 

パスワードの履歴を記録する 過去にユーザーが使用したパスワードの履歴を覚えておき、同じパスワードを

使えないようにするため機能です。この設定をオフにすると、パスワードを定

期的に変更するようにユーザーに強制しても、同じパスワードを再設定し続け

ることがきるようになるためセキュリティレベルが下がります。 

パスワードは要求する複雑さを満たす パスワード変更時に、以下の要件を満たすパスワード以外は受け付けなくなり

ます。 

・ユーザー名やフルネームに含まれる 3 文字以上連続した文字列は使用しない 

・大文字、小文字、数字、記号のうち 3 種類以上を使用する 

・長さは 6 文字以上にする 

ただし、6 文字以上の長さという要件については、以下の報告があります。 

文書番号:2617632「"複雑さの要件を満たす必要がある"を有効にしてもパス

ワードの長さを 6 文字以上にする必要が無い」 

暗号化を元に戻せる状態でパスワード

を保存する 

リモートアクセスなどで CHAP 認証を使用する場合に選択します。通常はこの

オプションを選択する必要はありません。 

誤って削除されないように保護する このオプションを有効にすると、オフにするまでこのポリシーを削除できなく

なります。 

最小パスワード有効期間を適用する パスワードを変更したときに、次にパスワード変更ができるようになるまでの

期間です。この値を 0 にすると、仮に［パスワードの履歴を記録する］で過去

に利用したパスワードを 10 個まで記憶しておき、同じパスワードを 10 回変更

するまで再利用できないように設定しても、その場で 10 回以上パスワードを

変更して履歴をクリアし、最終的に前日まで使用していたパスワードを設定し

なおすことで常に同じパスワードを使用することをユーザーに許してしまいま

す。このため、［パスワードの履歴を記録する］を有効にした場合はこのオプシ

ョンも 0 以外の値を設定しましょう。 

最大パスワード有効期間を適用する パスワードを利用できる期間です。この期間を過ぎるとパスワード変更が必要

http://support.microsoft.com/kb/2617632
http://support.microsoft.com/kb/2617632
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項目 説明 

になるため、ユーザーにパスワード変更を強制できます。 

許可される失敗したログオン試行回数 パスワードを間違えたために、ログオンに失敗した回数の上限値を指定します。

次の［失敗したログオン試行回数のカウントがリセットされるまでの時間（分）］

で指定された時間内に、このオプションで設定した回数に達すると、アカウン

トがロックアウトされ利用できなくなります。 

失敗したログオン試行回数のカウント

がリセットされるまでの時間（分） 

上の［許可される失敗したログオン試行回数］をカウントする時間です。この

オプションで指定された時間が経過すると、ログオン試行回数のカウントがリ

セットされます。 

アカウントはロックアウトされます アカウントがロックアウトされた時に、どの程度ロックアウトの状態を維持す

るかを指定します。自動的にロックアウトを解除する場合は［期間］でロック

アウトが解除されるまでにかかる時間を指定します。［管理者が手動でアカウン

トのロックを解除するまで］を選択すると、アカウントのロックアウトを管理

者が手動で解除するまでロックアウト状態が維持されます。 

説明 このポリシーの説明を入力します。 

 

5. 次に、ユーザーやグループを指定するため、［追加］をクリックします。 

6. ［選択するオブジェクト名を入力してください：］にユーザー名やグループ名を入力し、［名前の確認］をクリック

します。その後、[OK]をクリックします。 

 

 

7. ［OK］をクリックします。 

  

［名前の確認］をクリックして、ユーザ

ー名やグループ名に下線が付くのは、

Active Directory に登録されているユ

ーザーであることが確認されたことを

表しています。 
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One Point ロックアウトされたアカウントを解除する方法 

 

アカウントロックアウトポリシーによってロックアウトされたアカウントは、ロックアウト期間が経過すればロックアウ

トは解除されます。ただし、ロックアウト期間よりも早く解除したい場合や、［管理者が手動でアカウントのロックを解除

するまで］を選択した場合は、管理ツール［Active Directory 管理センター］でロックアウトされたユーザーを選択し、

［ロック解除］をクリックします。 

 

 

 

 

 

  

［ロック解除］は、アカウントが

ロックアウトされているときだ

け表示されます。 
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③ RADIUS サーバーで認証される時だけ適用する場合（レジストリの直接変更） 

 

①②の方法は、Windows クライアントがドメインにログオンする場合と、リモートアクセスや RADIUS サーバー経由で

認証される場合の両方に適用されます。 

リモートアクセスや RADIUS サーバー経由で認証されるときだけ、ロックアウト機能を適用する場合は、以下のレジスト

リサブキーの配下にある値を直接編集します。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout 

 

 

 

アカウントロックアウトを有効にするには、MaxDenials に 1 以上の値を設定します。MaxDenials はログオンを試行でき

る回数で、ここで定めた回数ぶんログオンに失敗すると、アカウントは自動的にロックアウトされます。アカウントロッ

クアウトを行わない場合は 0 を指定します（デフォルト値は 0）。 

ログオンの失敗をカウントするカウンタがリセットされるまでの時間を設定する場合は、ResetTime （mins）エントリ

に、必要な時間を分単位で設定します。デフォルトでは 0xb40（2880 分）が設定されています。 

 

最後までお読みいただき有難うございました。本記事は、弊社インストラクターが執筆した＠IT の記事「Windows Server 

2012×「ちょっとだけ連携」でネットワーク管理を便利に」と連動しています。是非あわせてお読みください。 

  

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1212/17/news007.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1212/17/news007.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1212/17/news007.html
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コースコー

ド 
コース名 

CI001 短期集中 実機演習でしっかり身に付く Cisco CCENT/CCNA 対応コース （5 日間） 

ICND1 と ICND2 の 2 コースから Cisco に特化した項目を抜粋し、弊社のオリジナル演習を追加

した、実機演習中心のコースです。 

CIICND1 Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 (ICND1) （5 日間） 

本コースは CCENT に対応しています。また、CCNA の範囲にも含まれます。ネットワークの基礎

概念を学習するとともに、Cisco ルータやスイッチに対しての基本設定コマンドを理解します。 

CIICND2 Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 (ICND2) （5 日間） 

本コースは、上記の ICND1 とあわせて CCNA に対応しています。ICND1 の内容を踏まえて、小規

模から中規模のネットワークサイトの LAN および WAN 内で使用される Cisco ルータや Catalyst

スイッチの設定や機能を学習します。 

ONW00010 ネットワーク入門（2 日間） 

ネットワーク基礎知識を、実機演習中心で学習します。ネットワークにかかわるさまざまな用語や

プロトコルの役割を理解し、ping や ipconfig traceroute などのコマンドを使って簡単なトラブル

シューティングが行えるようになるまでを目標にしています。 

ONW00020 TCP/IP ネットワーク ～主要プロトコルの動作と解析～（3 日間） 

TCP/IP の代表的なプロトコルの役割や動作、パケットフォーマット、通信の流れなどを実機演習

中心で学習します。アプリケーション層プロトコルの演習では、サーバーやクライアント環境の構

築やパケット解析も行うため、知識と実践の両面から学習を進めていくことができます。 

ONW00030 実践 ネットワーク構築 ～スイッチドネットワーク～（2 日間） 

アライドテレシス社のレイヤ 2 スイッチとレイヤ 3 スイッチを使って、ネットワーク構築を行いま

す。VLAN や IEEE 802.1Q、レイヤ 3 スイッチによる VLAN 間ルーティング、リンクアグリゲー

ション、IEEE 802.1ｘなどの、広く使用されている技術を実機演習中心で学習します。 

 

お問い合わせ、コ－ス詳細は、 

エディフィストラーニング株式会社 講習会受付担当 
 

learning@edifist.co.jp  

TEL：0120-876-544  URL：http://www.edifist.co.jp 

 

http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=CI001
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=CI001
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=CI001
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=CIICND1
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=CIICND1
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=CIICND1
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=CIICND2
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=CIICND2
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=CIICND2
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=ONW00010
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=ONW00010
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=ONW00020
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=ONW00020
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=ONW00030
http://www.edifist.co.jp/classes/course.asp?cid=ONW00030
mailto:learning@edifist.co.jp
http://www.edifist.co.jp/

