
AWSファイルサーバー
移行サービスのご案内

OneLoginサービス

紹介資料



なぜシングル・サイン・オンが必要なのか
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社内システムのあり方が変化



従来の社内システム

社内ネットワークの境界内で社内システムを利用

働く場所が固定される
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クラウド型のこれからの社内システム

社内の業務システムはクラウド化

どこにいても働ける環境
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ID管理の課題

ユーザー

ID・パスワードが増える

ログイン先がわからない

管理するMFAが増える

管理者

ユーザー管理が煩雑

各サービスごとに設定が必要

セキュリティレベルの統一が難しい
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一元管理

認証情報の一元管理

プロビジョニングによりアカウント発行・権限の自動化
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※自社で開発したオンプレミスのWebアプリ（SCIMプロトコル対応）にもユーザープロビジョニングが可能です。

プロビジョニングにより、
アカウント発行と権限設定の自動化

シングル・サイン・オンにより
認証の一元化



OneLogin サービス概要



の基本機能

Active Directoryの
ユーザー情報を
そのまま利用可能

APP

APP

APP

シングル・サイン・オン

OneLoginから
アプリケーションへ
1クリックでログイン

様々なデバイスを
利用して多要素認証

を利用可能

多要素認証 AD連携

• フォームベース

• SAML

• スマートフォン
• 物理トークン
• 生体認証



シングルサインオン（SSO）

⚫ OneLoginを利用することで、OneLoginの認証情報のみで複数のサービスが利用可能

⚫ 様々なクラウドサービスに対応

利用者 シングルサインオン
サービス Cloud Service



の基本機能(PC+ブラウザ)



基本操作：シングルサインオン

WebブラウザからOneLoginにログイン
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基本操作：シングルサインオン

使いたいサービスをクリックするだけで、ログイン可能
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アクセス制御：利用できるサービスを管理

権限グループを設定することで、許可されたアプリケーションのみ利用することが可能

グループ名称

BIツール SFA/CRM Office App ファイル共有 カスタマー
サポート

クラウド

社員グループ
（マネージャー）

アクセス許可 アクセス許可 アクセス許可 アクセス許可 アクセス許可 アクセス禁止

社員グループ
（セールス／営業）

アクセス許可 アクセス許可 アクセス許可 アクセス許可 アクセス禁止 アクセス禁止

社員グループ
（エンジニア／技術）

アクセス禁止 アクセス禁止 アクセス許可 アクセス許可 アクセス許可 アクセス許可

その他
（パートナー）

アクセス禁止 アクセス禁止 アクセス許可 アクセス禁止 アクセス許可 アクセス禁止



アクセス制御：IPアドレス制限

OneLoginへのアクセスを、拠点のグローバルIPアドレスのみに限定することが可能

MFAと組み合わせた柔軟な設定が可能

社内：MFAなし

社外：MFA必須

グローバルIPの許可リスト

多要素認証の有効化



多要素認証

OneLoginは、多要素認証を利用する機能が標準で用意されています

ID/Password+モバイルOTPやWindows Helloなどを利用してログイン

※OneLoginの利用の際には、多要素認証を設定することを強く推奨いたします

30秒に1回変わるワンタイムパ
スワードが本人性を高めます

モバイルOTP WebAuthn

サードパーティ製品

FIDO2に対応した、セキュリティキーや、
Windows Hello、TouchIDなどの生体認証に対応

Google

Authenticator

Email通知

アカウントのEmailアドレスに
確認コードを通知



Active Directory 連携

企業内で利用しているディレクトリサービスと連携して、OneLogin側にIDを同期することが可能

ID自動同期

シングル
サインオン

ディレクトリサービス

※既存のディレクトリサービスがない場合は、OneLoginをディレ
クトリサービス相当（クラウドディレクトリ）として利用可能

東京本社

大阪支社

ADC

ADC

※ Active Directoryサーバには、OneLogin AD Connector（ADC）、LDAP

サーバには、OneLogin LDAP Connector（LDC）の導入が必要となります

クラウドサービス
（4,000 +）

Cloud Service



コンプライアンス : レポート
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⚫ OneLogin上の操作はすべて記録され、確認することができます。



が取得している第三者認証

国際的なコンプライアンス・セキュリティ企画に準拠

取得済み第三者認証

現在のOneLogin社の外部機関による取得認証はWebで公開しています
https://www.onelogin.com/compliance

ISO 27001
情報セキュリティとシステム制御に
関する国際標準に適合

ISO 27017
クラウド内のセキュリティ管理に焦
点を合わせた実務規範に適合

ISO 27018
クラウド内の個人データ保護に焦点
を合わせた実務規範に適合

SSAE16 Type II, SOC1 and SOC2
第三者機関によるテストと認証の取得

CSA STAR
クラウドサービス事業者のセキュリ
ティ成熟度の評価認証

TRUSTe
個人情報保護、プライバシー保護に
関する認証の取得

https://www.onelogin.com/compliance


なぜ なのか

ユーザーが使いやすいシステムでありながら、高いセキュリティも実現

システム利用者
高い利便性

システム管理者
高いセキュリティ



OneLogin 技術事例



プロビジョニング

OneLoginのユーザー情報を利用してユーザーの追加/削除を自動化

AD連携していればADにユーザーを追加することで各サービスにアカウントが追加可能
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山田太郎

山田太郎

Active Directory

山田 太郎

GROUP = 営業

CHECK ENTITLEMENTS

AD GROUP 営業

OL GROUP 営業

▪ Office 365

▪ Box

▪ AWS

山田太郎

※自社で開発したオンプレミスのWebアプリ（SCIMプロトコル対応）にもユーザープロビジョニングが可能です。



AWSアカウントプロビジョニング
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⚫ OneLoginのユーザー情報を利用して各AWSアカウントへのアクセスを自動化

⚫ 所属情報などをIAM Roleを紐づけて、権限を自動的に付与

⚫ AD連携していればADユーザーの情報を利用可能

⚫ ユーザー管理をAD、またはOneLoginで一元管理可能

山田太郎

Active Directory

山田太郎

GROUP = 営業

CHECK ENTITLEMENTS

AD GROUP 営業

OL GROUP 営業

▪ AWSアカウントA

▪ AWSアカウントB

山田太郎



AWS ClientVPNとの連携

AWS ClientVPNを利用する際の、認証先として OneLogin が利用可能

VPN接続に多要素認証を実装可能
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Amazon WorkSpaces の多要素認証

AWSとOneLoginのRADIUSサービスを連携可能

OneLogin(既存AD)のID/Pass/MFAでWorkSpacesを利用可能
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http://blog.serverworks.co.jp/tech/2018/02/28/onelogin-workspaces01/

MFA連携

Firewall

PAP, EAP-TTLS/PAP

R

A

D

I

U

S

クラウドディレクトリ

ログイン OneLoin ID・PW 

+ (ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ) 

Active

Directory
AWS 

AD Connector

Amazon

WorkSpaces



OneLogin 導入事例



のグローバル事例

テクノロジー ヘルスケア インダストリー 金融/リーガル 政府/教育



弊社 導入事例

導入事例： 利用ユーザー数：約1000名

利用デバイス：Windows PC, iPhone, iPad

SSOアプリ：メッセンジャー、給与システムなど

SAML

フォームベース

Active Directory連携

多要素認証

IPアドレス制限

https://www.serverworks.co.jp/case/srg-takamiya.html

https://www.serverworks.co.jp/case/srg-takamiya.html


弊社 導入事例

導入事例： 利用ユーザー数：約100名

利用デバイス：PC、スマートフォン、タブレット

SSOアプリ：20種以上のSaaS

Amazon Web Services

Google Workspace

Microsoft 365

など

プロビジョニング

多要素認証

https://www.serverworks.co.jp/case/valuencetechnologies.html

https://www.serverworks.co.jp/case/valuencetechnologies.html


OneLogin ライセンス



OneLogin ライセンス

機能項目
ENTERPRISE
(アドバンス)

UNLIMITED
(プロフェッショナル)

ライセンス費用（ユーザー単位／月額） 480円/5760円 850円/10200円
●シングルサインオン
フォームベース認証・SAML 制限なし 制限なし
カスタムコネクター（※） ○ ○

●ディレクトリ連携
Active Directory ○ ○
G Suite ○ ○

●多要素認証
各種多要素認証デバイス ○ ○
IPアドレス制限 ○ ○
PKI証明書 ○ ○

●レポート機能
イベントログの詳細ログ ○ ○
レポート機能 ○ ○

●その他

RADIUS ○ ○
ユーザープロビジョニング ‐ ○
最低利用ユーザー数 10 5

※カスタムコネクター：自社アプリケーションやオンプレミスで動作しているアプリケーションへのSSOを実現するコネクタ



OneLogin ライセンス販売

弊社OneLoginサービス利用規約に基づき、アカウントをお客様に提供

OneLoginサービス（ユーザーライセンス）の利用料は、日本円にてご請求

OneLoginサービス（ユーザーライセンス）の契約期間は、年間契約での提供

クラウドインテグレーションの多数の実績がある弊社から購入いただくことで、

お客様のクラウド環境（AWSを含む）に適したインテグレーションおよびサポートを提供

OneLogin ご利用

お客様

お支払い

ご請求書発行

アカウント提供

支払い代行

アカウント提供

サポート 連携



OneLogin ライセンス期間

新規100ライセンス購入の場合

サービス（課金）開始日 ： 開始希望日もしくは弊社設定日
サービス（課金）終了日 ： サービス開始日から1年間後の前日

サービス開始日

2020/4/15 2020/4/14

サービス終了日

１００ライセンスのサービス期間

サービス（課金）終了日 ： 既存サービス期間終了日まで

追加ライセンス
利用開始日

2020/6/15 2020/4/14

サービス終了日

追加50ライセンスのサービス期間
(切り上げ10か月) 

１５０ライセンスでの更新
（初期：１００＋追加：５０）

＜注意事項＞
※サービス期間内でのライセンス数の減数は承れません。ライセンス数の減数はご更新時に承ります

１００ライセンスでの更新

サービス期間中に、追加５０ライセンス購入の場合



OneLogin サポート体制

サポート体制

サポート時間帯
・平日（月曜～金曜）
・時間帯（10:00～17:00）
※時間外の問い合わせは、翌営業日の対応となります

サポート窓口 サポートサイトよりお問い合わせ

サポート言語 日本語

標準サポートメニュー

・OneLoginサービスに関連するQ&A対応

https://support.serverworks.co.jp/hc/ja/sections/115001473247
・トラブルエスカレーション対応
（OneLoginへのエスカレーション対応）
※お客様自身による問題切り分け後のエスカレーション対応を実施
※弊社SaaS・Productサポート窓口に準拠

Serverworks OneLoginお客様

サポート（１次）
※日本語

【ライセンス販売＆サポート窓口】

サポート（２次）
※英語

【サービス提供元】

サポート内容（Serverworks）

https://support.serverworks.co.jp/hc/ja/signin?return_to=https%3A%2F%2Fsupport.serverworks.co.jp%2Fhc%2Fja%2Fsections%2F115001473247-OneLogin&locale=ja
https://support.serverworks.co.jp/hc/ja/sections/115001473247


OneLogin社について



OneLogin－企業情報

会社名：OneLogin, Inc

2009年 創業

2010年 サービスリリース

本社：米国サンフランシスコ

CEO ：Brad Brooks

電子署名プラットフォームDocuSign出身

2021年：One Identity LLC,により買収



－サービスレベル

London

Chicago

Dallas

Amsterdam

OneLoginのシステムは高い稼働実績を誇ります

99.9%以上のアップタイム保証によりユーザーはいつでもログインできます

現在のサービス稼働状況はWebで公開しています
http://www.onelogin.com/company/trust/

http://www.onelogin.com/company/trust/


－サービスレベル (サービス稼働率)
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*1 2021年7月現在

2021 *1

99.99%

2020

99.99%

2019

99.99%

2018

99.99%

OneLoginステータスページ
https://www.onelogin.com/status

https://www.onelogin.com/status


OneLogin 第三者評価



GartnerのMagic Quadrantでリーダーに位置しております

Magic QuadrantはGartner社の調査レポートです

ビジョンの完全性と実行能力で評価

評価内容を4象限(Quadrant)で決定

4象限の定義

リーダー：市場でのリーダー

チャレンジャー：高い能力がある

ビジョナリー：概念先行型

ニッチ：特定市場指向型

社に対する第三者評価

41



社に対する第三者評価

G2社のGridレポートでリーダーと評価されています。
G2のグリッドレポートは、ほぼ完全にユーザーの評価に基づいており、ベンダーが自己報告した情報ではありません。

これは、他のソリューション評価との差別化要因です。

Gartner Peer insightsのアクセス管理で高い4.6と評価されています。
信頼性の高いエンドユーザーの専門家による当該市場のベンダーに対する評価です。
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OneLogin 追加オプション



リスクベース認証

機械学習による不正なログインを検知して、多要素認証を強制機能

機械学習を利用してユーザー情報を学習

地理的位置

現実的でない地理的位置からアクセス

ネットワークのアドレス

ブラックリストのIPアドレスからのアクセス

デバイス

新しいデバイス,OS,ブラウザ

時間帯の異常

普段利用していない時間帯のアクセス
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ライセンス費用
(ユーザー単位／月額)

価格

リスクベース認証 380円/4560円



デスクトップ

OneLoginのユーザー情報でWindows10およびMacの認証が可能

Active Directoryなしで、ユーザーとデバイスを一元管理

Active Directoryの構築・運用が不要

機能要件

Windows10(64bit)

ADに不参加であること

macOS(OS X 10.11以上)

ADに不参加であること
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ライセンス費用
(ユーザー単位／月額)

価格

デスクトップ 500円/6000円



ありがとうございました

【本資料のお問い合わせ先】

株式会社サーバーワークス

営業部 OneLoginセールス

Tel :   03-5579-8029

Mail :  sales-onelogin@serverworks.co.jp

Web : https://www.serverworks.co.jp/contact

サーバーワークスが提供する「シングルサインオンサービスOneLogin」の資料をご覧いただき

ありがとうございます

ぜひ、本サービスのご活用・ご検討のほど、よろしくお願いいたします


