
シングルサインオンソリューション
ユーザーがパブリッククラウドか社内システムかを意識することなく、たった1度の認証で
様々なアプリケーションを利用できる環境が整備されました。この認証連携により、私たち

がめざしていた統合認証基盤の最も重要な要件がクリアできたことになります。

̶ JFEスチール株式会社 IT改革推進部 基盤グループリーダー 主任部員（部長） 星加 理 氏

JFEスチールが、6万ユーザーの活用する認証基盤を刷新した。国内トップシェアを誇るシン
グルサインオン製品「IceWall SSO」を採用し、社内システムおよびパブリッククラウドサー
ビスへのシームレスな認証とアクセスを実現。さらに、パブリッククラウドとの認証連携

（フェデレーション）を含むアプリケーションへのSSOの実装作業を劇的に効率化した。

Case study

シングルサインオン製品「IceWall SSO」を採用し、
パブリッククラウドとの迅速な認証連携も実現

業界
鉄鋼

目的
JFEスチールおよびグループ企業、取引先企業
を含む6万ユーザーが活用する認証基盤を刷
新し、従来の認証システムに顕在化していた
様々な問題の解決。ならびにパブリッククラウ
ドサービスの利用を柔軟かつスムーズにおこ
なえる仕組みを構築する。

アプローチ
シングルサインオンを実現するパッケージ製
品を検討。およそ200系統のアプリケーション
に対する認証環境の確実な移行と、パブリック
クラウド上の新規アプリケーション（サービス）
へのシームレスな認証とアクセスを求めた。

ITの効果
● シングルサインオン製品「IceWall SSO」を採
用し、6万ユーザーが活用する高信頼な認証
サービスを実現

● 1人月から数人月を要していたアプリケー
ションへのシングルサインオンの実装作業
が3～4日で可能に

● パブリッククラウドサービスとの迅速な認
証連携（フェデレーション）を実現

ビジネスの効果
● 利便性を大きく改善しユーザー満足度と業
務効率の向上に貢献

● 新規アプリケーションの開発スピード短縮と
コスト削減

● 様々なクラウドサービスの活用の自由度が
拡大

● 将来にわたって利用可能な投資対効果の高
い認証基盤を実現

JFEスチールが、社内外6万ユーザーの
統合認証基盤を刷新

自社のビジネスプロセスの
強さを引き出すIT戦略
JFEスチールは、製銑・製鋼から鋼材の生産まで

を一貫して行う高炉メーカーとして世界屈指の事

業規模を誇る。2003年に川崎製鉄と日本鋼管が

事業を統合し、国内の鉄鋼業界再編に先鞭をつ

けた。また、近年は中国・タイ・インドなどアジア

圏を中心に海外事業を積極的に推進し、急成長

する市場においてビジネスの拡大を図っている。

JFEスチール IT改革推進部 基盤グループリーダー

の星加氏は、自社の強みを次のように紹介する。

「JFEスチールは、西日本（倉敷・福山）と東日本

（千葉・京浜）および知多の計5地区の製鉄所・製

造所を有し、銑鋼一貫メーカーとして世界トップ

クラスの技術力でお客様のニーズにお応えして

います。自社開発の製鉄技術、そして独自のノウ

ハウを注ぎ込んだ製販一体のビジネスプロセス

が私たちの強みと言えるでしょう」



IT改革推進部のミッションは、その強みを存分

に発揮できるIT環境を整備することにある。販

売と生産計画の同期を図る基幹システム、業務

系・経営管理系アプリケーション、システムイン

フラに至るまでその守備範囲は幅広い。2012年

時点で、自社開発のアプリケーションはおよそ

200系統。ユーザー数においてはJFEスチール

社員1万4千人をはじめ、グループ企業、取引先企

業を含むと6万人にも及ぶ。

「Webアプリケーションの利用が本格化した

1990年代後半に、全社における情報セキュリ

ティへの取組みの一環として、複数のアプリ

ケーションを横断的に活用できるシングルサイ

ンオンシステムを構築しました。この認証システ

ムは、現在に至るまでITサービスの利用環境の

入口を支え続けています」と同JFEスチール IT

改革推進部 酒田氏は話す。

しかし、従来の認証システムの構築から既に10

年以上が経過し、いくつかの課題が顕在化して

きたという。

「たとえば特定のアプリケーションにおいて、

ユーザーがログインして使い始めるまでに何度

もIDとパスワードを入力しなければならない状

況になっていました。取引先となるお客様企業

にお使いいただくシステムにおいても同様の問

題が発生しており、早急な解決を必要としてい

ました」（星加氏）

JFEスチールグループのシステムインテグレー

ターであり、高信頼なシステム構築で実績豊富

なJFEシステムズ。その東京事業所 技術部 サー

バー基盤グループに所属し、本プロジェクトに参

加した川上氏はシステム側の視点から次のよう

に話す。

「新規のパッケージアプリケーションの導入に際

して、従来の認証システムとのID/パスワード連

携が難しいケースが増えていました。アプリケー

ションベンダー側にシングルサインオンに対応

するための実装を依頼すると多大なコストがか

かりますし、一方で、認証機能を内製するとすれ

ば、その実装に膨大な時間と工数を費やすこと

になるというジレンマがありました」

決定的だったのは、パブリッククラウドサービス

を採用するにあたり、従来の認証システムとの

認証連携（フェデレーション）が行えないという

問題だった。

「パブリッククラウド上のアプリケーションを利

用するユーザーは、都度IDとパスワードを入力

し直さなければならず、シングルサインオンの

仕組みそのものが崩れてしまう可能性がありま

した」（川上氏）

これらの課題を解決するべく従来の認証基盤の

構想段階から開発にまで関わった川上氏自らが

検討開始を起案。それを受けて星加氏・酒田氏
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JFEスチール株式会社

を中心とするプロジェクトを立ち上げ、2010年

8月に新しい統合認証基盤の検討に着手。およ

そ1年半の検討を経て2012年2月、「IceWall 

SSO」の採用を決定した。

国内トップシェアの
シングルサインオン製品
「IceWall SSO」を採用
新たな統合認証基盤を構築するにあたり、プロ

ジェクトでは多岐にわたる要件を整理し、刷新

の是非も含めて議論を重ねた。その結果導き出

された重要なシステム要件は次の通りだ。

①シンプルな操作で認証が可能でユーザーの利

　便性を向上させられること

②新旧200系統のアプリケーションへの認証機

　能の実装が容易に行えること

③パブリッククラウドサービス利用時の認証連

　携に対応できること

④社内外の6万ユーザーが利用する認証基盤と

　しての信頼性とスケーラビリティ

1回目のRFPは2011年4月に5社に対して提示さ

れ、総合評価を経て2社に絞られた。

「実績豊富な2製品を検討し、最終的に『IceWall 

SSO』を選択しました。私たちの求めた要件をほ

ぼ完全にクリアできたのは日本ヒューレット・

パッカードの製品だけでした。でした。中でも、

今回私たちが導入を予定していたパブリック

クラウドサービスとの認証連携が事前に検証・

サポートされていたことは評価ポイントの1つ

となりました」（酒田氏）

IceWall SSOは、日本ヒューレット・パッカードが

開発・提供するシングルサインオン製品である。

1997年の登場以来、現在までに4,000万以上の

ユーザーライセンスが販売されている。統合認

証基盤を実現するソリューションとしてイントラ

ネットやBtoC、BtoBサービス等で幅広く活用さ

れ、国内シェアは46.90%※1と他を圧倒している。

「IceWall SSOなら、1度の認証で複数のアプリ

ケーションを使えるシングルサインオンのメリッ

トを最大まで引き出せると考えました。ユー

ザーには使い勝手の良い快適なクライアント環

境を提供でき、システム開発の立場ではアプリ

ケーションへの認証機能の実装を大幅に効率化

できます」（川上氏）

JFEシステムズの川上氏がプロジェクトの現場を

指揮し、日本ヒューレット・パッカードとともに新

しい統合認証基盤の設計・構築に着手したのは

2012年2月だ。同年6月にはシステム基盤の構築

を完了。短期間ではあったが JFEシステムズのシ

ステムエンジニアたちの奮闘もあり、8月までの

第1フェーズにおいて複数のアプリケーションを

移行させた。

「新しい統合認証基盤は、まず『販売生産計画シス

テム』に適用することを前提に導入を進めました。

これは、需要や原材料価格の動向に即して最適な

販売・生産・出荷計画を策定する戦略的なシステ

ムです。このシステムには、お客様企業が利用する

アプリケーションも組み込まれており、ユーザビ

リティの改善は喫緊の課題でした」（星加氏）

新しい統合認証基盤への移行により、ユーザー

がアプリケーションを使い始めるまでに要する

認証手続きは大幅にシンプル化された。

「アプリケーションの業務画面までに従来は5～

6ステップの認証手続きが必要でした。これが、

一度のIDとパスワードの入力のみでアクセス可

能になったのです。まずは目の前の課題がクリ

アできたことになります」（星加氏）

IceWall SSOは「リバースプロキシ方式」をメイ

ンとしたシングルサインオン製品のため、後段の

アプリケーションへの影響がほとんどないとい

う特徴がある。アプリケーションへのアクセス

はすべてIceWallサーバーを通過するため、ログ

管理やアクセス制御を含めセキュリティを強化

できるメリットもある。

「アプリケーションへの認証機能の実装に関し

ては、これまで1人月から数人月を要していた作

業が、わずか3～4日で完了できるようになりま

した。まさに劇的な業務効率の改善と言えるで

しょう」（川上氏）

パブリッククラウドサービスへの
シームレスな認証とアクセス
さて、次なる課題は“クラウドへの対応”である。

JFEスチールでは、営業系・顧客管理系のシステ

ム強化にあたってパブリッククラウドサービス

であるSalesforce Platform※2とKDDI Knowl-

edge Suite（GRIDY）※3の採用を決めていた。新

しい統合認証基盤は、この要求にどのように応

えたのだろうか。

「採用したパブリッククラウドサービスとの認証

連携が、わずか1週間で完了しました。従来の認

証システムでは実装困難だったシングルサイン

オンが、あっという間に実現できたのです」と川

上氏は驚きを隠さない。

IceWall SSOを導入すると、「IceWall Federa-

tion」と呼ばれる認証連携モジュールが標準で

提供される。これを活用すれば、業界標準の

SAML（Security Assertion Markup Lan-

guage）による、社内システムとパブリッククラ

ウド間での「認証連携（フェデレーション）」を容

易に実現できるのだ。

「IceWall Federationでは、様々なクラウドサー

ビスとの接続を事前に検証しており、接続確認

や検証をユーザー企業任せにしていないことに

大きな安心感がありました。日本企業のニーズ

に合致した機能をタイムリーに提供できること

は、国産製品ならではのメリットではないでしょ

うか」と川上氏は評価する。

一般的なシングルサインオン製品の中には、

SAMLなどの標準仕様（プロトコル）に対応して

いることは謳ってはいるものの、実際のクラウ

ドサービスとの接続（認証連携）が可能か否か

は不明確なケースも少なくないので注意が必要

だ。IceWall Federationは、すでにSalesforce

やGoogle Appsなど主要なクラウドサービス

との“ベンダーとしての検証”を済ませており、

よりスピーディかつ確実な認証機能の実装を可

能にしている※4。

「ユーザーがパブリッククラウドか社内システ

ムかを意識することなく、たった1度の認証で

様々なアプリケーションを利用できる環境が

整備されました。この認証連携により、私たち

が目指していた統合認証基盤の最も重要な要

件がクリアできたことになります」と星加氏は

評価する。

社内外6万ユーザーの
認証を支える基盤として
2012年12月現在、すでに1万にのぼるユーザー

が新しい統合認証基盤を介して日々の業務を

遂行している。プロジェクトは第2フェーズに突

入しており、営業系システムのおよそ100系統

のアプリケーションの移行作業がJFEシステム

ズのシステムエンジニア部隊により進められて

いる。

「すべてのアプリケーション利用の入口に位置す

るシングルサインオンシステムは、極めて高い

サービスの信頼性・継続性が求められます。イ

ンフラ機器には、冗長化などサービス停止のリ

スクを低減する工夫を入念に施しました。万が

一、クラウドサービスとの接続において障害が

発生した場合も、日本ヒューレット・パッカード

から問題解決のためのサポートを受けられるこ

とが、私たちにとっては大きな安心材料となっ

ています」（川上氏）

本システムの構築においては、BCP（Business 

continuity planning）への取組みの一環として、

西日本エリアにリモートサイトが用意された。

「東日本と西日本の両拠点でDR（災害対策）シ

ステムを構築し、認証サービスを停止させない

仕組みを実現しました。夜間バッチ処理で認証

情報を同期させ、メインサイトで障害が発生し

た場合には西日本のシステムで認証サービスを

継続します」（酒田氏）

酒田氏は、「HPEはハードウェアベンダーという

イメージが強かった」と述懐するが、その印象は

プロジェクトを経て大きく変わったようだ。

「グローバルなIT企業として、HPEが様々なソ

リューションやテクノロジーを持っていると知

りました。今後も是非HPEユニークな提案をい

ただきたいと思います」（酒田氏）

最後に、星加氏が次のように語って締めくくった。

「私たちには、自ら技術を磨き上げ、自らビジネ

スを強くしてきたという自負があります。その

強さを支えてゆくアプリケーションには、今後

も独自性を強く打ち出していくことになるはず

です。一方で、統合認証基盤のようなインフラ

領域においては、業界標準・世界標準のソ

リューションを上手に活用することのメリット

を改めて認識しました。アプリケーションの入

口として、私たちのビジネスを支えてくれること

を期待します」

詳しい情報は   IceWall   で検索

JFEスチール株式会社
IT改革推進部
基盤グループリーダー
主任部員（部長）
星加理氏

JFEシステムズ株式会社
東京事業所 技術部
サーバー基盤グループ
ITアーキテクト
川上博之氏

JFEスチール株式会社
IT改革推進部
主任部員（課長）
酒田健氏

※1 出荷金額ベース: SSO市場シェア 2013年度（実績/売上金
額ベース） 
出典： ITR「ITR Market View：アイデンティティ／アクセ
ス管理市場 2015」 （平成27年5月刊）　
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そ1年半の検討を経て2012年2月、「IceWall 

SSO」の採用を決定した。

国内トップシェアの
シングルサインオン製品
「IceWall SSO」を採用
新たな統合認証基盤を構築するにあたり、プロ

ジェクトでは多岐にわたる要件を整理し、刷新

の是非も含めて議論を重ねた。その結果導き出

された重要なシステム要件は次の通りだ。

①シンプルな操作で認証が可能でユーザーの利

　便性を向上させられること

②新旧200系統のアプリケーションへの認証機

　能の実装が容易に行えること

③パブリッククラウドサービス利用時の認証連

　携に対応できること

④社内外の6万ユーザーが利用する認証基盤と

　しての信頼性とスケーラビリティ

1回目のRFPは2011年4月に5社に対して提示さ

れ、総合評価を経て2社に絞られた。

「実績豊富な2製品を検討し、最終的に『IceWall 

SSO』を選択しました。私たちの求めた要件をほ

ぼ完全にクリアできたのは日本ヒューレット・

パッカードの製品だけでした。でした。中でも、

今回私たちが導入を予定していたパブリック

クラウドサービスとの認証連携が事前に検証・

サポートされていたことは評価ポイントの1つ

となりました」（酒田氏）

IceWall SSOは、日本ヒューレット・パッカードが

開発・提供するシングルサインオン製品である。

1997年の登場以来、現在までに4,000万以上の

ユーザーライセンスが販売されている。統合認

証基盤を実現するソリューションとしてイントラ

ネットやBtoC、BtoBサービス等で幅広く活用さ

れ、国内シェアは46.90%※1と他を圧倒している。

「IceWall SSOなら、1度の認証で複数のアプリ

ケーションを使えるシングルサインオンのメリッ

トを最大まで引き出せると考えました。ユー

ザーには使い勝手の良い快適なクライアント環

境を提供でき、システム開発の立場ではアプリ

ケーションへの認証機能の実装を大幅に効率化

できます」（川上氏）

JFEシステムズの川上氏がプロジェクトの現場を

指揮し、日本ヒューレット・パッカードとともに新

しい統合認証基盤の設計・構築に着手したのは

2012年2月だ。同年6月にはシステム基盤の構築

を完了。短期間ではあったが JFEシステムズのシ

ステムエンジニアたちの奮闘もあり、8月までの
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第1フェーズにおいて複数のアプリケーションを

移行させた。

「新しい統合認証基盤は、まず『販売生産計画シス

テム』に適用することを前提に導入を進めました。

これは、需要や原材料価格の動向に即して最適な

販売・生産・出荷計画を策定する戦略的なシステ

ムです。このシステムには、お客様企業が利用する

アプリケーションも組み込まれており、ユーザビ

リティの改善は喫緊の課題でした」（星加氏）

新しい統合認証基盤への移行により、ユーザー

がアプリケーションを使い始めるまでに要する

認証手続きは大幅にシンプル化された。

「アプリケーションの業務画面までに従来は5～

6ステップの認証手続きが必要でした。これが、

一度のIDとパスワードの入力のみでアクセス可

能になったのです。まずは目の前の課題がクリ

アできたことになります」（星加氏）

IceWall SSOは「リバースプロキシ方式」をメイ

ンとしたシングルサインオン製品のため、後段の

アプリケーションへの影響がほとんどないとい

う特徴がある。アプリケーションへのアクセス

はすべてIceWallサーバーを通過するため、ログ

管理やアクセス制御を含めセキュリティを強化

できるメリットもある。

「アプリケーションへの認証機能の実装に関し

ては、これまで1人月から数人月を要していた作

業が、わずか3～4日で完了できるようになりま

した。まさに劇的な業務効率の改善と言えるで

しょう」（川上氏）

パブリッククラウドサービスへの
シームレスな認証とアクセス
さて、次なる課題は“クラウドへの対応”である。

JFEスチールでは、営業系・顧客管理系のシステ

ム強化にあたってパブリッククラウドサービス

であるSalesforce Platform※2とKDDI Knowl-

edge Suite（GRIDY）※3の採用を決めていた。新

しい統合認証基盤は、この要求にどのように応

えたのだろうか。

「採用したパブリッククラウドサービスとの認証

連携が、わずか1週間で完了しました。従来の認

証システムでは実装困難だったシングルサイン

オンが、あっという間に実現できたのです」と川

上氏は驚きを隠さない。

IceWall SSOを導入すると、「IceWall Federa-

tion」と呼ばれる認証連携モジュールが標準で

提供される。これを活用すれば、業界標準の

SAML（Security Assertion Markup Lan-

guage）による、社内システムとパブリッククラ

ウド間での「認証連携（フェデレーション）」を容

易に実現できるのだ。

「IceWall Federationでは、様々なクラウドサー

ビスとの接続を事前に検証しており、接続確認

や検証をユーザー企業任せにしていないことに

大きな安心感がありました。日本企業のニーズ

に合致した機能をタイムリーに提供できること

は、国産製品ならではのメリットではないでしょ

うか」と川上氏は評価する。

一般的なシングルサインオン製品の中には、

SAMLなどの標準仕様（プロトコル）に対応して

いることは謳ってはいるものの、実際のクラウ

ドサービスとの接続（認証連携）が可能か否か

は不明確なケースも少なくないので注意が必要

だ。IceWall Federationは、すでにSalesforce

やGoogle Appsなど主要なクラウドサービス

との“ベンダーとしての検証”を済ませており、

よりスピーディかつ確実な認証機能の実装を可

能にしている※4。

「ユーザーがパブリッククラウドか社内システ

ムかを意識することなく、たった1度の認証で

様々なアプリケーションを利用できる環境が

整備されました。この認証連携により、私たち

が目指していた統合認証基盤の最も重要な要

件がクリアできたことになります」と星加氏は

評価する。

社内外6万ユーザーの
認証を支える基盤として
2012年12月現在、すでに1万にのぼるユーザー

が新しい統合認証基盤を介して日々の業務を

遂行している。プロジェクトは第2フェーズに突

入しており、営業系システムのおよそ100系統

のアプリケーションの移行作業がJFEシステム

ズのシステムエンジニア部隊により進められて

いる。

「すべてのアプリケーション利用の入口に位置す

るシングルサインオンシステムは、極めて高い

サービスの信頼性・継続性が求められます。イ

ンフラ機器には、冗長化などサービス停止のリ

スクを低減する工夫を入念に施しました。万が

一、クラウドサービスとの接続において障害が

発生した場合も、日本ヒューレット・パッカード

から問題解決のためのサポートを受けられるこ

とが、私たちにとっては大きな安心材料となっ

ています」（川上氏）

本システムの構築においては、BCP（Business 

continuity planning）への取組みの一環として、

西日本エリアにリモートサイトが用意された。

「東日本と西日本の両拠点でDR（災害対策）シ

ステムを構築し、認証サービスを停止させない

仕組みを実現しました。夜間バッチ処理で認証

情報を同期させ、メインサイトで障害が発生し

た場合には西日本のシステムで認証サービスを

継続します」（酒田氏）

酒田氏は、「HPEはハードウェアベンダーという

イメージが強かった」と述懐するが、その印象は

プロジェクトを経て大きく変わったようだ。

「グローバルなIT企業として、HPEが様々なソ

リューションやテクノロジーを持っていると知

りました。今後も是非HPEユニークな提案をい

ただきたいと思います」（酒田氏）

最後に、星加氏が次のように語って締めくくった。

「私たちには、自ら技術を磨き上げ、自らビジネ

スを強くしてきたという自負があります。その

強さを支えてゆくアプリケーションには、今後

も独自性を強く打ち出していくことになるはず

です。一方で、統合認証基盤のようなインフラ

領域においては、業界標準・世界標準のソ

リューションを上手に活用することのメリット

を改めて認識しました。アプリケーションの入

口として、私たちのビジネスを支えてくれること

を期待します」

詳しい情報は   IceWall   で検索

IceWall Federation
（クラウド認証連携サーバー）

IceWall SSO
（IceWallサーバー）

IceWall SSO
（IceWall サーバー）
＋
IceWall SSO
Domain Gateway
オプション※

Active
Directory

統合ID管理環境
（レポジトリ）

IceWall SSO
（認証サーバー）
および
認証データベース

IceWall SSOによる
統合認証基盤

JFEスチール
グループ
6万ユーザー

社外ユーザー
（取引先企業
およびグループ企業）

社内ユーザー
（JFEスチール
およびグループ企業） BCP 兼 検証環境

（西日本）

ファイア
ウォール

業務アプリケーションサーバー
（200系統）

…エクストラネット/
インターネット

イントラネット 同期

パブリック
クラウドサービス

 ・Salesforce Platform
 ・KDDI Knowledge Suite
   （GRIDY）

※： Windows®ドメインにログインしているクライアントからIceWallサーバーへのログインを自動的に
おこない、Windows®環境とのシングルサインオンを実現するオプション製品。 
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IT改革推進部のミッションは、その強みを存分

に発揮できるIT環境を整備することにある。販

売と生産計画の同期を図る基幹システム、業務

系・経営管理系アプリケーション、システムイン

フラに至るまでその守備範囲は幅広い。2012年

時点で、自社開発のアプリケーションはおよそ

200系統。ユーザー数においてはJFEスチール

社員1万4千人をはじめ、グループ企業、取引先企

業を含むと6万人にも及ぶ。

「Webアプリケーションの利用が本格化した

1990年代後半に、全社における情報セキュリ

ティへの取組みの一環として、複数のアプリ

ケーションを横断的に活用できるシングルサイ

ンオンシステムを構築しました。この認証システ

ムは、現在に至るまでITサービスの利用環境の

入口を支え続けています」と同JFEスチール IT

改革推進部酒田氏は話す。

しかし、従来の認証システムの構築から既に10

年以上が経過し、いくつかの課題が顕在化して

きたという。

「たとえば特定のアプリケーションにおいて、

ユーザーがログインして使い始めるまでに何度

もIDとパスワードを入力しなければならない状

況になっていました。取引先となるお客様企業

にお使いいただくシステムにおいても同様の問

題が発生しており、早急な解決を必要としてい

ました」（星加氏）

JFEスチールグループのシステムインテグレー

ターであり、高信頼なシステム構築で実績豊富

なJFEシステムズ。その東京事業所技術部サー

バー基盤グループに所属し、本プロジェクトに参

加した川上氏はシステム側の視点から次のよう

に話す。

「新規のパッケージアプリケーションの導入に際

して、従来の認証システムとのID/パスワード連

携が難しいケースが増えていました。アプリケー

ションベンダー側にシングルサインオンに対応

するための実装を依頼すると多大なコストがか

かりますし、一方で、認証機能を内製するとすれ

ば、その実装に膨大な時間と工数を費やすこと

になるというジレンマがありました」

決定的だったのは、パブリッククラウドサービス

を採用するにあたり、従来の認証システムとの

認証連携（フェデレーション）が行えないという

問題だった。

「パブリッククラウド上のアプリケーションを利

用するユーザーは、都度IDとパスワードを入力

し直さなければならず、シングルサインオンの

仕組みそのものが崩れてしまう可能性がありま

した」（川上氏）

これらの課題を解決するべく従来の認証基盤の

構想段階から開発にまで関わった川上氏自らが

検討開始を起案。それを受けて星加氏・酒田氏

を中心とするプロジェクトを立ち上げ、2010年

8月に新しい統合認証基盤の検討に着手。およ

そ1年半の検討を経て2012年2月、「IceWall

SSO」の採用を決定した。

国内トップシェアの
シングルサインオン製品
「IceWall SSO」を採用
新たな統合認証基盤を構築するにあたり、プロ

ジェクトでは多岐にわたる要件を整理し、刷新

の是非も含めて議論を重ねた。その結果導き出

された重要なシステム要件は次の通りだ。

①シンプルな操作で認証が可能でユーザーの利

便性を向上させられること

②新旧200系統のアプリケーションへの認証機

能の実装が容易に行えること

③パブリッククラウドサービス利用時の認証連

携に対応できること

④社内外の6万ユーザーが利用する認証基盤と

しての信頼性とスケーラビリティ

1回目のRFPは2011年4月に5社に対して提示さ

れ、総合評価を経て2社に絞られた。

「実績豊富な2製品を検討し、最終的に『IceWall

SSO』を選択しました。私たちの求めた要件をほ

ぼ完全にクリアできたのは日本ヒューレット・

パッカードの製品だけでした。でした。中でも、

今回私たちが導入を予定していたパブリック

クラウドサービスとの認証連携が事前に検証・

サポートされていたことは評価ポイントの1つ

となりました」（酒田氏）

IceWall SSOは、日本ヒューレット・パッカードが

開発・提供するシングルサインオン製品である。

1997年の登場以来、現在までに4,000万以上の

ユーザーライセンスが販売されている。統合認

証基盤を実現するソリューションとしてイントラ

ネットやBtoC、BtoBサービス等で幅広く活用さ

れ、国内シェアは46.90%※1と他を圧倒している。

「IceWall SSOなら、1度の認証で複数のアプリ

ケーションを使えるシングルサインオンのメリッ

トを最大まで引き出せると考えました。ユー

ザーには使い勝手の良い快適なクライアント環

境を提供でき、システム開発の立場ではアプリ

ケーションへの認証機能の実装を大幅に効率化

できます」（川上氏）

JFEシステムズの川上氏がプロジェクトの現場を

指揮し、日本ヒューレット・パッカードとともに新

しい統合認証基盤の設計・構築に着手したのは

2012年2月だ。同年6月にはシステム基盤の構築

を完了。短期間ではあったが JFEシステムズのシ

ステムエンジニアたちの奮闘もあり、8月までの

第1フェーズにおいて複数のアプリケーションを

移行させた。

「新しい統合認証基盤は、まず『販売生産計画シス

テム』に適用することを前提に導入を進めました。

これは、需要や原材料価格の動向に即して最適な

販売・生産・出荷計画を策定する戦略的なシステ

ムです。このシステムには、お客様企業が利用する

アプリケーションも組み込まれており、ユーザビ

リティの改善は喫緊の課題でした」（星加氏）

新しい統合認証基盤への移行により、ユーザー

がアプリケーションを使い始めるまでに要する

認証手続きは大幅にシンプル化された。

「アプリケーションの業務画面までに従来は5～

6ステップの認証手続きが必要でした。これが、

一度のIDとパスワードの入力のみでアクセス可

能になったのです。まずは目の前の課題がクリ

アできたことになります」（星加氏）

IceWall SSOは「リバースプロキシ方式」をメイ

ンとしたシングルサインオン製品のため、後段の

アプリケーションへの影響がほとんどないとい

う特徴がある。アプリケーションへのアクセス

はすべてIceWallサーバーを通過するため、ログ

管理やアクセス制御を含めセキュリティを強化

できるメリットもある。

「アプリケーションへの認証機能の実装に関し

ては、これまで1人月から数人月を要していた作

業が、わずか3～4日で完了できるようになりま

した。まさに劇的な業務効率の改善と言えるで

しょう」（川上氏）

パブリッククラウドサービスへの
シームレスな認証とアクセス
さて、次なる課題は“クラウドへの対応”である。

JFEスチールでは、営業系・顧客管理系のシステ

ム強化にあたってパブリッククラウドサービス

であるSalesforce Platform※2とKDDI Knowl-

edge Suite（GRIDY）※3の採用を決めていた。新

しい統合認証基盤は、この要求にどのように応

えたのだろうか。

「採用したパブリッククラウドサービスとの認証

連携が、わずか1週間で完了しました。従来の認

証システムでは実装困難だったシングルサイン

オンが、あっという間に実現できたのです」と川

上氏は驚きを隠さない。

IceWall SSOを導入すると、「IceWall Federa-

tion」と呼ばれる認証連携モジュールが標準で

提供される。これを活用すれば、業界標準の

SAML（Security Assertion Markup Lan-

guage）による、社内システムとパブリッククラ

ウド間での「認証連携（フェデレーション）」を容

易に実現できるのだ。

「IceWall Federationでは、様々なクラウドサー

ビスとの接続を事前に検証しており、接続確認

や検証をユーザー企業任せにしていないことに

大きな安心感がありました。日本企業のニーズ

に合致した機能をタイムリーに提供できること

は、国産製品ならではのメリットではないでしょ

うか」と川上氏は評価する。

一般的なシングルサインオン製品の中には、
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SAMLなどの標準仕様（プロトコル）に対応して

いることは謳ってはいるものの、実際のクラウ

ドサービスとの接続（認証連携）が可能か否か

は不明確なケースも少なくないので注意が必要

だ。IceWall Federationは、すでにSalesforce

やGoogle Appsなど主要なクラウドサービス

との“ベンダーとしての検証”を済ませており、

よりスピーディかつ確実な認証機能の実装を可

能にしている※4。

「ユーザーがパブリッククラウドか社内システ

ムかを意識することなく、たった1度の認証で

様々なアプリケーションを利用できる環境が

整備されました。この認証連携により、私たち

が目指していた統合認証基盤の最も重要な要

件がクリアできたことになります」と星加氏は

評価する。

社内外6万ユーザーの
認証を支える基盤として
2012年12月現在、すでに1万にのぼるユーザー

が新しい統合認証基盤を介して日々の業務を

遂行している。プロジェクトは第2フェーズに突

入しており、営業系システムのおよそ100系統

のアプリケーションの移行作業がJFEシステム

ズのシステムエンジニア部隊により進められて

いる。

「すべてのアプリケーション利用の入口に位置す

るシングルサインオンシステムは、極めて高い

サービスの信頼性・継続性が求められます。イ

ンフラ機器には、冗長化などサービス停止のリ

スクを低減する工夫を入念に施しました。万が

一、クラウドサービスとの接続において障害が

発生した場合も、日本ヒューレット・パッカード

から問題解決のためのサポートを受けられるこ

とが、私たちにとっては大きな安心材料となっ

ています」（川上氏）

本システムの構築においては、BCP（Business 

continuity planning）への取組みの一環として、

西日本エリアにリモートサイトが用意された。

「東日本と西日本の両拠点でDR（災害対策）シ

ステムを構築し、認証サービスを停止させない

仕組みを実現しました。夜間バッチ処理で認証

情報を同期させ、メインサイトで障害が発生し

た場合には西日本のシステムで認証サービスを

継続します」（酒田氏）

酒田氏は、「HPEはハードウェアベンダーという

イメージが強かった」と述懐するが、その印象は

プロジェクトを経て大きく変わったようだ。

「グローバルなIT企業として、HPEが様々なソ

リューションやテクノロジーを持っていると知

りました。今後も是非HPEユニークな提案をい

ただきたいと思います」（酒田氏）

最後に、星加氏が次のように語って締めくくった。

「私たちには、自ら技術を磨き上げ、自らビジネ

スを強くしてきたという自負があります。その

強さを支えてゆくアプリケーションには、今後

も独自性を強く打ち出していくことになるはず

です。一方で、統合認証基盤のようなインフラ

領域においては、業界標準・世界標準のソ

リューションを上手に活用することのメリット

を改めて認識しました。アプリケーションの入

口として、私たちのビジネスを支えてくれること

を期待します」

詳しい情報は   IceWall   で検索

ソリューション概略
導入ソフトウェア
● IceWall SSO
● IceWall Federation 

※2： 株式会社セールスフォース・ドットコムが提供するWeb サ
イトを構築、運用できるクラウドプラットフォーム。

※3： KDDI株式会社がブランドダイアログ株式会社との業務提
携によりOEM提供しているSaaS型グループウェア。

※4： 最新の対応サービスにつきましては
「IceWall クラウド接続実績」で検索
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