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対象

 クラウドサービスの普及により悩んでいる方

 IDaaSサービス（AzureAD）の導入を検討されている方

ゴール

 クラウドサービスに関する悩み解決案のご提示

 AzureADによるIDaaSサービスの導入ポイントのご提示

本日、お話しする内容



はじめに

クラウドサービスやテレワークの普及、ランサムウェア被害の拡大などの背景から、

「ゼロトラストセキュリティ」への移行が求められています。

ゼロトラスト（すべてを信頼しない）で、重要な要素は『本人』であるかどうか

『本人』を特定するクラウド認証基盤が

IDaaS（Identity as a Service）



クラウドサービスの普及による悩み

クラウドサービスの普及により、悩んでいませんか？

１．クラウドサービスが増えてID、パスワードの管理が大変！

２．クラウドサービスに不正アクセスされないか不安・・・

３．人事異動や入退社時のアカウントや権限対応がしんどい・・・



クラウドサービスの普及による悩み

１．クラウドサービスが増えてID、パスワードの管理が大変！

✓ クラウドサービスごとにID、パスワードを覚えるのが大変
パスワードをつい使いまわしてしまう。

✓ パスワードを間違えすぎて、ロックがかかってしまう。
ロックを解除するのも大変で本来の業務が進まない。

password111

password111

password111

パスワードが覚えきれない…

使いまわしが常習化



クラウドサービスの普及による悩み

２．クラウドサービスに不正アクセスされないか不安・・・

✓ クラウドサービスへのログインがパスワードだけで大丈夫？
パスワードが流出したら不正アクセスされない？

✓ インターネット上にあるクラウドサービスは誰でもアクセスできるけど大丈夫？
不正アクセスされて機密情報が流出しない？

パスワードリスト攻撃
パスワードスプレー攻撃等の不正アクセス



クラウドサービスの普及による悩み

３．人事異動や入退社時のアカウントや権限対応がしんどい・・・

✓ 人事異動や入退社があるたびに、すべてのクラウドサービスに対してアカウントの
作成、変更、削除や権限変更の作業がしんどい

✓ クラウドサービスごとに１つ１つ変更するので、設定漏れや間違いも発生する。
それによるユーザーからの問い合わせもしんどい。

クラウド数分の作成、削除、変更を
人事変更のリスト分作業が必要



IDaaSサービスで解決できること

IDaaSサービスには、悩みを解決するソリューションがある！

１．クラウドサービスが増えてID、パスワードの管理が大変！

★シングルサインオン機能

２．クラウドサービスに不正アクセスされないか不安・・・

★多要素認証、アクセス制御機能

３．人事異動や入退社時のアカウントや権限対応がしんどい・・・

★IDプロビジョニング機能

✓ 複数クラウドのパスワード管理を１つに
✓ アカウントロックの回避

✓ 本人確認で99.9%の不正アクセス防止
✓ 場所やパソコンを限定して利用制限

✓ アカウント作成等の自動化
✓ アカウントの削除漏れや設定ミス軽減



IDaaSサービスで解決したいこと

【投票】IDaaSサービスで解決したい悩みをお聞かせください。（複数選択可）

１．クラウドサービスが増えてID、パスワードの管理が大変！

★シングルサインオン機能

２．クラウドサービスに不正アクセスされないか不安・・・

★多要素認証、アクセス制御機能

３．人事異動や入退社時のアカウントや権限対応がしんどい・・・

★IDプロビジョニング機能

４．その他（上記以外にIDaaSサービスで解決したい悩みがある）



IDaaSサービスの導入

AzureADで実現するIDaaSサービスを説明

１．AzureADの４つのエディション

２．AzureADの導入ポイント



AzureADの4つのエディション

AzureADには４つのエディションがあり、使える機能に制約があります。

『IDaaSサービスで解決できること』で紹介した機能別利用可否

※1：AzureAD アプリケーションプロキシによる社内Webシステムは不可。
※2：クラウドサービス毎に多要素認証の有効/無効の設定ができない。Freeは、ユーザ毎に多要素認証の設定ができない。 SMS等による認証は不可。
※3：グループを使ったプロビジョニング対象の割り当てができない。

エディション シングルサインオン 多要素認証 アクセス制御 IDプロビジョニング 含まれるライセンス

AzureAD Free △(※1) 〇(※2) × 〇(※3) Azure、Dynamics 365、
Intune、Power Platform 等

Office 365 △(※1) 〇(※2) × 〇(※3) Office 365 E1、E3、E5、F1、
F3 等

AzureAD
Premium P1

〇 〇 〇 〇 Microsoft 365 Business 
Premium
Microsoft365 E3
AzureAD Premium P1 等

AzureAD
Premium P2

〇 〇 ◎ 〇 Microsoft365 E5
AzureAD Premium P2 等



AzureADの４つのエディション

シングルサインオン、多要素認証などのエディション別導入ケース

AzureAD Free、Office365は、上記以外にもSLAが保証されていないなどあります。

エディション 導入ケース例

AzureAD Free ・シングルサインオンするクラウドサービスはすべて多要素認証を設定したい
・すべてのユーザーにスマホ認証アプリで多要素認証を設定したい
※シングルサインオンは、ユーザー毎に設定が必要（グループによる割り当て不可）

Office 365 ・シングルサインオンするクラウドサービスはすべて多要素認証を設定したい
・ユーザー毎に、スマホ認証アプリやSMS認証などの多要素認証を設定したい
※シングルサインオンは、ユーザー毎に設定が必要（グループによる割り当て不可）

AzureAD
Premium P1

・シングルサインオンするクラウドサービスごとに多要素認証やアクセス制御を設定したい
・ユーザー毎に、スマホ認証アプリやSMS認証などの多要素認証を設定したい
※シングルサインオンやアクセス制御は、部署や役職など、グループや一定のルール毎に設定が可能。

AzureAD
Premium P2

・AzureAD Premium P1に＋α、リスクベースでアクセス制御を設定したい
※匿名のIPアドレスや通常とは異なる場所からのサインイン等を制限



AzureADの導入ポイント

AzureADの導入ポイント（事前の考慮事項等）を何点かピックアップして説明します。

ユーザー情報をどこで管理するか？（AzureAD or ActiveDiretory）

シングルサインオンに対応しているクラウドサービスの確認方法は？

シングルサインオンするのに必要なAzureADのユーザー情報とは？

多要素認証の主な認証方法とデバイスは？

クラウドサービスへのアクセス制限（IPアドレスやパソコン等）の方法は？

社内システムにもシングルサインオンを対応させるには？

IDプロビジョニングに対応しているクラウドサービスの確認方法は？



AzureADの導入ポイント

ユーザー情報をどこで管理するか？（AzureAD or ActiveDiretory）

社内でActiveDirectoryを使っている場合は、

ActiveDirectoryでユーザー情報を管理することをおススメします（※1）

ActiveDirectory ⇒ AzureADには、ユーザー情報を同期する機能（AzureAD Connect）が

提供されています。そのため、ActiveDirectoryでユーザー情報を一元管理できます。

※1：クラウドサービス主体で、ActiveDirectoryを使っていない等の場合は除く。



AzureADの導入ポイント

シングルサインオンに対応しているクラウドサービスの確認方法は？

■シングルサインオンに対応しているクラウドサービスの主な確認方法

・Microsoftに「シングルサインオンのチュートリアル」サイトから検索（※1）

・AzureADの管理ポータルのギャラリーから検索

・クラウドサービスのサイトやベンダーへの問合せ

AzureADでシングルサインオン（SAMLなどの認証）できないクラウドサービスを対応させるには、

★セミナー後半でAzureAD＋αによる解決方法を紹介

※1：Azure AD で使用する SaaS アプリの統合に関するチュートリアル | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/saas-apps/tutorial-list


AzureADの導入ポイント

シングルサインオンするのに必要なAzureADのユーザー情報とは？

AzureADとクラウドサービス間は、ユーザーを紐づける識別子（NameID）を使って特定

識別子は、クラウドサービス側で定義された情報（メールアドレスやログインアカウントなど）を使用

ユーザーを特定する識別子（NameID）の値を把握しておくことはおススメ

・シングルサインオン失敗時の切り分け

・NameIDがAzureADで管理していない場合、ユーザー情報の整備が必要

クラウドサービスは、識別子（NameID）でユーザーを特定して振り分ける



AzureADの導入ポイント

多要素認証の必要性と主な認証方法は？

シングルサインオンは、１回のログインですべてのサービスが使えるため、多要素認証も併せて導入を推奨

多要素認証により99.9%の不正ログインを防止（※1）

多要素認証は、知識要素、所持要素、生体要素の２つ以上を組み合わせて本人を特定する認証

より本人を特定できる要素ほどセキュリティ強度が高い（生体要素 ＞ 所持要素 ＞ 知識要素）

※1:組織での Azure AD Multi-Factor Authentication - Azure Active Directory | Microsoft Docs

要素 認証方法

知識要素 ID/パスワード、PINコード、秘密の質問など

所持要素 SMS認証(ショートメッセージ)
スマホ認証アプリ(Microsoft Authenticator)など

生体要素 指紋認証、顔認証
（Windows Hello for Business）など

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals-mfa-get-started


AzureADの導入ポイント

クラウドサービスへのアクセス制限（IPアドレスやパソコン等）の方法は？

アクセス制限は、場所やデバイスなどで制御することより、不正利用などを防止

主なアクセス制御方法

IPアドレスによるアクセス制御であれば、AzureADの機能で実現可能

ただし、デバイス制御やポリシー制御を実現するには、Microsoft Intune(※)も必要

※Intuneは、Microsoft 365 Business Premium、Microsoft365 E3、EMS E3などのライセンスに含まれる。

制御方法 制御内容 アクセス制限のケース 構成

IPアドレス制御 接続元のIPアドレスで制御 ・社内NW以外(自宅等)からの利用制限 AzureAD

デバイス制御 接続元のPC、スマホなどで制御 ・社給パソコン以外(私用PC等)からの利用制限 AzureAD
Intune

ポリシー制御 個別に設定したコンプライアンスポリシーの
遵守状況で制御

・セキュリティリスクのあるPCからの利用制限
※古いOS、パッチ未適用、設定不適切 など

AzureAD
Intune



AzureADの導入ポイント

社内Webシステムにもシングルサインオンを対応させるには？

AzureADだけでは、社外から隔離している社内Webシステムへのシングルサインオンはできない

社内にコネクタサーバ等を設置して、対応する必要がある。

社内Webシステムにシングルサインオンを対応させる方法は、

★セミナー後半でAzureAD＋αによる解決方法を紹介

外部に公開していない社内Webシステムは
直接アクセスできない



AzureADの導入ポイント

 IDプロビジョニングに対応しているクラウドサービスの確認方法は？

確認方法は、『シングルサインオンに対応しているクラウドサービスの確認方法は？』と同じ。

プロビジョニングで検索すれば確認できる。

クラウドサービスのID管理の負荷軽減、削除漏れ等による内外の不正アクセス防止、内部監査と

ID管理者にはメリットが大きいが、 SCIM2.0に対応しているクラウドサービスが少ない

AzureADの管理ポータルから検索可能なクライドサービスは約250件

★セミナー後半でAzureAD＋αによる解決方法を紹介

AzureADに人事変更を更新すると
他のクラウドにも反映

未対応だと個別に更新が必要



AzureADの導入ポイント

本ウェビナーではご紹介できませんが、AzureADの導入ポイントは他にもあります。

AzureADは監査ログを30日しか保存できない。保存期間の延長方法は？

アクセス制御するならIntune＋AzureADへデバイスを登録する方法も検討！

ユーザー毎にクラウドサービスの利用制限をかけるならグループで制御！

動的グループのルール作成で運用作業が減らせる！

シングルサインオンをチームや部署単位で段階的に移行するには？

オンプレADとAzureAD間の同期方法は？（AzureAD Connect）

デフォルトだと管理者以外もポータルサイトにアクセスできる。設定変更を推奨！

シングルサインオンは３年毎に証明書の更新が必要！ など



AzureADだけでは解決できないこと

AzureADだけでは解決できない問題を『AzureAD＋α』でご提示します

シングルサインオンに対応していないクラウドサービス

社内Webシステムへのシングルサインオン

 IDプロビジョニングに対応していないクラウドサービス

詳細は、この後「かもめエンジニアリング様」からご紹介があります。

⇒ AzureAD ＋ Keygatewayで解決

⇒ AzureAD ＋ Keyspiderで解決



さいごに

AzureADでシングルサインオンを設定するだけならそれほど難しくありません。

ただ、会社全体に適用することを考えた場合、『AzureADの導入ポイント』でも

いくつか紹介しましたが、導入ポイント（考慮すべき事項）が多くあります。

AzureADだけでは解決できない問題についても

AzureAD＋α（Keygateway、Keyspider）でご提案いたします。

クラウドサービスやテレワークの普及により多くの対応が必要な中、我々スタイルズは

ゼロトラストの第一歩であるIDaaSサービスの導入を支援します。

IDaaSサービスに関するご相談は、アンケートにご記入ください。後日、ご連絡いたします。



スタイルズ IDaaSサービス

『IDaaSサービス』 と 『IDaaS＆ゼロトラストコラム』

■スタイルズのIDaaSサービス構成例

https://www.stylez.co.jp/zerotrust/
https://www.stylez.co.jp/zerotrust_columns/
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