
“クラウドサービスの利用が進
み､また単体だけでなくグル
ープ内で利用するシステムが
増える中、クラウドサービス
をセキュアに利用できる環
境やオフィス外からセキュア
にかつ手軽にシステムを利
用できる環境が求められて
いました”
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中島 由香子 氏 目的

三菱商事グループの連結経営を支える統合認証基
盤の実現。セキュリティと利便性を向上し、クラウド
サービス、モビリティ環境の利活用など多様化する
ニーズに応え、内外のビジネス環境の変化に対応
できる柔軟性と拡張性､信頼性を備えた基盤を提
供する。

三菱商事が、
グローバル連結経営を支える
統合認証基盤を刷新
事業環境の変化に対応可能な拡張性と柔軟性を備えた
高信頼の基盤構築をHPEがトータルに支援

Case Study

ITの効果
• IceWall SSOを採用し、社内システムに加え、ク
ラウドサービスのシングルサインオンを実現

• ワンタイムパスワード（OTP）の利用により、オ
フィス外からセキュアにシステムにアクセスでき
る環境を整備

• 統合Windows認証により、PCへのログオンによ
るシングルサインオンを実現

• ID管理業務の運用工数を削減

ビジネスの効果
• シングルサインオンの範囲拡大による利便性の
向上

• オフィス外から社内システムへのアクセスが可能
となり、出向者のシステム利活用を推進

• ビジネスを支える基盤としての信頼性、安定性の
向上

アプローチ
シングルサインオンを含むアクセス管理機能は､製
品が備える標準機能を最大限に活用し､極力カスタ
マイズを加えず要件に応えること、ID／パスワード
を管理するID管理機能は､自社並びにグループ企
業の人事システムやID申請のワークフロー等との
連携を視野に柔軟な対応ができることを目指した｡
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チャレンジ
社内外のビジネス環境の変化への対応力を支える
統合認証基盤
三菱商事は、国内と海外約90カ国、200超の拠
点を結ぶグローバルネットワークを擁する、日本
を代表する総合商社である。近年は、商品トレー
ディングを中心とする総合商社の従来のビジネ
スモデルから、600社を超える連結対象グルー
プ企業と連携し、様々な領域で新規事業を展開
する複合事業体へと著しい変貌を見せている。

「三菱商事は世の中の変化に対応しながら進化
しています。認証基盤の再構築にあたり､各シス
テムを支える基盤として安定性の確保と共に､
今後も会社の変化に応じて長期にわたって機能
提供可能な柔軟性が必要だと考えました」と、三
菱商事IT企画部システム企画管理室ITインフ
ラユニットの中島由香子氏は今回の統合認証基
盤構築の意図を語る。

「課題としてあがっていたのは､内外のビジネス
環境の変化への対応です。クラウドサービスの
利用が進み､また単体だけでなくグループ内で
利用するシステムが増える中、クラウドサービス
をセキュアに利用できる環境やオフィス外から
セキュアにかつ手軽にシステムを利用できる環
境が求められていました｡社内システムを社内
から利用することを前提に構築された従来の認
証基盤のスコープを拡大し、新しいニーズに応
えられる環境を整備する必要がありました｡ま
た、認証基盤は基幹業務をはじめ多くのシステ
ムの入口となるため、24時間365日の安定稼働
に加えて被災時の事業継続への配慮も欠かせ
ませんでした」

三菱商事が求めていたのはグループの成長と
ともに進化できる統合認証基盤だった。その
構築パートナーとして選ばれたのが日本ヒュー
レット・パッカード（HPE）である。

ソリューション
製品力と構築力の視点から
HPEをパートナーに選択
三菱商事とともにプロジェクト全体を管理した
のは、グローバルに高い専門性と幅広い技術力
でITサービスを展開するタタコンサルタンシー
サービシズ（TCS）と三菱商事との合弁会社で
ある日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ
（日本TCS）である。

日本TCSは三菱商事における豊富なシステム構
築・運用の経験、IT市場における知見に基づい
てRFPを策定し、開発パートナーを選定したとい
う。同社のEUC&サービスデスク白井健氏はそ
の選定基準を次のように語る。

「構築したシステムは私たちが長期にわたって
運用していくことになります。お客様の要件を
満たし、統合認証基盤の機能を広範囲にカバー
する製品力と高度な要求に応える開発力、さら
に安定稼働を支えるサポート力を持ったパート
ナーが必要でした。この分野の主要ベンダーを
総合的に検討した結果、HPEを選択しました」

統合認証基盤は認証・認可・アクセスコント
ロールを行うシングルサインオン（SSO）シス
テムと利用者のID、パスワードを管理するID管
理システムから構成される。それぞれにおける
HPEの提案を見てみよう。

クラウドサービスやモビリティ環境、そして統
合Windows認証に対応したSSOとしてHPEが
提示したのは日本市場シェアNo.1※のIceWall 
SSOである。

「数百万人ユーザー規模のシステムなど厳しい
条件下における安定稼働の実績を高く評価し
ました。HPEにはSSO構築の実践的なノウハウ
がありますが、中でもワンタイムパスワード認証
（OTP）はグループ企業やモバイル環境から利
便性を損なわずにセキュアにアクセスする最適
な手段だと思いました。パスワードの生成に物
理媒体が不要な点も海外展開を考える私たち
にとっては大きなメリットでした」（白井氏）

一方、ID管理システムでは他のベンダーがパッ
ケージ製品を推す中、HPEは独自開発という方
針を示した。

「ID管理システムはグループ企業ごとに異なる
組織や人事制度に対応しなければならず、パッ
ケージ製品を採用したとしても、カスタマイズが
前提になります。むしろ重要なのはビジネスや
組織の変化に合わせたシステムの拡張や変更
のスピードで、その意味でHPEには経験豊富な
エンジニアによる迅速なサポートを期待しまし
た」（白井氏）

2014年3月、HPEをパートナーに統合認証基盤
の構築がスタートした。

三菱商事株式会社
ビジネスサービス部門
IT企画部
システム企画管理室長
野中 礼雄 氏
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日本を代表する総合商社の一社である三菱商事は、全世界約200箇所に
広がる拠点に加えグループ企業の利用も視野に、統合認証基盤を刷新し
た。クラウドサービスやモビリティ環境にも対応したシングルサインオン
機能を備えるIceWall SSOを導入するとともに、組織改編等に柔軟に対
応できるID管理システムを構築。グループ企業間のシームレスな情報共
有を支える基盤として、さらなる成長戦略への貢献が期待されている。

* 2015年度 売上金額ベース 
 SSO市場 No.1
 出典：ITR「ITR Market View：アイ
デンティティ／アクセス管理市場2016」
（平成28年5月刊）
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ベネフィット
大規模認証基盤の構築と
スムーズな移行
統合認証基盤の対象ユーザーは、国内外の三
菱商事社員、海外拠点のスタッフ、グループ企業
の社員、その他派遣社員、業務委託などを含め
約14,000名以上に上る。統合認証基盤構築後
は、社内ポータル、基幹系業務システム、コミュ
ニケーションインフラシステムを始めとする約
60システムがIceWall SSOと接続された。国内
ユーザーにはActive Directoryと連携した統合
Windows認証も提供されている。

クラウドサービスとの認証連携では IceWal l 
Federationが用いられ、eラーニングをはじめ
とするさまざまなサービスがシングルサインオ
ン環境で利用可能となった。さらにOTPの導入
により、オフィス外からのシステム利用にも対応
できるようになった。

「オフィス外からアクセス可能とするシステムは
任意に設定でき、企業や業務のポリシーに合わ
せた運用が可能です。また高度なセキュリティ
が必要な場合を想定し、あえてシングルサイン

オンの対象とせず再度の認証を要求できる機
能も準備しています」とSSOシステム構築に携
わったHPE IceWallソフトウェア本部の大原有
祐氏は語る。

ID管理システムには人事制度や組織改編等へ
の柔軟な対応が求められた。HPE製造・流通
サービス事業本部の野村和永氏は長年の構築
経験を基にしたフレームワークがこの柔軟性を
実現する上で役立ったという。

「ID管理のロジック部分を切り離したアーキテク
チャにより、対象サービスの拡大やユーザーの
増加、人事制度の変更などに柔軟かつ迅速に対
応できます」（野村氏）

システム構築と並行し、移行計画の立案も進め
られた。旧認証基盤から新認証基盤への移行が
必要となる各システム担当者の負担やユーザー
への影響を極小化したいという三菱商事の意向
に沿うため、日本TCSはシステム間の相関関係
を考慮し、高度な技術力を要する一斉移行と個
別移行を組み合わせた綿密な移行計画をHPE
と作り上げた。
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●三菱商事グループの統合認証基盤

●新統合認証基盤で、こう変化した。

課題 Before After

グループ企業からの
アクセス

PCログインとの
連携

SSO対象
システムの拡大

連結経営の加速に伴う
グループ企業との情報
共有の促進

ユーザー利便性の向上

パブリッククラウドとの
連携（外部サービス
利用時の利便性向上）

社内ネットワークに
接続された環境下での
システム利用が前提

PCログイン後､
システムへのログイン
が必要

未実施

社内ネットワークに接続されていない
環境下でのシステム利用も
（一部のシステムにおいて）可能

（国内においては）統合Windows認証
によりPCログイン後､（一部システム
を除き）システムへのログインを省略

各種クラウドサービスがSSO
環境下で利用可能

クラウドサービス

社内システム

人事システム

ID管理

データ入力

利用者

利用者

OTP＊

認証連携（フェデレーション）

社内ネットワーク

社外ネットワーク

ActiveDirectory
統合Windows認証

IceWall 
SSO

※OTP：ワンタイム
　パスワード

モバイル
端末

ID/パスワード 
+OTP ログオン

SSO （IceWall）

PC ログイン 

フェデレーション
ログイン
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管理業務も効率化したと白井氏。

「認証基盤としての機能や提供範囲は格段に増
えていますが、プロセス監視やID発行、管理業務
の効率化により運用工数は減っています」

もちろん可用性も担保されていると、日本TCS
のMCITプランニング 田村岳史氏は語る。

「障害停止は発生していませんし、業務開始など
の認証ピーク時も遅延はみられません。新設し
たDRサイトも含め、世界各地のグループ企業が
利用する統合認証基盤としての信頼性は担保で
きています」

日本TCSのMCITプランニング 大畑雅志氏はこ
のプロジェクトについてこう評価する。

「システムに問題が見つかったときもHPEは非
常に素早く対応し問題を解決してくれました。私
たちと共に高いシステム品質を追い求めるHPE
の姿勢とそれを実現する技術力を実感しました」

最後に三菱商事の中島氏に将来に向けた構想を
語っていただこう。

「認証基盤は三菱商事グループのシステムを支
える基盤です。今後は統合Windows認証の適
用範囲を海外拠点に拡げるなど､ユーザー利便
性の向上を進めていきたいと考えています。日
本TCSとHPEには、業務とIT両面における知見
と技術力で我々のチャレンジを引き続き支援し
ていただきたいと思っています」

詳しい情報は　IceWall　で検索

“システムに問題が見つかったときもHPEは非常に素早く対応し問題を
解決してくれました。私たちと共に高いシステム品質を追い求めるHPE
の姿勢とそれを実現する技術力を実感しました”
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2014年12月にシステム構築が終了し、2015年
2月から約60システムの旧認証基盤からの移
行作業がスタートした。これを担当したのは日
本TCSのEUC&サービスデスク小澤俊行氏で
ある。

「各システムの担当者やベンダーとスケジュール
を調整しながら60あまりの対象システムを順次
移行していきました。各システムがそれぞれ任意
のタイミングで移行ができるようにHPEが事前
準備をしてくれたおかげで、私は各システムの担
当者との調整などに注力できました」（小澤氏）

移行時には本番環境と同じ構成のプレ本番環境
でテストを行なった。このプレ本番環境は被災時
にはDRサイトとして活用される予定で、本番環
境のデータを日次でフルバックアップし、24時間
以内のデータリストアが可能な体制が整えられ
ている。

2015年8月、すべての移行対象システムがスケ
ジュール通り統合認証基盤に移行された。

グループ企業間のシームレスな
情報活用を促進
中島氏は導入効果を次のように語る。

「かねてから要望の高かった統合Windows認証
が実現できたことに加え､クラウドサービス利用
時のSSOの実現により利便性が高まりました。 
また､グループ企業への出向者が増えつつあり､
社外から社内システムにアクセスできるOTPの
しくみは好評です｡三菱商事のWANに接続して
いないグループ企業からOTPを介してシステム
を利用する事例もあり､今後のグループ内での
システム活用促進につながっていくことを期待
しています」

グループ企業に出向中の社員はOTPを使って
クラウド上のeラーニングを受講できるという。
IceWallが具備するフェデレーション機能､OTP
機能の活用により､システムが構築されている環
境やユーザーがシステムを使用する環境を選ば
ない柔軟性を実現できているのである｡

ソリューション概略

導入ソフトウェア
• IceWall SSO

• HPE開発ID管理システム

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 ITインフラサービスMCITプランニング
大畑 雅志 氏
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