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1. ログイン 

SeciossLinkの管理サイトには、https://slink.secioss.com/seciossadmin/から、ログインし

て下さい。 

シングルサインオンからログインする場合は、https://slink.secioss.com/tenantadmin/から

アクセスして下さい。シングルサインオンでログインする方法については、“SeciossLink

ユーザガイド”をご覧下さい。 

 

 

図 1 ログイン画面 

 

 

2. ユーザ管理 

ユーザ管理を行うには、画面上部のメニューの“ユーザ”をクリックして下さい。 

2.1. ユーザ登録 

“新規登録”をクリックして、各設定項目にユーザ情報を入力して下さい。 
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図 2 ユーザの登録 

 

項目名 デフォルト値 説明 

ユーザ ID 

- ユーザの ID 

入力した値には、自動的に”@<テナント ID>”が付加されま

す。 

社員番号 - ユーザの社員番号 

氏名 

- ユーザの氏名 

※Google Apps にユーザを同期する場合は以下の記号は

使用しないで下さい。 

+*()%#&$!?=<>/¥|~ 

氏名（かな） - ユーザの氏名のかな表記 

別名 - ユーザの別名 

メールアドレス - ユーザのメールアドレス 

メールエイリアス - ユーザのメールエイリアス 

組織 - ユーザの所属する組織 

地域 - ユーザの地域 

言語 

- ユーザの言語 

選択した言語によってユーザの画面の言語表示が切り替

わります。 

パスワード - ユーザのパスワード 
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ユーザ状態 - ユーザアカウントの状態 

権限 

なし 管理者権限 

管理者権限を付加されたユーザのみ管理サイトにログイン

することができます。 

・特権管理者： 全ての機能を使用することができます。 

・ユーザ管理者： “組織”で指定されたユーザの管理のみ

行います。 

許可するサービス - ユーザに使用を許可するサービス 

ロール 

- Salesforce、Office365等のサービスと IDの同期を行う場合

に割り当てる各サービスの権限 

※サービスとの ID同期が設定されていない場合は表示さ

れません。 

通知用メールアド

レス 

- パスワードの初期化、パスワード有効期限の警告メール等

の通知メールの送り先メールアドレス 

※設定されていない場合、通知メールはメールアドレスに

登録されている宛先に送信されます。 

簡易表示名 
- Office 365のユーザの簡易表示名 

※Office 365 を利用している場合に表示されます。 

アドレス帳表示 

- Office 365のアドレス帳へユーザを非表示 

※“シングルサインオン”の“Office 365”の設定で、“メール

ボックスの設定”が有効な場合に表示されます。 

表 1 ユーザの登録項目 

許可するサービスに Google Apps、Office365を選択した場合、登録したユーザのメールア

ドレスを GoogleApps、Office365 のユーザ ID として登録します。また、メールエイリア

スについても、Google Apps、Office365のメールエイリアスとして登録されます。 

Office 365のメールエイリアスには、SMTP:<メールアドレス>、SIP:<SIPアカウント>の

ように Active Directoryの proxyAddressesの形式で登録することができます。 

許可するサービスに Salesforceを選択した場合、ユーザ IDを Salesforceのユーザ IDとし

て登録します。Salesforceのドメインと SeciossLinkのドメインが異なる場合、SeciossLink

の”@”より前の部分を Salesforceのユーザ IDとして登録します。 

 

2.2. CSV登録 ユーザ登録 

“CSV登録”をクリックすると、CSVファイルから一括してユーザを登録することができ

ます。 

ユーザを登録する場合は、登録の形式に合わせて CSV ファイルを作成して、“登録”ボタ
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ンを押して下さい。 

ユーザを新規に登録する場合、以下のデータ項目は必須となります。 

・ ユーザ ID 

・ 姓、名 

・ メールアドレス 

・ パスワード 

 

 

図 3 ユーザの CSV登録 ユーザ登録 

 

2.3. CSV登録 サービスのログイン ID登録 

サービスのログイン IDとパスワードを、CSVファイルから一括して登録します。 

サービスのログイン ID、またはパスワードを空にした場合、それぞれユーザから削除され

ます。 
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図 4 ユーザの CSV登録 サービスのログイン ID登録 

2.4. CSV登録 ユーザ削除 

CSVファイルから一括してユーザを削除します。 

削除の形式に合わせて CSVファイルを作成して、“削除”ボタンを押して下さい。 

 

図 5 ユーザの CSV登録 ユーザ削除 
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2.5. ユーザ一覧 

ユーザ情報を一覧表示します。左側の検索メニューに検索条件を入力して、検索をクリッ

クすると、検索条件に合ったユーザが表示されます。 

ファイル出力ボタンをクリックすると、ユーザの一覧を CSV形式でダウンロードすること

ができます。 

 

図 6 ユーザの一覧 

 

項目名 デフォルト値 説明 

表示形式 200 表示するユーザの件数 

表示順序 ユーザ ID 指定した項目の値について昇順でユーザを表示 

ユーザ状態 全て ユーザアカウントの状態 

サービス マスタ 指定したサービスが許可されているユーザを検索 

ユーザ ID - 入力したユーザ IDを持つユーザを検索 

氏名 - 入力した氏名を持つユーザを検索 

ロックアウト状態 全て ロックアウトの状態 

社員番号 - ユーザの社員番号 

メールアドレス - ユーザのメールアドレス 

表 2 ユーザの検索条件 
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項目名 デフォルト値 説明 

操作 

- 
をクリックすると変更画面に移動します。 

をクリックすると対象のユーザを削除します。 

ユーザ ID - ユーザの ID 

氏名 - ユーザの氏名 

氏名（かな） - ユーザの氏名のかな表記 

ユーザ状態 - ユーザアカウントの状態 

ロックアウト - ユーザのロックアウトの状態 

表 3 ユーザの一覧項目 

 

2.6. ユーザの変更 

ユーザ一覧の画面から、情報を変更したいユーザの アイコンをクリックすると、ユーザ

情報の変更画面が表示されます。ユーザ情報の値を変更して保存ボタンをクリックすると

情報が更新されます。 

削除ボタンをクリックすると、ユーザの情報が削除されます。 

 

図 7 ユーザの変更 

 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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2.7. 連絡先情報 

ユーザの連絡先情報を登録します。 

連絡先の値を変更して保存ボタンをクリックすると情報が更新されます。 

 

図 8 ユーザの連絡先 

 

項目名 デフォルト値 説明 

会社名 - 会社名 

部署 - 部署 

電話番号 - 会社の電話番号 

事業所 - 事業所 

FAX - 会社の FAX 番号 

携帯電話番号 - 携帯電話番号 

自宅電話番号 - 自宅の電話番号 

国 - 国名 

郵便番号 - 所在地の郵便番号 

都道府県 - 所在地の都道府県 

市区群 - 所在地の市区群 

町名・番地 - 所在地の町名・番地 

表 4 連絡先の項目 
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2.8. グループの割り当て 

ユーザにグループを割り当てます。 

グループ検索で割り当てるグループを検索し、グループ一覧から割り当てるグループを選

択して下さい。 

 

図 9 ユーザのグループ割り当て 

 

2.9. ユーザの削除 

ユーザ一覧の画面から、削除したいユーザの アイコンをクリックするとそのユーザは削

除されます。また、削除するユーザの選択項目にあるチェックボックスをチェックし、削

除ボタンをクリックすると選択したユーザを一括削除します。 

 

 

3. 組織管理 

組織管理では、ユーザが所属する組織の登録、変更、削除を行います。 

ユーザ管理の画面から“組織”をクリックすると、組織管理のポップアップ画面が表示さ

れます。 

組織管理の操作を行っている間は、ユーザ管理の操作を行うことはできません。 

組織管理を終了するには、“閉じる”ボタンを押して下さい。 

3.1. 組織登録 

“新規登録”をクリックして、各設定項目に組織情報を入力して下さい。 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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図 10 組織の登録 

 

項目名 デフォルト値 説明 

上位組織 - 上位の組織名 

グループ名 - 組織の名前 

説明 - 組織の説明 

表 5 組織の登録項目 

 

3.2. CSV登録 

組織を CSVファイルから一括して登録、または削除します。 

組織を登録する場合は、CSVファイルを登録して、“登録”ボタンを押して下さい。 

組織を削除する場合は、CSVファイルを登録して、“削除”ボタンを押して下さい。 
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図 11 組織の登録 

 

3.3. 組織一覧 

“組織一覧”をクリックすると、組織の一覧が表示されます。 

 

図 12 組織の一覧 
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3.4. 組織の変更 

組織一覧の画面から、情報を変更したい組織の アイコンをクリックすると、組織情報の

変更画面が表示されます。 

削除ボタンをクリックすると、組織の情報が削除されます。 

 

図 13 組織の変更 

 

3.5. 組織の削除 

組織一覧の画面から、削除したい組織の アイコンをクリックするとその組織は削除され

ます。また、削除する組織の選択項目にあるチェックボックスをチェックし、削除ボタン

をクリックすると選択した組織を一括削除します。 

 

 

4. ユーザグループ管理 

ユーザグループは、ユーザの管理用グループで、グループにサービスを許可することで、

そのメンバのユーザ全員にサービスの許可を与えることができます。さらにユーザグルー

プは、Google Apps、Office 365、cybozu.comのグループに同期されます。 

また、アクセス権限管理の許可するグループとして使用することもできます。 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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4.1. ユーザグループ登録 

“新規登録”をクリックして、各設定項目にグループ情報を入力して下さい。 

また、メイン画面上部の“CSV登録”をクリックすると、CSVファイルから一括してグル

ープを登録することができます。 

 

図 14 ユーザグループの登録 

 

項目名 デフォルト値 説明 

グループ名 - グループの名前 

表示名 

- グループの表示名 

※Google Apps のグループ名、Office 365の表示名になり

ます。 

メールアドレス 

- グループのメールアドレス 

※Google Apps にはメールアドレスを登録した場合のみグ

ループが同期されます。 

Office 365にはメールアドレスを登録した場合配布グルー

プまたはメール有セキュリティグループとして、メールアドレ

スを登録していない場合セキュリティグループとして同期し

ます。 

説明 - グループの説明 

Office 365 種類 
- Office 365のグループの種類 

※Office 365 との ID同期を行う場合のみ表示されます。 
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アドレス帳表示 

- Office 365のアドレス帳へユーザを非表示 

※“シングルサインオン”の“Office 365”の設定で、“メール

ボックスの設定”が有効な場合に表示されます。 

配信管理 

- 組織外のユーザにこのグループへのメール送信を許可 

※“シングルサインオン”の“Office 365”の設定で、“メール

ボックスの設定”が有効な場合に表示されます。 

表 6 ユーザグループの登録項目 

 

4.2. ユーザグループ一覧 

グループ情報を一覧表示します。左側の検索メニューに検索条件を入力して、検索をクリ

ックすると、検索条件に合ったグループが表示されます。 

ファイル出力ボタンをクリックすると、グループの一覧を CSV形式でダウンロードするこ

とができます。 

 

図 15 ユーザグループの一覧 
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項目名 デフォルト値 説明 

表示形式 200 表示するグループの件数 

グループ名 - 入力した値をグループ名に含むグループを検索 

表示名 - 入力した値を表示名に含むグループを検索 

メールアドレス - 入力した値をメールアドレスに含むグループを検索 

サービス マスタ 指定したサービスを許可されたグループを検索 

表 7 ユーザグループの検索条件 

 

項目名 デフォルト値 説明 

操作 

- 
をクリックすると変更画面に移動します。 

をクリックすると対象のグループを削除します。 

グループ名 - グループの名前 

上位グループ - 上位のグループ名 

表示名 - グループの表示名 

説明 - グループの説明 

表 8 ユーザグループの一覧項目 

 

4.3. ユーザグループの変更 

グループ一覧の画面から、情報を変更したいグループの アイコンをクリックすると、グ

ループ情報の変更画面が表示されます。 

削除ボタンをクリックすると、グループの情報が削除されます。 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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図 16 ユーザグループの変更 

 

項目名 デフォルト値 説明 

上位グループ - 上位のグループ名 

グループ名 - グループの名前 

表示名 - グループの表示名 

説明 - グループの説明 

メンバに許可する

サービス 

- グループのメンバに使用を許可するサービス 

サービスを許可されたメンバの IDが各サービスに同期され

るまで 1時間程度かかります。 

Office 365 種類 
- Office 365のグループの種類 

※Office 365 との ID同期を行う場合のみ表示されます。 

アドレス帳表示 

- Office 365のアドレス帳へユーザを非表示 

※“シングルサインオン”の“Office 365”の設定で、“メール

ボックスの設定”が有効な場合に表示されます。 

配信管理 

- 組織外のユーザにこのグループへのメール送信を許可 

※“シングルサインオン”の“Office 365”の設定で、“メール

ボックスの設定”が有効な場合に表示されます。 

表 9 ユーザグループの変更項目 
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4.4. ユーザグループのメンバ一覧 

グループのメンバを表示します。 

ファイル出力ボタンをクリックすると、グループのメンバの一覧を CSV形式でダウンロー

ドすることができます。 

 

図 17 ユーザグループのメンバ一覧 

 

4.5. ユーザグループのメンバ追加 

グループにメンバを追加します。メンバとして、ユーザ、またグループを追加することが

できます。 

ユーザ、またはグループを検索し、一覧からメンバに追加するユーザ、またはグループを

選択して下さい。また、CSV ファイルからユーザ、またはグループを一括して、メンバを

登録することもできます。 
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図 18 ユーザグループのメンバ追加 

 

4.6. ユーザグループのメンバ削除 

グループからメンバを削除します。グループのメンバ内のユーザ、またはグループを検索

し、一覧からメンバから削除するユーザ、またはグループを選択して下さい。また、CSV

ファイルからユーザ、またはグループを、一括してメンバから削除することもできます。 

 

図 19 ユーザグループのメンバ削除 
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4.7. ユーザグループの削除 

グループ一覧の画面から、削除したいグループの アイコンをクリックするとそのグルー

プは削除されます。また、削除するグループの選択項目にあるチェックボックスをチェッ

クし、削除ボタンをクリックすると選択したグループを一括削除します。 

 

 

5. セキュリティグループ管理 

セキュリティグループは、シングルサインオンのアクセス制御用グループで、アクセス権

限管理の許可するグループとしてのみ使用します。 

5.1. セキュリティグループ登録 

“新規登録”をクリックして、各設定項目にグループ情報を入力して下さい。 

また、メイン画面上部の“CSV登録”をクリックすると、CSVファイルから一括してグル

ープを登録することができます。 

 

図 20 セキュリティグループの登録 

 

項目名 デフォルト値 説明 

上位グループ なし 上位のグループ名 

グループ名 - グループの名前 

説明 - グループの説明 

表 10 セキュリティグループの登録項目 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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5.2. セキュリティグループ一覧 

グループ情報を一覧表示します。左側の検索メニューに検索条件を入力して、検索をクリ

ックすると、検索条件に合ったグループが表示されます。 

ファイル出力ボタンをクリックすると、グループの一覧を CSV形式でダウンロードするこ

とができます。 

 

図 21 セキュリティグループの一覧 

 

項目名 デフォルト値 説明 

表示形式 200 表示するグループの件数 

グループ名 - 入力した値をグループ名に含むグループを検索 

表 11 セキュリティグループの検索条件 
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項目名 デフォルト値 説明 

操作 

- 
をクリックすると変更画面に移動します。 

をクリックすると対象のグループを削除しま

す。 

グループ名 - グループの名前 

上位グループ - 上位のグループ名 

説明 - グループの説明 

表 12 セキュリティグループの一覧項目 

 

5.3. セキュリティグループの変更 

グループ一覧の画面から、情報を変更したいグループの アイコンをクリックすると、グ

ループ情報の変更画面が表示されます。 

削除ボタンをクリックすると、グループの情報が削除されます。 

 

図 22 セキュリティグループの変更 

 

項目名 デフォルト値 説明 

上位グループ - 上位のグループ名 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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グループ名 - グループの名前 

説明 - グループの説明 

表 13 セキュリティグループの変更項目 

5.4. セキュリティグループのメンバ一覧 

グループのメンバを表示します。 

ファイル出力ボタンをクリックすると、グループのメンバの一覧を CSV形式でダウンロー

ドすることができます。 

 

図 23 セキュリティグループのメンバ一覧 

 

5.5. セキュリティグループのメンバ追加 

グループにメンバを追加します。ユーザ検索でユーザを検索し、ユーザ一覧からメンバに

追加するユーザを選択して下さい。また、CSV ファイルに記載されているユーザを一括し

て、メンバを登録することも可能です。 
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図 24 セキュリティグループのメンバ追加 

5.6. セキュリティグループのメンバ削除 

グループからメンバを削除します。ユーザ検索でグループのメンバ内のユーザを検索し、

ユーザ一覧からメンバから削除するユーザを選択して下さい。また、CSV ファイルに記載

されているユーザを、一括してメンバから削除することも可能です。 

 

図 25 セキュリティグループのメンバ削除 
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5.7. セキュリティグループの削除 

グループ一覧の画面から、削除したいグループの アイコンをクリックするとそのグルー

プは削除されます。また、削除するグループの選択項目にあるチェックボックスをチェッ

クし、削除ボタンをクリックすると選択したグループを一括削除します。 

 

 

6. 連絡先管理 

連絡先管理は、Office 365を使用している場合に、利用することができます。 

連絡先管理を行うには、画面上部のメニューの“ユーザ”をクリックして下さい。 

6.1. 連絡先登録 

“新規登録”をクリックして、各設定項目に連絡先情報を入力して下さい。 

 

図 26 連絡先の登録 

 

項目名 デフォルト値 説明 

メールアドレス - メールアドレス 

氏名 - 氏名 

氏名（かな） - 氏名のかな表記 

別名 - 別名 

会社名 - 会社名 

部署 - 部署 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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電話番号 - 会社の電話番号 

事業所 - 事業所 

FAX - 会社の FAX 番号 

携帯電話番号 - 携帯電話番号 

自宅電話番号 - 自宅の電話番号 

国 - 国名 

郵便番号 - 所在地の郵便番号 

都道府県 - 所在地の都道府県 

市区群 - 所在地の市区群 

町名・番地 - 所在地の町名・番地 

表 14 連絡先の登録項目 

 

6.2. CSV登録 

連絡先を CSVファイルから一括して登録、または削除します。 

連ら先を登録する場合は、CSVファイルを登録して、“登録”ボタンを押して下さい。 

連作先を削除する場合は、CSVファイルを登録して、“削除”ボタンを押して下さい。 

 

図 27 連絡先の登録 

 

6.3. 連絡先一覧 

連絡先を一覧表示します。左側の検索メニューに検索条件を入力して、検索をクリックす
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ると、検索条件に合った連絡先が表示されます。 

ファイル出力ボタンをクリックすると、連絡先の一覧を CSV形式でダウンロードすること

ができます。 

 

図 28 連絡先の一覧 

 

 

項目名 デフォルト値 説明 

表示形式 200 表示する連絡先の件数 

表示順序 メールアドレス 指定した項目の値について昇順で連絡先を表示 

メールアドレス - 入力したメールアドレスを持つ連絡先を検索 

氏名 - 入力した氏名を持つ連絡先を検索 

電話番号 - 入力した電話番号を持つ連絡先を検索 

会社名 - 入力した会社名を持つ連絡先を検索 

表 15 連絡先の検索条件 

 

 

 

 

 

 



 - 32 - 

 

Copyright © 2010-2013 SECIOSS Corporation. All rights reserved. 

項目名 デフォルト値 説明 

操作 

- 
をクリックすると変更画面に移動します。 

をクリックすると対象の連絡先を削除します。 

メールアドレス - 連絡先のメールアドレス 

氏名 - 連絡先の氏名 

電話番号 - 連絡先の電話番号 

会社名 - 連絡先の会社名 

表 16 連絡先の一覧項目 

 

6.4. 連絡先の変更 

連絡先一覧の画面から、情報を変更したい組織の アイコンをクリックすると、連絡先の

変更画面が表示されます。 

削除ボタンをクリックすると、連絡先が削除されます。 

 

図 29 連絡先の変更 

 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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6.5. 連絡先の削除 

連絡先一覧の画面から、削除したい連絡先の アイコンをクリックするとその連絡先は削

除されます。また、削除する連絡先の選択項目にあるチェックボックスをチェックし、削

除ボタンをクリックすると選択した連絡先を一括削除します。 

 

 

7. シングルサインオン 

シングルサインオンの設定を行うには、画面上部のメニューの“シングルサインオン”を

クリックして下さい。 

7.1. AD/LDAP認証(SAML) 

統合 Windows 認証を行う場合、SeciossLink と Active Direcotry の連携用ソフトウェ

ア”Secioss identity Suite Cloud Edition IdP”（以降 ID Suite IdP）を社内に導入頂きます。 

ID Suite IdPが統合Windows 認証を行うとともに、SeciossLink間で SAML認証を行い、

統合Windows認証による SeciossLinkへのログインが可能となります。 

 

図 30 AD/LDAP認証(SAML) 

 

 

 

 

 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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項目名 デフォルト値 説明 

URL 
- ID Suite IdP を導入したサーバの URL 

例： https://idp.example.com 

SAML 公開鍵 - ID Suite Idp の SAML 公開鍵 

パスワード同期 

- ID Suite IdP を経由して、SeciossLinkから Active 

Directory/LDAPサーバへのパスワード同期を行うか

どうか 

※パスワード同期を行うにはインターネットか

ら”URL”で設定したサーバに https で接続可能であ

る必要があります。 

LDAPサーバ ユーザ DN 
- Active Directory/LDAPに接続するユーザの DN 

例： cn=Administrator,cn=Users,dc=example,dc=com 

LDAPサーバ パスワード - Active Directory/LDAPに接続するパスワード 

表 17 AD/LDAP認証(SAML)の設定項目 

 

7.2. AD/LDAP認証(LDAPS) 

ユーザの認証にテナント独自の Acitve Directory、または LDAP サーバを使用する場合、

認証を行う Actvie Direcotry/LDAPサーバの設定を行います。 

設定前に、Access Managerから Active Directory/LDAPサーバへ LDAPSによる通信が行

える必要があります。 

AD/LDAP認証(LDAPS)については、認証管理をご覧下さい。 
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図 31 AD/LDAP認証(LDAPS) 

 

 

項目名 デフォルト値 説明 

認証の設定 - AD/LDAP認証の有効・無効 

LDAPサーバ URI 

- AD/LDAPサーバの URI 

※スペース区切りで複数の URI を設定することができ

ます。その場合、サーバへの接続が成功するまで順番

に接続を繰り返します。 

例： 

ldaps://ldap1.example.com ldaps://ldap2.example.com 

LDAPサーバ ユーザ DN - AD/LDAPサーバに接続する際のユーザ DN 

LDAPサーバ パスワード - AD/LDAPサーバに接続する際のパスワード 

LDAPサーバ ベース DN - ユーザを検索する際のベース DN 

ユーザの検索条件 - ユーザを検索する際の検索フィルタ 

ユーザ IDの属性 - ユーザ IDが格納されている属性名 

パスワード同期 

- AD/LDAPサーバと SeciossLink間で双方向のパスワ

ード同期を有効にするかどうか 

※AD/LDAPサーバのパスワードが SeciossLink のパ

スワードと一致しない場合、ユーザのログイン時に

AD/LDAPのパスワードを SeciossLinkのパスワードへ
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同期します。 

また、SeciossLink で行われたパスワード変更を

AD/LDAPに同期します。 

表 18 AD/LDAP認証(LDAPS)の設定項目 

 

7.3. SAML IDプロバイダ 

ユーザの認証を SAML認証で行いたい場合、SAML IDプロバイダの設定を行います。 

SAML認証については、認証管理をご覧下さい。 

 

図 32 SAML ID プロバイダ 

 

項目名 デフォルト値 説明 

エンティティ ID 
- SAML IDプロバイダのエンティティ ID 

例： https://idp.example.com 

ログイン URL - SAMLのログイン用 URL 

ログアウト URL 

- ログアウト用 URL 

SAMLのシングルログアウトに対応している場合は

“SAMLログアウト”にチェックして下さい。 

送信するエンティティ ID 

- SAML IDプロバイダに送信するエンティティ ID 

チェックした場合、エンティティ IDは以下になります。 

https://slink.secioss.com/<テナント ID> 
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IDの属性 
- SAML IDプロバイダのレスポンスの Name IDに設定

されている値 

SAML 公開鍵 - SAML IDプロバイダの SAML 公開鍵 

表 19 SAML ID プロバイダの設定項目 

 

7.4. SAML サービスプロバイダ 

7.4.1. SAMLサービスプロバイダ登録 

SAMLサービスプロバイダの設定を登録します。“新規登録”をクリックして下さい。 

SAMLサービスプロバイダ側の設定で、SAML IDプロバイダのメタデータが必要な場合は、

以下の URLにアクセスすることで、SeciossLinkの SAMLメタデータをダウンロードする

ことができます。 

https://slink.secioss.com/saml/metadata.php?tenant=<テナント ID> 

Google Apps、Office365、Salesforceについては、専用の設定画面がありますので、次項を

ご覧下さい。 

 

図 33 SAMLサービスプロバイダ登録 

 

項目名 デフォルト値 説明 

割り当てるライセンス 

- 割り当てる SP接続用ライセンス 

購入した SP接続用ライセンスから割り当てる

ものを選択して下さい。 
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サービス ID - サービスの ID 

サービス名 - サービスの名前 

エンティティ ID 
- SAMLサービスプロバイダのエンティティ ID 

例： https://sp.example.com/app01 

Assertion Consumer Service 

- SAMLサービスプロバイダの Assertion 

Consumer Service 

省略した場合、デフォルト値として以下の URL

が設定されます。 

<URLに設定した値>/saml/saml2/sp/ 

AssertionConsumerService.php 

ログアウト URL 

- SAMLサービスプロバイダのログアウト URL 

シングルログアウトを行う場合に設定して下さ

い。 

アクセス先 URL 

- SSOポータルに表示するリンクのアクセス先

URL 

※アクセス先 URLを設定しない場合、SSOポ

ータルにリンクは表示されません。 

ユーザ IDの属性 ユーザ ID SPに渡すユーザ IDが格納されている属性 

送信する属性 

- SPに渡す属性 

SPには SAMLレスポンス内の以下の属性とし

て値が渡されます。 

・ メールアドレス： mail 

・ 社員番号： employeeNumber 

・ 氏名： cn 

・ 組織： ou 

・ 地域： seciossLocaleCode 

・ 言語： preferredLanaguage 

・ ユーザグループ： seciossUserGroup 

・ セキュリティグループ： 

seciossSecurityGroup 

サービスプロバイダへのパスワー

ド送信 

なし サービスプロバイダに認証用のパスワードを

送信するかどうかの設定 

・ なし： 

パスワードを送信しない 

・ シングルサインオンのパスワード： 

シングルサインオンのパスワードを送信 
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・ サービス個別のパスワード 

サービス個別のパスワードを送信 

・ ランダムパスワード 

ランダムなパスワードを送信 

※パスワードの送信はサービスプロバイダが

Secioss Identity Suite Cloud Edition SP の場

合のみ選択して下さい。 

パスワード暗号化用公開鍵 
- サービスプロバイダにパスワードを送信する

場合の暗号化用公開鍵 

メタデータ 

- SPの XML形式のメタデータを読み込むと、エ

ンティティ ID、Assertion Consumer Service、ロ

グアウト URL、ユーザ IDの属性

（NameIDFormatが emailAddressの場合）の値

が各設定項目に表示されます。 

表 20 SAMLサービスプロバイダ登録の設定項目 

 

7.4.2. Google Apps 

Google Appsとのシングルサインオン、ID同期の設定を行います。 

設定を行う前に Google Appsのコントロールパネルの“ドメインの設定”->“ユーザ設定”

で“Provisioning API を有効にする”にチェックを入れて下さい。 

 

図 34 Google Apps 



 - 40 - 

 

Copyright © 2010-2013 SECIOSS Corporation. All rights reserved. 

項目名 デフォルト値 説明 

Google Apps プライ

マリドメイン 

- 
Google Appsのプライマリドメイン 

Google Apps ドメイン 

- Google Appsのプライマリドメイン以外のドメイン 

Google Appsのマルチドメインを使用している場合

設定します。複数登録可能です。 

Google Apps 管理ア

カウント名 

- Google Appsに IDを同期する際に接続する管理ア

カウント名 

管理アカウントのパ

スワード 

- Google Appsに接続する際の管理アカウントのパ

スワード 

シングルログアウト 
- 他サービスでログアウトした際に Google Appsから

もログアウトする場合、有効にします。 

パスワード同期 

- Google Apps とのパスワード同期の方法 

・ なし： 

パスワードを同期しない 

・ シングルサインオンのパスワード： 

シングルサインオンのパスワードと同期 

・ ランダムパスワード： 

ランダムなパスワードに変更 

POP/IMAPプロキシ

の IPアドレス 

- POP/IMAPプロキシサーバ（slink-mproxy）、また

は GoogleSyncプロキシサーバ（slink-asyncproxy）

の IPアドレス 

※この設定は、POP/IMAPプロキシをご利用の場

合のみ表示されます。ご利用をご希望の場合は、

お問い合わせ下さい。 

表 21 Google Apps 設定項目 

Google Appsのコントロールパネルの“シングルサインオン(SSO)の設定”では、以下のよ

うに設定して下さい。 

・ ログインページのURL： 

https://slink.secioss.com/saml/saml2/idp/SSOService.php?tenant=<テナント ID> 

・ ログアウトページURL： 

https://slink.secioss.com/ saml/saml2/idp/initSLO.php?RelayState=/saml/logout.php 

&logout=googleapps 

・ パスワードのURLを変更： 

https://slink.secioss.com/user/password.php 
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・ 証明書： 

https://slink.secioss.com/public/PublicKey-idp.pem をダウンロードして、登録して下

さい。 

・ ドメイン固有の発行元を使用：チェック 

7.4.3. Postini 

Postiniとの ID同期の設定を行います。 

設定を行う前に Postiniの System Administrationの“Orgs and Users”から Organization

を選択して“General Settings”の“EZCommand Shared Secret”に値を設定して下さい。 

 

図 35 Postini 

 

項目名 デフォルト値 説明 

Postini 管理アカウント名 - Postini の管理あカント名 

EZCommand Shared 

Secret 

- Organizationに設定した EZCommand Shared Secret

の値 

System Administration 

URL 

- Postiniの System Administration の URL 

例： https://ac-sx.postini.com 

表 22 Postini設定項目 

 

7.4.4. Office 365 

Office 365とのシングルサインオン、ID同期の設定を行います。 
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設定を行う前に Office 365のコントロールパネルの“ドメイン”を追加して下さい。 

 

図 36 Offiec 365 

 

項目名 デフォルト値 説明 

シングルサインオン

の設定 

- シングルサインオンの有効・無効 

※シングルサインオンが“無効”な状態のときに行

われたユーザ、ユーザグループ、連絡先への更新

は Office 365 へは同期されません。 

Office 365 ドメイン 
- Office 365のドメイン 

複数登録可能です。 

Office 365 管理アカ

ウント名 

- Office 365に IDを同期する際に接続する管理アカ

ウント名 

※管理アカウントには、Exchange Onlineのライセ

ンスを割り当てて下さい。 

※管理アカウントは、シングルサインオン対象では

ない Office 365のドメインに所属するユーザである

必要があります。 

管理アカウントのパ

スワード 

- Office 365に接続する際の管理アカウントのパス

ワード 

ユーザ名の属性 
- Office 365のユーザ名に同期する SeciossLink の

属性 
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※“ユーザ名の属性”を変更すると、変更前の設定

で同期していたユーザは、Office 365へのログイン

やユーザ情報の同期ができなくなる場合がありま

す。 

メールボックスの設

定 

- 有効にした場合、Office 365のメールボックスの設

定の一部を SeciossLink から行います。 

※この設定画面からメールボックスの設定を変更

しても、既存ユーザのメールボックスの設定には反

映されません。電子メール機能のデフォルト設定、

予定表のデフォルト設定については、ユーザ情報

の追加を行った時点、それ以外の設定項目につい

てはユーザ情報の追加、および変更を行った時点

の設定が Office 365には設定されます 

メールボックスの削

除済みアイテムの保

存期間 

14 
メールボックスを削除した場合にメールボックスを

保存しておく日数 

メールボックスの監

査ログの出力 

- 
メールボックスの監査ログを出力 

電子メール機能のデ

フォルト設定 

- POP、IMAPの有効、無効 

有効にする機能をチェックして下さい。 

予定表のデフォルト

設定 

- 
予定表の公開可否 

表 23 Office365 の設定項目 
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7.4.5. cybozu.com 

cybozu.comとのシングルサインオン、ID同期の設定を行います。 

 

図 37 cybozu.com 

項目名 デフォルト値 説明 

シングルサインオン

の設定 

- 
シングルサインオンの有効・無効 

cybozu.com サブドメ

イン 

- 
cybozu.com のサブドメイン 

cybozu.com 管理ア

カウント名 

- cybozu.comに IDを同期する際に接続する管理ア

カウント名 

管理アカウントのパ

スワード 

- cybozu.com に接続する際の管理アカウントのパス

ワード 

利用するサービス - cybozu.com で利用するサービス 

表 24 cybozu.com の設定項目 
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7.4.6. Salesforce 

Salesforceとのシングルサインオン、ID同期の設定を行います。 

 

図 38 Salesforce 

 

項目名 デフォルト値 説明 

エンティティ ID - SAMLのエンティティ ID 

ログイン URL 

- SAMLのログイン URL 

※Salesforce のシングルサインオン設定の“Salesforce 

ログイン URL”の値です。 

ログアウト URL 

- Salesforceのログアウト URL 

※Salesforce の“ログアウト”の URLです。 

例： https://xxx.salesforce.com/secur/logout.jsp 

ID同期 

無効 有効にした場合、Salesforce との ID 同期を行います。 

※Salesforce の SOAP API が使用可能な場合、有効に

して下さい。 

Salesforceの管理ア

カウント名 

- Salesforceに IDを同期する際に接続する管理アカウント

名 

管理アカウントのパ

スワード 

- Salesforceに接続する際の管理アカウントのパスワード 

管理アカウントのトー

クン 

- Salesforceに接続する際の管理アカウントのトークン 
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パスワード同期 

- Salesforce とのパスワード同期の方法 

・ なし： 

パスワードを同期しない 

・ シングルサインオンのパスワード： 

シングルサインオンのパスワードと同期 

・ ランダムパスワード： 

ランダムなパスワードに変更 

表 25 Salesforce 設定項目 

 

Salesforceのサイトのシングルサインオン設定では、以下ように設定して下さい。 

・ SAMLのバージョン：2.0 

・ 発行者：https://slink.secioss.com/<テナント ID> 

・ ユーザ IDの種別： 

テナント ID と Salesforce のドメインが一致する場合“アサーションには、ユーザの

Salesforceユーザ名が含まれます”を選択し、一致しない場合“アサーションには、ユ

ーザオブジェクトの統合 IDが含まれます”を選択して下さい。 

・ SAMLのユーザ IDの場所： 

ユーザ IDは SubjectステートメントのNameIdentifier要素にあります 

・ 証明書 

https://slink.secioss.com/public/PublicKey-idp.pem をダウンロードして、登録して下

さい。 

・ IDプロバイダのログインURL： 

https://slink.secioss.com/saml/saml2/idp/SSOService.php?tenant=<テナント ID> 

・ IDプロバイダのログアウト URL： 

https://slink.secioss.com/saml/saml2/idp/ initSLO.php?RelayState=/saml/logout.php 

&logout=salesforce 

Salesforce側で“私のドメイン”を設定していない場合、Salesforceにシングルサインオン

するには、以下のURLにアクセスして下さい。 

https://slink.secioss.com/sso/sf.php 

または 

https://slink.secioss.com/saml/saml2/idp/SSOService.php?spentityid=<Salesforce のエ

ンティティ ID> 

※SeciossLinkのテナント IDと Salesforceのドメインが異なり、ID同期を行わない場合、

Salesforceの管理画面から SSOを行うユーザの“統合 ID”に SeciossLinkのユーザ IDを

登録して下さい。 
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7.4.7. SAMLサービスプロバイダ一覧 

サービスプロバイダを一覧表示します。“サービスプロバイダ一覧”をクリックして下さい。 

 

図 39 SAMLサービスプロバイダ一覧 

 

項目名 デフォルト値 説明 

操作 

- 
をクリックすると変更画面に移動します。 

をクリックすると対象のサービスプロバイダを

削除します。 

サービス ID - サービスプロバイダの ID 

サービス名 - サービスプロバイダの名前 

URL - サービスプロバイダの URL 

表 26 SAMLサービスプロバイダ一覧項目 

 

 

 

 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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7.4.8. SAMLサービスプロバイダの設定 

サーバビスプロバイダ一覧の画面から、設定を変更したいサービスプロバイダの アイコ

ンをクリックすると、設定画面が表示されます。設定項目の値を変更して保存ボタンを押

下すると設定内容が更新されます。 

設定項目の内容は、サービスプロバイダ登録と同じです。メタデータを読み込んだ場合は、

保存ボタンを押下するまで、設定は反映されません。 

削除ボタンを押下すると、サービスプロバイダの情報が削除されます。 

 

図 40 SAMLサービスプロバイダの設定変更 

 

7.5. OpenID 

7.5.1. OpenIDリライングパーティの登録 

OpenIDリライングパーティの設定を登録します。“新規登録”をクリックして下さい。 
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図 41 OpenID リライングパーティの登録 

 

項目名 デフォルト値 説明 

割り当てるライセンス 

- 割り当てる OpenIDライセンス 

購入した OpenIDライセンスから割り当てるものを選択し

て下さい。 

サービス ID 
- サービスを識別する ID 

“-<テナント ID>“が後ろに自動的に付加されます。 

サービス名 - サービスの名前 

URL - OpenID リライングパーティの URL 

送信する属性 
- サービスに送信する属性 

※属性は PAPEにより送信します。 

表 27 OpenID リライングパーティ登録の設定項目 

 

7.5.2. OpenIDリライングパーティ一覧 

OpenID リライングパーティを一覧表示します。“リライングパーティ一覧”をクリックし

て下さい。 
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図 42 OpenID リライングパーティ一覧 

 

項目名 デフォルト値 説明 

操作 

- 
をクリックすると変更画面に移動します。 

をクリックすると対象のリライングパーティの

設定を削除します。 

サービス ID - サービスの ID 

サービス名 - サービスの名前 

URL - リライングパーティの URL 

表 28 OpenID リライングパーティ一覧項目 

 

7.5.3. OpenIDリライングパーティの設定 

OpenID リライングパーティ一覧の画面から、設定を変更したいリライングパーティの

アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。設定項目の値を変更して保存ボタ

ンをクリックすると設定内容が更新されます。設定項目の内容は、リライングパーティの

設定登録と同じです。 

削除ボタンをクリックすると、リライングパーティの設定が削除されます。 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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図 43 OpenID リライングパーティの設定変更 

 

7.6. OAuth 

OAuthは、OAuth 2.0のみに対応しています。 

7.6.1. OAuthコンシューマの登録 

OAuthコンシューマの設定を登録します。“新規登録”をクリックして下さい。 

 

図 44 OAuth コンシューマの登録 
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項目名 デフォルト値 説明 

割り当てるライセンス 

- 割り当てる OAuth ライセンス 

購入した OAuth ライセンスから割り当てるものを選択し

て下さい。 

サービス ID 
- サービスを識別する ID 

“-<テナント ID>“が後ろに自動的に付加されます。 

サービス名 - サービスの名前 

クライアント ID - OAuthのクライアント ID 

クライアントシークレット - OAuthのクライアントシークレット 

リダイレクト URI - OAuthのリダイレクト URI 

表 29 OAuth コンシューマ登録の設定項目 

 

7.6.2. OAuthコンシューマ一覧 

OAuthコンシューマを一覧表示します。“コンシューマ一覧”をクリックして下さい。 

 

図 45 OAuth コンシューマ一覧 
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項目名 デフォルト値 説明 

操作 

- 
をクリックすると変更画面に移動します。 

をクリックすると対象のコンシューマの設定を

削除します。 

サービス ID - サービスの ID 

サービス名 - サービスの名前 

クライアント ID - OAuth クライアント ID 

リダイレクト URI - OAuthのリダイレクト URI 

表 30 OAuthコンシューマ一覧項目 

 

7.6.3. OAuthコンシューマの設定 

OAuthコンシューマ一覧の画面から、設定を変更したいコンシューマの アイコンをクリ

ックすると、設定画面が表示されます。設定項目の値を変更して保存ボタンをクリックす

ると設定内容が更新されます。設定項目の内容は、コンシューマの設定登録と同じです。 

削除ボタンをクリックすると、コンシューマの設定が削除されます。 

 

図 46 OAuth コンシューマの設定変更 

 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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7.7. 代理認証 

SAML、OpenID、OAuthに対応していないアプリケーションに対しては、代理認証により

シングルサインオンすることが可能です。 

7.7.1. アプリケーションの設定登録 

代理認証を行うアプリケーションの設定を登録します。“新規登録”をクリックして下さい。 

 

図 47 アプリケーションの設定登録 

 

項目名 デフォルト値 説明 

割り当てるライセンス 

- 割り当てる代理認証ライセンス 

購入した代理認証ライセンスから割り当てるものを選択

して下さい。 

アプリケーション ID 
- アプリケーションを識別する ID 

“-<テナント ID>“が後ろに自動的に付加されます。 

アプリケーション名 - アプリケーションの名前 

ログイン URL - アプリケーションのログイン用 URL 

初回アクセス URL 
- ログインの前にアクセスする必要がある URLがある場

合に設定 

ユーザ IDの属性 ユーザ ID アプリケーションに渡すユーザ IDが格納されている属性 

ユーザ IDのパラメータ 
- ユーザ IDをアプリケーションにPOSTで送信する際のパ

ラメータ名 

パスワードのパラメータ - パスワードをアプリケーションに POST で送信する際の
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パラメータ名 

POSTデータ 
- ユーザ ID、パスワード以外にアプリケーションに POST

するデータがある場合、パラメータ名と値の対を設定 

表 31 アプリケーションの設定登録項目 

代理認証の設定登録後、以下の URLにアクセスすると、アプリケーションに対するシング

ルサインオンが行われます。 

https://slink.secioss.com/sso/clientlogin.php?sso_app=<アプリケーション ID> 

 

7.7.2. アプリケーション設定一覧 

アプリケーションの設定を一覧表示します。“アプリケーション設定一覧”をクリックして

下さい。 

 

図 48 アプリケーション設定一覧 

 

項目名 デフォルト値 説明 

操作 

- 
をクリックすると変更画面に移動します。 

をクリックすると対象のアプリケーションの設

定を削除します。 

アプリケーション ID - アプリケーションの ID 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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アプリケーション名 - アプリケーションの名前 

ログイン URL - アプリケーションのログイン URL 

表 32 アプリケーション設定一覧項目 

 

7.7.3. アプリケーションの設定 

アプリケーション設定一覧の画面から、設定を変更したいアプリケーションの アイコン

をクリックすると、設定画面が表示されます。設定項目の値を変更して保存ボタンをクリ

ックすると設定内容が更新されます。設定項目の内容は、アプリケーションの設定登録と

同じです。 

削除ボタンをクリックすると、アプリケーションの設定が削除されます。 

 

図 49 アプリケーションの設定変更 

 

 

8. 認証管理 

認証ルールの設定を行います。ユーザの認証は、条件に合致した認証ルールの認証方式が

適用されます。合致する認証ルールがないユーザはシングルサインオンへのアクセスが拒

否されます。 

認証の設定を行うには、画面上部のメニューの“認証”をクリックして下さい。 
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8.1. 認証ルール登録 

“新規登録”をクリックして、認証ルールを入力して下さい。 

認証ルールに、設定可能な認証方法には以下があります。 

・ ID/パスワード認証： 

ユーザ IDとパスワードによる認証です。 

・ AD/LDAP認証(SAML)： 

社内に導入した ID Suite IdPにより、統合Windows認証を行います。 

・ AD/LDAP認証(LDAPS)： 

社内の Active Directory や LDAP サーバによりユーザの認証を行います。事前に

SeciossLinkから社内の Active Direcotry、LDAPサーバに対して LDAPSによる接続

が行えるようにしておく必要があります。 

・ SAML認証： 

SAML IDプロバイダによりユーザの認証を行います。 

・ 端末認証： 

スマートフォン、iPad、PC 端末に専用アプリケーションを導入することで特定の端末

に対してのみログインを許可します。 

端末の管理については、システム設定の端末から行ってください。 

・ 証明書認証： 

クライアント証明書による認証を行います。証明書認証を行う場合、事前にシステム設

定のテナント情報から CA証明書等の設定を行って下さい。 

・ 証明書確認： 

正しいクライアント証明書であるかどうかを確認します。ユーザの認証は行わないため、

必ず他の認証方式と組み合わせて下さい。証明書確認を行う場合、事前にシステム設定

のテナント情報から CA証明書等の設定を行って下さい。 

・ ワンタイムパスワード： 

トークンを使用したワインタイムパスワードによる認証です。 

・ ワンタイムパスワード（メール認証）： 

パスワードをメールで通知するワンタイムパスワード認証です。 
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図 50 認証ルールの登録 

 

項目名 デフォルト値 説明 

ID - 認証ルールを識別する ID 

認証方法 

- ユーザの認証方法 

選択可能な認証方法は、テナント毎に異なります。 

“追加 AND”ボタンを押すと、選択した順番に認証方法を追加しま

す。 

認証方法一覧から、複数の認証方法を選択して“追加 OR”ボタンを

押すと、OR条件として認証方法を追加します。この場合、どれか１

つの認証方法を選択して、認証を行います。 

“△”、“▽”ボタンで、認証の順番を入れ替えることができます。 

優先度 

1 認証ルールの優先度（1～10） 

数字が高い程、高い優先度となり、条件に合致したルールのうち、

最も優先度の高いルールが適用されます。 

クライアント 
- ユーザのクライアントの種類 

複数選択可能です。 

ルールの状態 
- 認証ルールの有効・無効 

無効に設定した認証ルールは適用されません。 

表 33 認証ルールの登録項目 
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8.2. 認証ルール一覧 

認証ルールを一覧表示します。左側の検索メニューに検索条件を入力して、検索をクリッ

クすると、検索条件に合った認証ルールが表示されます。 

 

図 51 認証ルールの一覧 

 

 

項目名 デフォルト値 説明 

表示形式 200 表示する認証ルールの件数 

ID - 認証ルールの ID 

認証方法 - 選択した認証方法を含む認証ルールを検索 

クライアント - 選択したクライアント端末を含む認証ルールを検索 

表 34 認証ルールの検索条件 

 

項目名 デフォルト値 説明 

操作 

- 
をクリックすると変更画面に移動します。 

をクリックすると対象の認証ルールを削除しま

す。 

ID - 認証ルールの ID 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true


 - 60 - 

 

Copyright © 2010-2013 SECIOSS Corporation. All rights reserved. 

優先度 - 認証ルールの優先度 

認証方法 - ユーザの認証方法 

クライアント - ユーザのクライアントの種類 

状態 - 認証ルールの状態 

表 35 認証ルールの一覧項目 

 

8.3. 認証ルールの変更 

認証ルール一覧の画面から、情報を変更したい認証ルールの アイコンをクリックすると、

認証ルールの変更画面が表示されます。設定項目の内容は、認証ルール登録と同じです。 

削除ボタンをクリックすると、認証ルールの情報が削除されます。 

 

図 52 認証ルールの変更 

 

8.4. ネットワークの設定 

認証ルールを適用するクライアントのネットワークを設定します。 

クライアントの IPアドレス、ネットワークアドレスを入力します。 
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図 53 ネットワークの設定 

 

8.5. 時間の設定 

認証ルールを適用する時間を設定します。 

 

図 54 時間の設定 
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項目名 デフォルト値 説明 

認証の頻度 

- アクセスの種類 

・ 定期な認証： 月、週、日、時間により時間帯を指定 

・ 1回だけの認証： 年月日により時間帯を指定 

・ 指定なし： 時間の指定を行わない 

月 - 認証を適用する月 

週 - 認証を適用する曜日 

日 - 認証を適用する日 

時間 - 認証を適用する時間 

年月日 - 認証を適用する時間帯の開始時間と終了時間 

表 36 時間の設定の設定項目 

 

8.6. 認証ルールの削除 

認証ルール一覧の画面から、削除したい認証ルールの アイコンをクリックするとその認

証ルールは削除されます。また、削除する認証ルールの選択項目にあるチェックボックス

をチェックし、削除ボタンをクリックすると選択した認証ルールを一括削除します。 

 

 

9. アクセス権限管理 

アクセス権限の設定を行うには、画面上部のメニューの“アクセス権限”をクリックして

下さい。 

ユーザ管理、グループ管理で使用を許可するサービスを設定しますが、サービスに対して

アクセス権限を設定した場合、アクセスの可否はアクセス権限が優先されます。 

9.1. アクセス権限登録 

アクセス権限の登録を行います。“新規登録”をクリックして、アクセス権限を入力して下

さい。 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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図 55 アクセス権限の登録 

 

項目名 デフォルト値 説明 

ID - アクセス権限を識別する ID 

アクセス先のサ

ービス 

- 
アクセス先のサービス 

要求される認証

方式 

- アクセスに要求される認証方式 

要求される認証が行われていない場合、該当する認証処理

に移動し、認証完了後アクセスが許可されます。 

“追加 AND”ボタンを押すと、選択した順番に認証方法を追

加します。 

認証方法一覧から、複数の認証方法を選択して“追加 OR”

ボタンを押すと、OR条件として認証方法を追加します。この

場合、どれか１つの認証方法を選択して、認証を行います。 

“△”、“▽”ボタンで、認証の順番を入れ替えることができま

す。 

クライアント 

- ユーザのクライアントの種類 

複数選択可能です。 

※Outlook を許可せずに Lyncのみ許可すると、Lyncの

Exchange と連携する機能が使用できません。 

Office 365アプリケーションは、MS Word、MS Excel 等のオフ



 - 64 - 

 

Copyright © 2010-2013 SECIOSS Corporation. All rights reserved. 

ィスアプリケーションです。 

Office 365 Outlook、Office 365 Lync、Office 365アプリケーシ

ョン、Office 365 ActiveSync には要求される認証方式は適用

されません。 

権限の状態 
- アクセス権限の有効・無効 

無効に設定したアクセス権限は適用されません。 

表 37 アクセス権限の登録項目 

 

9.2. アクセス権限一覧 

アクセス権限情報を一覧表示します。左側の検索メニューに検索条件を入力して、検索を

クリックすると、検索条件に合ったアクセス権限が表示されます。 

 

図 56 アクセス権限の一覧 

 

項目名 デフォルト値 説明 

表示形式 200 表示するアクセス権限の件数 

アクセス先 - アクセス先のサービス 

ユーザ - 該当するユーザにアクセス許可を与えるアクセス権限を検索 

グループ 
- 該当するグループにアクセス許可を与えるアクセス権限を検

索 

表 38 アクセス権限の検索条件 
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項目名 デフォルト値 説明 

操作 

- 
をクリックすると変更画面に移動します。 

をクリックすると対象のアクセス権限を削除し

ます。 

ID - アクセス権限の ID 

アクセス先 - アクセス先のサービス 

状態 - アクセス権限の状態 

表 39 アクセス権限の一覧項目 

 

9.3. アクセス権限の変更 

アクセス権限一覧の画面から、情報を変更したいアクセス権限の アイコンをクリックす

ると、アクセス権限情報の変更画面が表示されます。設定項目の内容は、アクセス権限登

録と同じです。 

削除ボタンをクリックすると、アクセス権限の情報が削除されます。 

 

図 57 アクセス権限の変更 

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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9.4. 許可するユーザ 

アクセスを許可するユーザを設定します。 

ユーザ検索でユーザを検索し、一覧からアクセスを許可するユーザを選択して下さい。 

 

図 58 許可するユーザ 

 

9.5. 許可するグループ 

アクセスを許可するグループを設定します。 

グループ検索でグループを検索し、一覧からアクセスを許可するグループを選択して下さ

い。 
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図 59 許可するグループ 

 

9.6. 許可するネットワーク 

アクセスを許可するネットワークを設定します。 

アクセスを許可する IPアドレス、ネットワークアドレスを入力します。 

 

図 60 許可するネットワーク 
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9.7. 許可する時間 

アクセスを許可する時間を設定します。 

 

図 61 許可する時間 

 

項目名 デフォルト値 説明 

アクセスの種類 

- アクセスの種類 

・ 定期アクセス： 月、週、日、時間により時間帯を指定 

・ 1回だけのアクセス： 年月日により時間帯を指定 

・ 指定なし： 時間の指定を行わない 

月 - アクセスを許可する月 

週 - アクセスを許可する曜日 

日 - アクセスを許可する日 

時間 - アクセスを許可する時間 

年月日 - アクセスを許可する時間帯の開始時間と終了時間 

表 40 許可する時間の設定項目 

 

9.8. アクセス権限の削除 

アクセス権限一覧の画面から、削除したいアクセス権限の アイコンをクリックするとそ

http://green.secioss.co.jp/secioss/index.php?action_sso_appread=true
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のアクセス権限は削除されます。また、削除するアクセス権限の選択項目にあるチェック

ボックスをチェックし、削除ボタンをクリックすると選択したアクセス権限を一括削除し

ます。 

 

 

10. システム設定 

システム設定を行うには、画面上部のメニューの“システム”をクリックして下さい。 

10.1. パスワードポリシー設定 

ユーザのパスワード変更やアカウントのロックアウトに関するポリシーを設定します。 

左側メニューの“パスワードポリシー設定”をクリックして下さい。 

 

図 62 パスワードポリシー設定 

 

項目名 デフォルト値 説明 

ポリシーの設定 無効 テナント独自のポリシーの有効/無効 

文字数 最小 1、最大 10 パスワードの最小、最大文字数 

使用可能文字 制限なし パスワードに使用可能な文字 

パスワード強度チェック 

チェックしない 推測しやすいパスワードかどうかチェックし

ます。 

強度の低いパスワードの場合、警告では警

告メッセージを表示するのみでパスワードを

変更し、変更拒否ではパスワードの変更を
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行いません。 

初期パスワードの変更 
変更しない 初期パスワードでログインした場合、パスワ

ードの変更を要求するかどうか 

パスワード世代管理数 
0 指定した世代数のパスワードは使用できま

せん。※１ 

パスワード有効期間 

0 パスワード変更後、指定した日数を経過した

ユーザはログイン時に強制的にパスワード

変更画面に転送します。※１ 

パスワード期限警告時間 

0 パスワード変更後、指定した日数を経過した

ユーザにパスワード期限の警告メールを送

信します。※１ 

パスワード変更禁止時間 
0 パスワード変更後、指定した日数はパスワ

ードを変更できません。※１ 

パスワード認証の最大失敗

回数 

0 認証の失敗回数がこの数を超えるとユーザ

のアカウントをロックします。※１ 

パスワード認証失敗回数の

リセット時間 

0 認証失敗後、この時間が経過すると認証失

敗回数は 0にリセットします。※１ 

アカウントロックアウトの解

除時間 

0 アカウントロックアウト後、この時間経過する

とロックアウトが解除されます。※１ 

※１：値が”0”の場合パスワードポリシーは無効となります。 

表 41 パスワードポリシー設定項目 

 

10.2. メールテンプレート設定 

ユーザのパスワード初期化・パスワード期限警告・パスワード期限切れの時に、ユーザに

対して通知するメールの内容を設定します。 

左側メニューの“メールテンプレート設定”をクリックして下さい。 
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図 63 メールテンプレート設定 

 

 

項目名 デフォルト値 説明 

メールの種類 

- パスワードメールの種類 

設定するメールの種類は以下の通りです。 

・ パスワード初期化 

・ パスワード期限警告 

・ パスワード期限切れ 

言語は“日本語”、“英語”の 2種類です。 

差出人メールアドレス - 送信するメールの差出人メールアドレス 

件名 - メールの件名 

本文 

- メールの本文 

本文には以下のパラメータを使用することが可能で

す。 

・ ${id}： 

ユーザ ID 

・ ${name}： 

ユーザの氏名 

・ ${password}： 

初期化パスワード（パスワード初期化・パスワード
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期限切れメールのとき） 

・ ${expiration}： 

パスワード変更期限日（パスワード期限警告メー

ルのとき） 

表 42 メールテンプレート設定項目 

 

10.3. 端末 

端末認証で使用する端末の管理を行います。 

10.3.1. 端末一覧 

登録されている端末の一覧を表示します。 

端末認証の専用アプリケーションから端末の登録申請が行われると、一覧に状態“無効”

として表示されますので、許可する場合は有効化して下さい。 

 

図 64 端末一覧 
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項目名 デフォルト値 説明 

端末 ID - 端末を識別する ID 

ユーザ ID - ユーザ ID 

種類 - 端末の種類 

状態 - 端末の状態（有効|無効） 

表示順序 - 指定した項目の値について昇順で端末を表示 

表 43 端末の検索条件 

 

項目名 デフォルト値 説明 

端末 ID - 端末を識別する ID 

ユーザ ID - 端末を登録したユーザのユーザ ID 

氏名 - 端末を登録したユーザの氏名 

種類 - 端末の種類 

端末 
- 端末 

PC、iPhone、Android、iPad、携帯電話等 

状態 - 端末の状態 

申請日時 - 端末が登録された日時 

表 44 端末の一覧項目 

 

10.3.2. CSV登録 

端末を CSVファイルから一括登録します。登録された端末は最初から“有効”の状態とな

っています。 
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図 65 端末の CSV登録 

 

10.3.3. 通知設定 

端末登録申請時のメール通知の設定を行います。 

 

図 66 通知設定 
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項目名 デフォルト値 説明 

端末登録の通知 - 端末登録申請時のメール通知の有効・無効 

通知先メールアドレス 
- 端末の登録申請時にメールを送信する宛先のメールア

ドレス 

表 45 通知設定 

 

10.4. テナント情報 

テナントに関する情報を確認、または設定することができます。 

 

図 67 テナント情報 
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項目名 説明 

テナント ID テナントの ID 

テナント名 テナントの名前 

最大ユーザ数 テナントで登録可能な最大ユーザ数 

現在のユーザ数 テナントに現在登録されているユーザ数 

SAML 許可されている SAMLの SP 

サービス 許可されているサービス 

機能 許可されている機能 

Privisioning API 

ユーザ、組織、ユーザグループ、セキュリティグループの管理用 API 

Provisioning API の有効・無効 

Provisioning API の利用を許可する IPアドレス 

表 46 テナント情報の項目一覧 

 

項目名 説明 

証明書のサブジェクト 

クライアント証明書のサブジェクトの DN 

証明書認証時にクライアント証明書のサブジェクトが設定した DN と前方

一致、または後方一致で一致するか確認し、一致しない場合認証エラーと

します。 

DNの形式は、”/”区切りで先頭に”/”を付加して下さい。 

例： /C=JP/ST=Tokyo/L=Bunkyo/O=example.com/OU=Sales 

サブジェクトの DNは最大３つ設定することができます。 

CA 証明書 

クライアント証明書を発行した CA証明書 

中間証明書がある場合、ルート CA の証明書と中間証明書を１ファイルに

結合して、アップロードして下さい。 

CRLの URL 
CRLをダウンロードする URL 

設定した URLから証明書の CRLを１日１回取得します。 

表 47 証明書認証の設定項目 

証明書認証の設定は、反映されるまで１時間程度かかります。 

 

10.5. 画面設定 

ログイン、ログアウト画面、ユーザセルフサービスの画面を一部カスタマイズすることが

できます。 
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図 68 画面設定 

 

項目名 デフォルト値 説明 

画面の色 - 画面のヘッダの色 

タイトル - 画面のタイトル 

タイトルの色 - 画面のタイトルの色 

ロゴ画像 
- ロゴの画像がある URL 

※ロゴは HTTPSのサイトに配置して下さい。 

ポータルに表示するメ

ッセージ 

- SSOポータルに表示するメッセージ 

※設定したメッセージが SSOポータルの画面上部に表

示されます。 

表 48 画面設定の設定項目 

 

10.6. ID同期 

お客様の Active Directory からユーザ、組織、ユーザグループ、セキュリティグループ、

連絡先の情報を SeciossLinkに同期します。 

情報を同期する時間は、0:00、6:00、9:00、12:00、15:00、18:00です。 

この機能を利用するには“AD/LDAP連携(SaaS)”ライセンスを購入し、SeciossLinkから

Active DirectoryへのLDAPS通信が可能なようにファイアウォールのポートを開けて下さ

い。 
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図 69 ID 同期 

 

項目名 デフォルト値 説明 

ID同期の設定 - ID同期を有効にします。 

送信元 URI - Active Directoryの URI 

送信元ユーザ DN - Active Directoryに接続するユーザの DN 

送信元パスワード - Active Directoryに接続するパスワード 

送信元ベース DN - Active Directoryのベース DN 

送信先ユーザ ID 
- SeciossLink に接続するユーザのユーザ ID 

※テナント IDは含みません 

送信先パスワード - SeciossLink に接続するパスワード 

同期するエントリ - 同期を行うエントリの種類 

組織のベース DN - 同期対象とする組織エントリのベース DN 

ユーザグループのベー

ス DN 

- 同期対象とするユーザグループエントリのベース DN 

連絡先のベース DN - 同期対象とする連絡先エントリのベース DN 

組織から除外する OU 

- 同期対象外とする OU（カンマ区切りで複数指定できま

す。） 

例： People,Groups 

エラー処理 
- エラーが発生した場合、スキップして次の更新を実行

する場合はチェックして下さい。 
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結果通知先メールアド

レス 

- 
ID同期の結果を通知するメールアドレス 

表 49 ID 同期の設定項目 

 

10.6.1. 差分確認 

“差分確認”ボタンを押下すると、Active Directoryと SeciossLink間の差分情報を表示し

ます。 

 

10.6.2. Active Directoryのデータ設定 

10.6.2.1. 同期対象ユーザの設定 

Active Directory に ID 同期用のグループとして”cn=idsync,ou=Roles,ou=IDsuite,<Active 

Direcotry ベース DN>”を作成し、同期対象とする Active Directoryのユーザをそのグルー

プのメンバに登録して下さい。 

 

10.6.2.2. 管理者権限の設定 

管理者権限をユーザに付与する場合、グループ”cn=admin,ou=Roles,ou=IDsuite,<Active 

Directory ベース DN>”を作成し、グループのメンバに対象ユーザを追加して下さい。 

 

10.6.2.3. 許可するサービスの同期 

Google Apps、Office365、Salesforce等のサービスの利用をユーザに許可する場合、以下の

グループを作成して、対象とするユーザをメンバに追加して下さい。 

・ Google Apps 許可グループ： cn=googleapps,ou=Services,ou=IDsuite, <Active 

Directory ベース DN> 

・ Office 365 許 可グ ルー プ：  cn=office365,ou=Services,ou=IDsuite,<Active 

Direcotry ベース DN> 

・ cybozu.com 許 可 グ ル ー プ ：  cn=cybozu,ou=Services,ou=IDsuite,<Active 

Directory ベース DN> 

・ Salesforce 許可グループ：  cn=salesforce,ou=Services,ou=IDsuite, <Active 

Directory ベース DN> 

 

10.6.2.4. セキュリティグループの同期 

SeciossLink のセキュリティグループに対して同期を行う場合、同期対象とするグループ

は”ou=Security,ou=IDsuite, <Active Directory ベース DN>”の配下に作成して下さい。 

グループを階層化する場合、下位階層のグループを上位階層のグループのメンバに登録し

て下さい。ただし、上位階層のグループは必ず１つまでとして下さい。複数のグループの
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メンバとしてグループを登録した場合、所属するグループの中の１つの配下に同期されま

す。 

 

10.6.2.5. サービスのロールの同期 

Office 365 のライセンス、管理者ロールや Salesforce のプロファイル等、サービスのロー

ルを同期する場合、”ou=Roles,ou=IDsuite,<Active Directory ベース DN>” 配下に以下の

ようなグループを作成して、ロールを割り当てるユーザをメンバに追加して下さい。 

10.6.2.5.1. Office 365 

・ ライセンス 

cn=<ライセンス名>,ou=<Office 365 プラン名>,ou=Office365,ou=Roles,ou=IDsuite, 

<Active Directory ベース DN> 

・ 管理者ロール 

cn=<管理者ロール名>,ou=管理者ロール,ou=Office365,ou=Roles,ou=IDsuite,<Active 

Directory ベース DN> 

10.6.2.5.2. cybozu.com 

・ 利用するサービス 

cn=<サービス名>,ou=利用するサービス ,ou=Cybozu,ou=Roles,ou=IDsuite,<Active 

Directory ベース DN> 

10.6.2.5.3. Salesforce 

・ プロファイル 

cn=<プロファイル名>,ou=プロファイル,ou=Salesforce,ou=Roles,ou=IDsuite,<Active 

Directory ベース DN> 

 

※ Office365 のライセンス名、Office 365 プラン名、管理者ロール名、Salesforce の

プロファイル名は、SeciossLinkの管理画面のユーザ情報の“Office365のロール”、

“Salesforceのロール”に表示されている値を使用して下さい。 

 

10.6.2.6. 同期する属性 

同期する Active Directoryの属性は、以下になります。 

エントリの種類 Active Directoryの属性 必須 SeciossLinkの項目 

ユーザ sAMAccountName ○ ユーザ ID 

employeeNumber  社員番号 

sn ○ 姓 

givenName ○ 名 

msDS-PhoneticLastName  姓（かな） 

msDS-PhoneticFirstName  名（かな） 
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displayName  別名 

mail ○ メールアドレス 

proxyAddresses  メールエイリアス 

c  地域、言語 

userAccountControl ○ ユーザ状態 

company  会社名 

department  部署 

title  役職 

physicalDeliveryOfficeName  事業所 

telephoneNumber  電話番号 

facsimileTelephoneNumber  FAX 

mobile  携帯電話番号 

homePhone  自宅電話番号 

co  国 

potalCode  郵便番号 

st  都道府県 

l  市区群 

streetAddress  町名・番地 

msExchHideFromAddressLists  アドレス帳表示 

グループ sAMAccountName ○ グループ名 

cn ○ 表示名 

mail  メールアドレス 

description  説明 

groupType  Office 365 種類 

member  メンバ 

組織 ou ○ 組織名 

description  説明 

連絡先 mail ○ メールアドレス 

sn ○ 姓 

givenName ○ 名 

msDS-PhoneticLastName  姓（かな） 

msDS-PhoneticFirstName  名（かな） 

displayName  別名 

company  会社名 

department  部署 
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title  役職 

physicalDeliveryOfficeName  事業所 

telephoneNumber  電話番号 

facsimileTelephoneNumber  FAX 

mobile  携帯電話番号 

homePhone  自宅電話番号 

co  国 

potalCode  郵便番号 

st  都道府県 

l  市区群 

streetAddress  町名・番地 

表 50 ID 同期で同期する属性 

 

 

11. ログ 

ユーザの認証、ID情報の更新に関するログを参照するには、画面上部のメニューの“ログ”

をクリックして下さい。 

左側の検索メニューに検索条件を入力して、検索をクリックすると、検索条件に合ったロ

グメッセージが表示されます。 

 

 

図 70 ログ表示画面 
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項目名 デフォルト値 説明 

表示形式 200 表示するログメッセージの件数 

ログファイル 

認証 ログの種類 

・ 認証： 

認証に関するログ 

・ 更新 

ID情報の更新に関するログ 

ユーザ - 該当するユーザの行動に関するメッセージを検索 

認証方式 
全て 認証ログにおいて、該当する認証方式によるログインに関す

るメッセージを検索 

サービス 
全て 更新ログにおいて、該当するサービスに関する更新のメッセ

ージを検索 

エントリの種類 

全て 更新ログにおいて、更新対象の種類を指定してメッセージを

検索 

エントリの種類 

・ ユーザ 

・ ユーザグループ 

・ セキュリティグループ 

・ 組織 

対象エントリ 
- 更新ログにおいて、更新対象のユーザ IDやグループ名を指

定してメッセージを検索 

開始時間 - 指定した日時以降のログを検索 

終了時間 - 指定した日時までのログを検索 

表 51ログの検索条件 

 

項目名 デフォルト値 説明 

日時 - ログを出力した日時 

ユーザ - ログの行動を実行したユーザ 

メッセージ - ログメッセージの内容 

IPアドレス 
- クライアントの IPアドレス 

認証ログの場合 

端末 
- 端末の種類 

認証ログの場合 



 - 84 - 

 

Copyright © 2010-2013 SECIOSS Corporation. All rights reserved. 

表 52 ログの一覧項目 

 

ログメッセージは、以下になります。 

メッセージ 内容 

<認証方式>(認証ルール<認証ルー

ル>)の認証に成功しました。 

<認証ルール>の<認証方式>によるAccess Manager

へのログインが成功しました。 

<認証方式>(認証ルール<認証ルー

ル>)の認証に失敗しました。： <詳

細メッセージ> 

<認証ルール>の<認証方式>によるAccess Manager

へのログインに失敗しました。 

<詳細メッセージ>には、エラー原因の情報が出力され

ます。 

<SAMLサービスプロバイダ>へ

SAMLによりログインしました。 

<SAMLサービスプロバイダ>へSAMLによるログイ

ンが成功しました。 

<アプリケーション>へ代理認証に

よりログインしました。 

<アプリケーション>へ代理認証によるログインが成

功しました。 

ログアウトしました。 SeciossLinkからログアウトしました。 

パスワードの有効期限が切れてい

ます。 

パスワードの有効期限が切れているので、パスワード

変更画面に転送されました。 

パスワードを変更しました。 SeciossLinkのパスワードを変更しました。 

パスワードを変更しました。ただ

し、パスワードの強度が弱いで

す。： <詳細メッセージ> 

SeciossLinkのパスワードを変更しました。<詳細メッ

セージ>にある以下の理由でパスワードの強度が弱い

です。 

・ it is too short：パスワードが短すぎます。 

・ it does not contain enough DIFFERENT 

characters：パスワードに異なる文字が十分に含

まれていません。 

・ it is all white space：パスワードが全て空白文字

です。 

・ it is too simplistic/systematic：パスワードの文字

列が単純過ぎます。 

・ it looks like National Insurance Number：パス

ワードの文字列が数字列です。 

・ it is based on dictionary word：パスワードに一

般的な単語が使われています。 

パスワードポリシーのパスワード強度チェックで、警

告を設定した場合に出力されます。 
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パスワードの変更に失敗しまし

た。： <詳細メッセージ> 

SeciossLinkのパスワードの変更に失敗しました。<

詳細メッセージ>には、エラー原因の情報が出力され

ます。 

表 53 認証ログのメッセージ 

 

メッセージ 内容 

ユーザ<ユーザ ID>[(<サービス>)]

を追加（変更、削除）しました。 

<ユーザ ID>のユーザを追加（変更、削除）しました。

ID 同期対象のサービスに対する更新の場合、(<サー

ビス>)が出力されます。 

ユーザ<ユーザ ID>[(<サービス>)]

の追加（変更、削除）に失敗しまし

た。：<詳細メッセージ> 

<ユーザ ID>のユーザを追加（変更、削除）するのに

失敗しました。ID 同期対象のサービスに対する更新

の場合、(<サービス>)が出力されます。 

<詳細メッセージ>には、エラー原因の情報が出力され

ます。 

グループ<グループ名>[(<サービス

>)]を追加（変更、削除）しました。 

<グループ名>のグループを追加（変更、削除）しまし

た。ID 同期対象のサービスに対する更新の場合、(<

サービス>)が出力されます。 

グループ<グループ名>[(<サービス

>)]の追加（変更、削除）に失敗しま

した。 

<グループ名>のグループを追加（変更、削除）するの

に失敗しました。ID 同期対象のサービスに対する更

新の場合、(<サービス>)が出力されます。 

<詳細メッセージ>には、エラー原因の情報が出力され

ます。 

表 54 更新ログのメッセージ 

 

 

12. サービスの同期情報 

サービスに同期する情報のデータ項目は以下になります。 

種類 SeciossLink Google Apps Office 365 Salesforce cybozu.com 

ユーザ ユーザ ID - - ユーザ名 ログイン名 

社員番号 - - - 従業員 ID 

姓 姓 姓 姓 姓 

名 名 名 名 名 

姓（かな） - - - よ み が な

（姓） 
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名（かな） - - - よ み が な

（名） 

別名 ニックネー

ム※１ 

表示名 

※別名が未

設定の場合

は氏名 

別名 - 

メールアド

レス 

メールアド

レス 

ユーザ名、

Exchange の

既定のメー

ルアドレス 

メール E-mail 

メールエイ

リアス 

エイリアス Exchange の

メールアド

レス 

- - 

組織 組織 - - 組織 

地域 - 地域 地域 - 

言語 Gmail の言

語 

言語 言語 言語 

パスワード パスワード - パスワード パスワード 

ユーザ状態 ステータス - - 使用状態 

通知先メー

ルアドレス 

- 連絡用電子

メールアド

レス 

- - 

簡易表示名 - 簡易表示名 - - 

会社名 会社名※１ 会社名 会社名 - 

部署 - 部署 部署 - 

役職 役職※１ 役職 役職 - 

事業所 - 事業所番号 - - 

電話番号 電話番号（仕

事）※１ 

会社電話 電話 電話番号 

FAX FAX※１ FAX番号 FAX - 

携帯電話番

号 

携帯電話※１ 携帯電話 形態 連絡先 携帯 

自宅電話番

号 

電話番号（自

宅）※１ 

- - - 

国 国/地域※１ 国/地域 国 - 
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郵便番号 郵便番号※１ 郵便番号 郵便番号 - 

都道府県 都道府県※１ 都道府県 都道府県 - 

市区群 市町村※１ 市区町村 市区群 - 

町名・番地 町名以下の

住所※１ 

番地 町名・番地 - 

ユーザグル

ープ 

グループ名 - - - グループコ

ード 

表示名 グループ名 表示名 - グループ名 

メールアド

レス 

メールアド

レス 

メールアド

レス※２ 

- - 

説明 説明 説明 - 説明 

Office 365 

種類 

- 種類 - - 

メンバ メンバ メンバ - メンバ 

組織 組織名 組織名 - - 組織コード、

組織名 

説明 説明 - - 説明 

連絡先※１ メールアド

レス 

メールアド

レス 

- - - 

姓 姓 - - - 

名 名 - - - 

姓（かな） 姓（かな） - - - 

名（かな） 名（かな） - - - 

別名 ニックネー

ム 

- - - 

会社名 会社名 - - - 

部署 - - - - 

役職 役職 - - - 

事業所 - - - - 

電話番号 電話番号（仕

事） 

- - - 

FAX FAX - - - 

携帯電話番

号 

携帯電話 - - - 

自宅電話番 電話番号（自 - - - 
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号 宅） 

国 国/地域 - - - 

郵便番号 郵便番号 - - - 

都道府県 都道府県 - - - 

市区群 市町村 - - - 

町名・番地 町名以下の

住所 

- - - 

表 55 同期情報のデータ項目 

※１ 連絡先管理を利用している場合、情報の同期が行われます。 

※２ メールアドレスが登録されている場合 Exchange の配布グループまたはメール有セ

キュリティグループ、登録されていない場合 Office 365 のセキュリティグループとして同

期します。 

 

 

13. Provisioning API 

13.1. リクエスト 

Provisioning API に対するリクエストは、以下の URL にパラメータと値を POST で送信

して下さい。 

URL：https://slink.secioss.com/admin/api/ 

 

 

操作 パラメータ 必須 説明 

ログイン action_login ○ true ※固定値 

id ○ ログインするユーザ ID 

password ○ パスワード 

表 56 ログイン 

https://slink.secioss.com/admin/api/
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操作 パラメータ 必須 説明 

検索 action_user_read ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

id  検索するユーザ ID 

name  検索する氏名 

empnum  検索する社員番号 

mail  検索するメールアドレス 

org  検索する組織 

status 
 検索するユーザ状態 

（active|inactive） 

追加 action_user_create ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

id ○ ユーザ ID 

empnum  社員番号 

sname ○ 姓 

gname ○ 名 

skana  姓（かな） 

gkana  名（かな） 

mail ○ メールアドレス 

mailalias  メールエイリアス 

locale 
○ 地域 

ja_JP、en_US 等 

lang ○ 言語（ja|en|zh） 

password ○ パスワード 

status ○ ステータス（active|inactive） 

admin_role 
 管理者権限 

（tenant_admin|user_admin） 

admin_scope 
 ユーザ管理者（user_admin）の場

合の管理対象組織 

service 

 許可するサービス 

・ googleapps 

・ office365 

・ salesforce 

・ cybozu.com 
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・ SAML サービスプロバイダ

のサービス ID 

・ 代理認証のアプリケーション

ID 

role_office365 

 Office 365のライセンス名 

Office 365の管理者ロール名 

※CSV 登録画面に表記されてい

る値 

role_salesforce  Salesforceのプロファイル名 

org  組織 

aliasname  別名 

title  役職 

company  会社 

department  部署 

country  国 

postalcode  郵便番号 

state  都道府県 

city  市区町村 

street  町名・番地 

telephone  電話番号 

fax  FAX 

mobile  携帯電話番号 

homephone  自宅電話番号 

nmail  通知先メールアドレス 

simplename  簡易表示名 

attrvals  追加項目 

変更 action_user_update ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

id ○ ユーザ ID 

empnum  社員番号 

sname ○ 姓 

gname ○ 名 

skana  姓（かな） 

gkana  名（かな） 

mail ○ メールアドレス 
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mailalias  メールエイリアス 

locale 
○ 地域 

ja_JP、en_US 等 

lang ○ 言語（ja|en|zh） 

password  パスワード 

status ○ ステータス（active|inactive） 

admin_role 
 管理者権限 

（tenant_admin|user_admin） 

admin_scope 
 ユーザ管理者（user_admin）の場

合の管理対象組織 

service 

 許可するサービス 

・ googleapps 

・ office365 

・ salesforce 

・ cybozu.com 

・ SAML サービスプロバイダ

のサービス ID 

・ 代理認証のアプリケーション

ID 

role_office365 

 Office 365のライセンス名 

Office 365の管理者ロール名 

※CSV 登録画面に表記されてい

る値 

role_salesforce  Salesforceのプロファイル名 

org  組織 

aliasname  別名 

title  役職 

company  会社 

department  部署 

country  国 

postalcode  郵便番号 

state  都道府県 

city  市区町村 

street  町名・番地 

telephone  電話番号 
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fax  FAX 

mobile  携帯電話番号 

homephone  自宅電話番号 

nmail  通知先メールアドレス 

simplename  簡易表示名 

attrvals  追加項目 

パスワード変更 action_user_setPasswd ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

id ○ ユーザ ID 

password ○ パスワード 

ワンタイムパス

ワードの設定 

action_user_setSecret ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

id ○ ユーザ ID 

pin ○ PIN 

secret ○ シークレットキー 

length ○ パスワードの桁数（6|8） 

timewindow ○ パスワードの生成間隔（30|60） 

削除 action_user_delete ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

id ○ ユーザ ID 

表 57 ユーザ管理 
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操作 パラメータ 必須 説明 

検索 action_user_orgRead ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

name  検索する組織名 

追加 action_user_orgCreate ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

name ○ 組織名 

description  説明 

path 

 上位組織 

最上位組織から順番に”/”区切りで

組織名を連結した値 

例：/東京支店/営業部 

変更 action_user_orgUpdate ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

path 

○ 組織のパス 

最上位組織から順番に”/”区切りで

組織名を連結した値 

description  説明 

削除 action_user_orgDelete ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

path 

○ 組織のパス 

最上位組織から順番に”/”区切りで

組織名を連結した値 

表 58 組織管理 
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操作 パラメータ 必須 説明 

検索 action_group_read ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

name  検索するグループ名 

displayname  検索する表示名 

mail  検索するメールアドレス 

追加 action_group_create ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

name ○ グループ名 

displayname ○ 表示名 

mail  メールアドレス 

description  説明 

allowedService  メンバに許可するサービス 

type_office365 

 Office 365のグループの種類 

・ セキュリティグループ： 

security 

・ 配布グループ： 

distribution 

変更 action_group_update ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

name ○ グループ名 

displayname ○ 表示名 

mail  メールアドレス 

description  説明 

allowedService  メンバに許可するサービス 

メンバの一覧 action_group_readUser ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

name ○ グループ名 

メンバの追加 action_group_assignUser ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

name ○ グループ名 

member 
○ メンバのユーザ ID、グループ名、

連絡先のメールアドレス（配列） 

メンバの削除 action_group_deassignUser ○ true ※固定値 
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sessid ○ セッション ID 

name ○ グループ名 

member 
○ メンバのユーザ ID、グループ名、

連絡先のメールアドレス（配列） 

削除 action_group_delete ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

name ○ グループ名 

表 59 ユーザグループ管理 



 - 96 - 

 

Copyright © 2010-2013 SECIOSS Corporation. All rights reserved. 

 

操作 パラメータ 必須 説明 

検索 action_securitygroup_read ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

name  検索するグループ名 

追加 action_securitygroup_create ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

description  説明 

path 

 上位グループ 

最上位グループから順番

に”/”区切りでグループ名を

連結した値 

変更 action_securitygroup_update ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

path 

○ グループのパス 

最上位グループから順番

に”/”区切りでグループ名を

連結した値 

description  説明 

メンバの一

覧 

action_securitygroup_readUser ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

path 

○ グループのパス 

最上位グループから順番

に”/”区切りでグループ名を

連結した値 

メンバの追

加 

action_securitygroup_assignUser ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

path 

○ グループのパス 

最上位グループから順番

に”/”区切りでグループ名を

連結した値 

member ○ メンバのユーザ ID（配列） 

メンバの削

除 

action_securitygroup_deassignUser ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

path ○ グループのパス 
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最上位グループから順番

に”/”区切りでグループ名を

連結した値 

member ○ メンバのユーザ ID（配列） 

削除 action_securitygroup_delete ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

path 

○ グループのパス 

最上位グループから順番

に”/”区切りでグループ名を

連結した値 

表 60 セキュリティグループ管理 
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13.2. レスポンス 

13.2.1. ログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2. 検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ロール名は、Office 365のライセンス名、管理者ロール名、Salesforceのプロファイル名

です。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<response> 

  <message>メッセージ</message> 

  <code>エラーコード</code> 

  <sessid>セッション ID</sessid> 

</response> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<response> 

  <message>メッセージ</message> 

  <code>エラーコード</code> 

  <entries> 

    <entry> 

      <パラメータ>値</パラメータ> 

      ... 

      <role> 

        <service>サービス名</service> 

        <name>ロール名</name> 

      </role> 

      ... 

      <login> 

        <service>サービス名</service> 

        <id>ログイン ID</id> 

      </login> 

      ... 

    </entry> 

  </entries> 

</response> 



 - 99 - 

 

Copyright © 2010-2013 SECIOSS Corporation. All rights reserved. 

 

13.2.3. 追加、変更、削除 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<response> 

  <message>メッセージ</message> 

  <code>エラーコード</code> 

</response> 


