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会社紹介

◢株式会社セシオス

設立 2007年5月

資本金 1,300万円

代表取締役 関口 薫

住所 東京都豊島区南池袋3-14-11 中町ビル 6F

事業内容 認証・統合ID管理ソフトウェア、サービスの開発、販売
システムインテグレーションサービス

取得資格

ISMS情報セキュリティ・クラウド
取得日：2018年6月18日
認定番号：IS 686961 / ISO 27001 （適用範囲：池袋本社）

CLOUD 686962 / ISO 27017（適用サービス：SeciossLink）



製品・サービス

◢ 統合ID管理ソフトウェア
◢ Secioss Identity Manager Enterprise
◢ ID情報や権限情報を連携するシステムに伝播
◢ クラウドサービスへの連携も可能

◢ シングルサインオン(SSO)・アクセス管理ソフトウェア
◢ Secioss Access Manager Enterprise
◢ SSO、多要素認証、アクセス制御が可能
◢ クラウドサービスからオンプレミスシステムとのSSOも可能

◢ IDaaS + セキュリティ機能を備えたクラウドサービス
◢ SeciossLink
◢ 統合ID、認証機能 + 特権ID管理、CASB機能などを備えたクラウドサービス



クラウド時代の統合セキュリティサービス



企業をとりまくIT環境と課題

リモートワーク クラウドサービス 様々なデバイス ゼロトラスト

テクノロジーの進歩や働き方の多様化などにより、
企業のIT環境は大きく変化しています。

クラウドサービスの利用拡大、運用コスト増加
管理外端末からのアクセス増加

システム毎に付与されるアカウント、利便性の低下
パスワードの使い回しによるセキュリティリスク増加

システム管理者 利用者（ユーザー）



クラウドサービス導入の課題

SAML-based

アカウントやグループの作成・変更・削除作業が大変。
フェデレーション構成にしたいがサーバーが増えると運用が大変。
会社配布のデバイスからのみ利用を許可したい。

Active Directory のアカウントを同期したい。
所属部署に応じて自動的にグループに所属させたい。
Google Cloud Platformとも連携したい。

Web会議サービスのログインを社内のADアカウントで行いたい。
会計サービスへのログインを多要素にしてセキュリティを高めたい。
社内はパスワード認証、社外は追加でOTP認証を行いたい。

Google
Workspace

Microsoft 365



セキュリティの課題

◢ リモートワークの普及により、社外からのアクセスが急増。

◢ 管理下にない、多種多様なデバイスからのアクセスが増加。

◢ セキュリティ防御の境界線についての考え方が変化（ゼロ・トラスト）

急速に変化しているセキュリティのリスク。今までのセキュリティに
対する考え方を改め、環境の整備が急務になっています。

社内ユーザー
社外ユーザー 管理外のデバイス

クラウドサービス社内システム

守るべき企業の情報資産



◢ クラウドサービスやWebシステムと連携し、ID連携やシングルサインオン、
多要素認証やアクセス制御を行う「統合ID管理・認証サービス」です。

◢ IDaaS機能に加え、「特権ID管理」やクラウドサービスの「脅威検知
（CASB）」機能を持つ、次世代のセキュリティサービスです。

Total Security Service SeciossLink

Active Directory
※必須ではありません。

Google Workspaces

cybozu.com

Salesforce

LINE WORKS

Microsoft 365

box

Amazon
Web Services

Adobe Creative Cloud

Slack

Zendesk

WebEx HotProfile

Dropbox
お客様環境

CASB・SWG

IDaaS

特権ID管理



機能：IDaaS（ID as a Service）



ID プロビジョニング

◢様々なクラウドサービスに対して、アカウント情報、グループ情報などを伝
達（プロビジョニング）することができます。

◢ また、クラウドサービスによっては、ロール情報やライセンス情報など、必要
となる様々な情報をプロビジョニングすることができます。

アカウント情報/グループ情報を
自動的に伝達

cybozu.com

Salesforce

LINE WORKS

box Slack

Dropbox

クラウドサービス

Active Directory

お客様環境 アカウント情報/グループ情報を
定期的に取得（差分取得）

源泉データ作成
（Web管理コンソール）

API コントロール

Google Workspaces

Microsoft 365



シングルサインオン (SSO)

◢様々なクラウドサービスと連携させることにより、ユーザーは一度の認証で
連携しているシステムにログインできます。

◢ SAML対応サービスはもちろん、代理認証やリバースプロキシ機能により、
SAML未対応サービスやオンプレミスの社内システムもSSO可能です。

ユーザー

認証なしで利用可能
（シングルサインオン）

Cloud Services

お客様環境

Webアプリケーション

リバースプロキシ
End Point

ポータル画面

SAML/WS-Federation
OpneIDConnect/OAuth2.0



連携サービス一覧

■IDプロビジョニング

■シングルサインオン

Google Workspace Microsoft 365 Salesforce cybozu.com AWS box

Dropbox AdobeCC LINE WORKS Slack Zendesk freee

Evernote HotProfile eセールスマネージャー Zoom GitHub Enterprise

Google Workspace Microsoft 365 Salesforce cybozu.com AWS box

Dropbox AdobeCC LINE WORKS Slack Zendesk freee

Evernote HotProfile eセールスマネージャー Zoom GitHub Enterprise

FreekDrive WebEX Desknet’s GitHub moconavi Fileforce

Dr.Sum WebBureau WordPress その他 Webサービス



多要素認証・アクセス制御

◢ パスワード認証のほか、様々な認証方式を組み合わせることで、
セキュリティを強化（多要素認証）。

◢ IPアドレス制御機能を利用し、社内と社外などによって、認証方式を
変えることが出来ます。

◢ アクセス可能な範囲を連携サービスごとに管理・制限することも可能。
ユーザーの属性情報に応じたアクセス制御を行うことも可能です。

【認証方式 一覧】
・ワンタイムパスワード認証 ・FIDO認証
・クライアント証明書認証 ・QRコード認証
・統合Windows認証（デスクトップSSO）
・イメージ認証（PassLogic/SecureMatrixと連携）
・指紋などの生体認証

【アクセス制御 一覧】
・IPアドレス制限
・時間帯制限
・ユーザー制限
・グループ制限



機能：特権ID管理



特権ID管理

◢ Administratorやroot権限を持った特別なアカウント（特権ID）の
利用を適切に管理する機能です。

◢ 管理者の制御範囲内で、利用者は特権IDを一時的に利用可能です
（特権IDは利用者に隠蔽された状態で使用されます）。

システム管理者

ユーザー

通常のログイン

特権IDを付与

特権IDとしてログイン
（RDP/SSH）

Windows Server
Linux Server

Database

Cloud Services

Gateway Server
（操作の記録/録画）ワークフロー

※開発中



特権ID 機能一覧

◢ クラウドサービスに対する特権ID情報を隠蔽し、利用ユーザーは
許可された回数、時間帯のみ利用できるよう制御します。
◢ 対応クラウドサービス

⚫ Google Workspace、Microsoft 365、Amazon Web Service など

⚫ SAML SP / 代理認証サービス

◢特権IDを利用したサーバーへの操作をGatewayサーバー（別途
構築が必要です。）で記録します。また操作の動画も記録可能です。
◢ 対応サーバー

⚫ Windows Server 2012 R2 以降

⚫ RedHat EL7 以降

⚫ Oracle / PostgreSQL / MySQL （Linux 環境でコマンドライン操作を記録）



特権ID 利用例

◢ AWSをチームで利用
◢ 担当ごとに利用できる機能が制限されている環境での活用。

⚫ 運用担当はEC2の一覧確認、監視設定のフル権限を持つアカウントを利用など。

◢ アプリ開発メンバーが一時的にEC2の設定変更を行いたい。
⚫ SeciossLinkの特権ID機能でEC2の変更権限を持つアカウントを一時的に利用許可。

担当ごとに権限を細分化 細分化された権限を必要な時に共有できる！特権ID管理機能ワークフロー



機能：CASB 
(Cloud Access Security Broker)



CASB

◢ クラウドサービスの利用拡大に伴い、シャドーITの利用や重要ファイルを
クラウドサービス経由でやり取りするなどセキュリティリスクが高まっています。

◢ 利用者とクラウドサービスの間にコントロールポイントを設けて利用状況
を制御、可視化することでセキュリティリスクを低減するのがCASBです。
◢ アクティビティログ（可視化）

◢ 脅威検知（脅威防御）

◢ セキュリティ・チェック（コンプライアンス）



アクティビティログの集約・可視化

Microsoft 365 Google Workspace

監査ログ 監査ログ

サービス側の監査ログを取得し、集約

Ｗeb管理コンソールで表示、検索、グラフ化



脅威の検知

◢ リスクベース機能よりログイン情報を分析、リスクが高い挙動はログに出
力します。また、「Microsoft 365」、「Google Workspace」のアク
ティビティログを分析、リスクが高いログイン履歴を検知します。
◢ 移動速度が異常

◢ 過去の傾向と異なるログイン（利用ブラウザ、時間帯、IPアドレス）

◢ 異常なログイン試行・・・など。

日時 ユーザー IPアドレス 端末 スコア 脅威

2021-04-07 10:48:44 Test.ichiro 203.0.113.1
Chrome 
(Windows)

5
組織内であまりログインされていない時間帯のログインです。
組織内での利用が少ない曜日のログインです。

2021-04-01 16:56:40 Test.jiro 203.0.113.23 Firefox (Mac OS) 2
過去にログインしたことのないブラウザーでログインしました。
前回のログイン地点から今回ログイン地点への移動速度が異常です。

日時 サービス ユーザー IPアドレス スコア 脅威

2021-04-07 12:01:22 Microsoft365
Test.ichiro
@secioss.com

203.0.113.1 5
組織内であまりログインされていない国からのログインです。(Singapore)
組織内での利用が少ない曜日のログインです。(水曜日)

2021-04-06 19:02:43 Google WS
Test.jiro
@secioss.com

203.0.113.23 2 前回のログイン地点から今回ログイン地点への移動速度が異常です。(617m/s)



セキュリティ・チェック

◢利用しているIaaS基盤のセキュリティをチェックします。

◢ 対応サービス
◢ Microsoft Azure

◢ Google Cloud Platform

日時 重要度 サービス リージョン ルール メッセージ

2021-06-01 12:11:54 高 Google Workspace 共通 運用

ストレージのバケットで ロギング が設定されていません。
gsutilコマンドでストレージのバケットのロギングを設定してください。
(https://cloud.google.com/storage/docs/xml-api/put-bucket-logging)
プロジェクト:true-bit-12345 バケット:secioss-test

2021-05-30 01:10:03 中 Google Workspace 共通 ID・アクセス管理

プロジェクトのPrimitiveロールにサービスアカウントが割り当てられています。
Primitiveロール(viewer/editor)にサービスアカウントを割り当てないようにしてくださ
い。
プロジェクト:secioss-test ロール:roles/editor メン
バー:serviceAccount:12345@cloudservices.gserviceaccount.com

2021-05-30 01:10:03 低 Google Workspace 共通 ID・アクセス管理

ロジェクトのオーナーにユーザーアカウント以外が割り当てられています。
オーナー権限はプロジェクト管理用にユーザーアカウントを作成し割り当ててください。
プロジェクト:sys-12345 ロール:roles/owner 
メンバー:serviceAccount:appsdev@system.gserviceaccount.com



ゼロ・トラストに対応したセキュリティ機能

Secure Web Gateway



◢ 「ゼロ・トラストネットワーク」に対応したセキュリティ機能です。

◢ 端末に「Agent」を導入し、SWG Server経由のアクセスを強制します。

Secure Web Gateway（開発中）

Microsoft 365

Google Workspace

Other Cloud Service

SWG Agent

SWG Agent

SWG Agent

SWG Server

・通信の解析
・ポリシーチェック
・通信の許可/遮断

【端末の状態チェック】
・端末のUpdate状態
・ウイルスソフトの導入有無
・OSバージョン情報
・etc

【ポリシー設定】
■Microsoft365
・Read：OK
・Write：NG

システム管理者

管理画面よりポリシー設定



Secure Web Gateway

◢ Secure Web Gateway Agent
◢ アクセス元の端末に導入することでWebプロキシとして動作します。

◢ OSのアップデート状態やウイルスソフト導入有無など、管理者が設定したポリシー
を満たしているかチェックを行います。

◢ Secure Web Gateway Server
◢ 「SWG Agent」が導入されている端末からの通信をチェックします。

◢ 管理者が設定した「アクセスポリシー」に従い、許可していない操作は拒否します。

◢ 対応しているクラウドサービスは「コラボレーション」、「財務会計」、「ストーレージ」、
「SNS」など様々なサービスに対応しています。
⚫ コラボレーション：Microsoft Teams / Slack / LINE WORKS /・・・

⚫ ストレージ：Microsoft One Drive / Google Drive / box / Dropbox /・・・

⚫ SNS：YouTube / Facebook / Twitter / LINE /・・・



機能：その他



ログイン画面

◢ ログイン画面は以下のカスタマイズが可能です。
◢ ロゴ、タイトル文言の変更

◢ サイドイメージ画像の変更

◢ 画面上部、下部（HTMLでの編集が可能）

【デフォルトデザイン】 【カスタマイズ画面】



◢ ユーザーには専用のポータル画面が用意されています。
◢ 利用が許可されているサービスがアイコン表示され、クリックするとログイン後の画
面が表示されます（シングルサインオン）。

◢ ポータル画面には管理者からのメッセージが表示されます。

SSOポータル画面



ダッシュボード機能

◢ ダッシュボードでは様々な統計情報を可視化します。



◢ “いつもと違う”挙動を検知して、管理者やユーザーに通知を行います。

◢ ユーザーの活動レポート（アクティビティ・レポート）をお知らせします。

セキュリティリスクの検知、レポート機能

SeciossLinkへの新しい傾向のログインを検知しました。
-------------------------------------------------------------------------------

セシオス太郎 様

あなたのアカウントに傾向の異なるログインがありましたのでお知らせ致します。
以下のログインがあなたのログインかご確認ください。

IPアドレス : 203.0.113.123
時間 : 2020/11/30 12:49:43
ブラウザー : Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X)

・ログイン数
SeciossLink(325)

・ロックアウトされたユーザー
test01@secioss.co.jp

・追加されたユーザー
New-User@secioss.co.jp

・削除されたユーザー
Retire-User@secioss.co.jp

アクティビティ 地理位置情報



◢ SaaS型ID管理・認証サービス
◢ ハードウェアやソフトウェアの購入・準備は不要。
◢ 会社の規模に関わらず、導入可能。すぐに使い始められます。

◢ 日本初の純国産 統合クラウドセキュリティサービス
◢ サーバーは日本国内で保有。問い合わせもメール、電話での対応が可能です。

◢ システム管理者の負担軽減かつユーザーの利便性・生産性を向上
◢ ID情報やルール整備を一元的に行うことで、管理作業を軽減できます。
◢ ログイン時の煩わしさがなくなり、本質的な業務に専念できます。

◢ 各企業に合わせたセキュリティ要件を満たすことが可能
◢ アクセス制御・多要素認証に加え、特権ID管理やCASB機能も提供しています。

まとめ



導入事例 ①

◢ メーカー系企業
◢ Microsoft 365の導入に合わせてSeciossLinkを導入
◢ Active Directory、Microsoft 365と連携
◢ ワンタイムパスワードの利用
◢ 利用ユーザー：20,000ID

◢ 法律事務所
◢ Microsoft 365のセキュリティ強化のため導入
◢ Active Directory、 Microsoft 365と連携
◢ 日本、中国で利用
◢ 利用ユーザー：300ID

◢ 医療・介護系クラウドサービス企業
◢ 自社クラウドサービスの認証オプションとしてSeciossLinkを販売



導入事例 ②

◢ 東京未来大学（学校法人 三幸学園 ）
◢ 教職員、学生が利用する認証基盤として導入
◢ Active Directory、Microsoft 365、Google Workspaceと連携
◢ 利用ユーザー数：2,600ID

◢ 国立大学法人 上越教育大学
◢ 教職員、学生が利用する認証基盤として導入
◢ オンプレミスの認証サーバからクラウドサービスへ移行
◢ 学術認証フェデレーション、学内システム、 Google Workspaceと連携
◢ 利用ユーザー数：2,000ID

◢ OEM提供
◢ 数社へOEM提供中



価格

Standardライセンス
1ユーザーあたり

150円/月額

下記のどちらかをご利用いただけます。

Enterpriseライセンス
1ユーザーあたり

500円/月額

下記のすべてをご利用いただけます。

■Namedサービスとは？

「Microsoft 365」、「Google Workspace」など “ID同期機能とシングルサインオン機能を持つサービス“ を指します。

■汎用サービスとは？

SAML対応サービス、代理認証方式で連携するサービスなど “シングルサインオン機能のみを持つサービス” を指します。

・年間でのサブスクリプション契約となります。

・この他に、教育機関向けのEducationライセンスやオプションサービスもございます。

・Namedサービス×無制限

・汎用サービス×無制限

・統合ID管理機能：連携先×3

・Namedサービス×1

・汎用サービス×3



統合ID管理ソフトウェア
Secioss Identity Manager Enterprise

認証・アクセス制御ソフトウェア
Secioss Access Manager Enterprise



製品概要

◢ Secioss Identity Manager Enterprise（SIME）
◢ ID統合管理ソフトウェアです。

◢ ID情報や属性情報を連携先システムに連携（同期）することができます。

◢ AD/LDAP、DB、クラウドサービスなど様々なシステムに連携可能です。

◢ Secioss Access Manager Enterprise（SAME）
◢ シングルサインオン・アクセス管理ソフトウェアです。

◢ パスワード認証のほか、ワンタイムパスワード（OTP）、クライアント証明書認証、FIDO
認証など、様々な認証を組み合わせることが可能です（多要素認証）。

◢ ユーザーやグループを利用したアクセス制限やIPアドレス、時間帯による制限が可能です。

どちらもLinux OS（CentOS/RedHat EL）で稼働するソフトウェアです。



・アカウント作成/変更/削除
・グループ作成/変更/削除

・SSO連携設定
・認証方式設定
・アクセス制御設定

システム構成

SAMESIME

管理用LDAP
（Master-Replica）

管理画面
（共用）

レプリケーション

Active Directory

Reverse Proxy 
Server

ログDB

365連携サーバー

Google Workspace
Salesforce・・・etc

Microsoft 365

LDAPSAPI

API / PowerShell

ＣSVファイル出力
Cloud Services

(SAML SP)
（No-SAML SP）

SAML

HTTPS
(POST/GET)

管理者
ユーザー

・パスワード変更
・属性情報変更

・認証
・SSOポータル
・クライアント証明書取得

（青矢印）：IDプロビジョニング
（赤矢印）：認証連携（SSO）



ID連携機能

◢ ID連携先（アカウント/グループ/組織情報など）
◢ ディレクトリ サーバー：Active Directory/OpenLDAP/389Directory Server
◢ データベース（MySQL/PostgreSQL/OralceDB）
◢ クラウドサービス（Google Workspace/Microsoft 365/Salesforce/cybozu.com）
◢ Provisioning API（REST API）を持つWebサービスにも連携可能

◢ データ取り込み・出力
◢ CSV形式ファイルのインポート、エクスポート
◢ AD/LDAPから情報を取得し格納（源泉データのPull型取得機能）

◢ スクリプト実行・自動処理
◢ 源泉データ取り込み、データ同期時の任意処理実行

⚫ アカウント作成時にADに「Home Directory」を作成する。
⚫ 初期パスワードを指定パターンで生成する。
⚫ 属性情報に応じてグループに所属させる。



◢ SIMEのRest APIを活用し、他サービスとの連携も可能
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認証連携

◢ シングルサインオン方式
◢ SAML / OpenID Connect / OAuth / WS-Federation

◢ リバースプロキシ方式 / 代理認証方式

◢ シングルサインオン可能なサービス
◢ Google Workspace / Microsoft 365 / 学認SP

◢ SAML対応Webアプリケーション

◢ SAML未対応Webアプリケーション
（代理認証方式、リバースプロキシ方式で対応可能）

クラウドサービスや社内システムなど、様々なWebアプリケーションと認証連携が可能です。



認証方式（多要素認証）

◢ 「パスワード認証」のほか、様々な認証方式の利用、連携が可能です。
◢ ワンタイムパスワード認証（アプリ方式、メール通知方式に対応）

◢ クライアント証明書認証

◢ 統合Windows認証

◢ FIDO認証、

◢ イメージ認証（SECUREMATRIXやPassLogicとの連携）

◢複数の認証方式を組合わせることや、順番を指定することが可能です。
◢ パスワード認証 + ワンタイムパスワード

◢ ワンタイムパスワード + AD認証

◢ パスワード認証 + （ワンタイムパスワード or FIDO認証）



アクセス制御

◢ IPアドレス制御
◢ IPアドレスを利用して社内・社外などのアクセス制御が可能です。

⚫ 社内アクセス：AD認証（パスワード認証）

⚫ 社外アクセス：AD認証 + ワンタイムパスワード

◢ ユーザー・グループごとの制御
◢ ユーザーやグループを利用して利用できるサービスを限定することが可能です。

⚫ パートナーメンバー：メールシステムのみ利用可能

⚫ 社員：メールシステム + 社内システムの利用が可能

◢時間帯による制御
◢ 休日は特定のシステムへのログインができないようにするなど。



その他

◢外部IdP連携
◢ 認証は別途設置したActive Directory、LDAPと連携することが可能です。

◢ ポリシー機能
◢ パスワードポリシーやアカウントロックアウトポリシー機能を備えています。

◢ SSOポータル画面
◢ SSOポータル画面がユーザーごとに用意されています。

◢ アイコンをクリックするとすぐにサービス利用が開始できます（SSO）。

◢ ログ検索
◢ いつ、誰が、どのサービスへアクセスしたか、ログを取得しています。

◢多言語対応
◢ 英語、中国語に対応しています。



導入事例

◢ 大手ISP社
◢ 20以上のコンシューマ向けサービスの認証基盤として採用
◢ ユーザーの契約内容に応じた複雑なアクセス制御を実装（カスタマイズ）
◢ OTPアプリケーションも提供
◢ 利用ユーザー数：数百万ID

◢ 不動産企業
◢ 関連企業で共有しているWebシステムへのSSO
◢ 認証方式として、証明書認証を利用
◢ 利用ユーザー数：10,000ID

◢ 文教系
◢ ID連携・SSO、セキュリティ強化のために導入
◢ 30大学以上の導入実績
◢ 規模：2,000ID～30,000ID



価格

※ 5万ユーザー以上はご相談ください。
※ 製品カスタマイズを行った場合には記載の料金体系と異なることがあります。

◢ ライセンスは年間サブスクリプション方式（保守料金込み）です。

Identity Manager

ユーザー 年間ライセンス料

500 480,000

1,000 600,000

3,000 720,000

5,000 840,000

10,000 960,000

30,000 1,260,000

50,000 1,500,000

Access Manager

ユーザー 年間ライセンス料 Academic向け

500 720,000 576,000

1,000 840,000 672,000

3,000 1,080,000 864,000

5,000 1,200,000 960,000

10,000 1,440,000 1,200,000

30,000 1,800,000
1,440,000

50,000 2,100,000



学術認証フェデレーションへの対応



学認IdP対応

◢ 「Secioss Access Manager Enterprise」、「SeciossLink」は
学認IdPに対応しています。

◢ 「Shibboleth IdP」や他のIdPなど学内に複数設置されているIdPを
全て集約することができます。

◢ 学認向けに専用GUIを用意しており、全て画面から設定可能です。

◢ 「学認SPテンプレート」を用意しており、SP追加作業も省力化できます。



学認サービス向け画面

送信属性マッピング

認証に必要な情報の設定

【学認SP設定画面】【送信属性同意画面】

メタデータ自動更新機能

送信属性同意機能



株式会社セシオス
https://www.secioss.co.jp

https://seciosslink.com


