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1. ログイン 

SeciossLinkの管理コンソールには、https://slink-idm.secioss.com/tenantadmin/から、ログインして

下さい。管理コンソールに直接ログインする場合は、https://slink-idm.secioss.com/seciossadmin/から

アクセスして下さい。 

 

 

図 1 管理コンソールのログイン画面 
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2. ユーザ管理 

ユーザ管理を行うには、左メニューの「ユーザ」をクリックして下さい。 

2.1. ユーザ登録 

左メニュー「ユーザ」-「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。 

 

図 2 ユーザの登録 

 

項目名 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 

※GSuiteに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 

ユーザ状態 ユーザアカウントの状態 

権限 管理者権限 
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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 

※シングルサインオン機能にて、連携設定をしていない場合、何も表示されません。 

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GSuite、Office365を選択した場合、登録したユーザのメールアドレスをGSuite、

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、GSuite、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ファイルからの一括ユーザ登録 

左メニュー「ユーザ」-「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。登録形式に合わせ CSVファイルを作成して、「登録」ボタンを押して下さい。 

 

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 
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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 

左メニュー「ユーザ」-「CSV 登録」から右上の「サービスのログイン ID登録」タブにてサービス

固有のログイン ID とパスワードを CSV ファイルから一括して登録することができます。登録可能

なサービスが設定されている場合にのみ利用できる機能です。 

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。 

 

図 4 ユーザの CSV登録 サービスのログイン ID登録 
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2.4. CSVファイルからの一括ユーザ削除 

左メニュー「ユーザ」-「CSV 登録」から右上の「削除」タブにて CSV ファイルを利用したユーザ

の一括削除ができます。 

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 

2.5. ユーザ一覧表示 

左メニューの「ユーザ」-「一覧」をクリックすると、登録されているユーザ情報が一覧表示されま

す。また、画面上部にある「検索フィルタ」を開くと、表示するユーザをフィルタすることができ

ます。条件を入力して「適用」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。 

 

表示件数は画面右下のメニューにて制限することができます。また、「ファイル出力」ボタンでユー

ザの一覧を CSV形式で出力することができます。 
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図 6 ユーザの一覧 

項目名 説明 

表示順序 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 ユーザアカウントの状態 

サービス 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 ロックアウトの状態 

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 

項目名 説明 

操作 
をクリックすると編集画面に移動します。 

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 
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2.6. ユーザ情報の変更 

ユーザ一覧画面から、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編集画

面が表示されます。ユーザ情報の値を変更して「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

図 7 ユーザの変更 
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2.7. 連絡先情報 

ユーザ情報の変更中に属性として「連絡先情報」を追加できます。ユーザ情報変更中に右上タブの

「連絡先情報」をクリックし、登録してください。 

 

図 8 ユーザの連絡先情報 

項目名 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 

市区郡 所在地の市区郡 

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. プロファイルの割り当て 

ユーザ情報の変更中にプロファイルを割り当てることができます。ユーザ情報変更中に右上タブの

「プロファイル」をクリックし、一覧から割り当てるプロファイルを選択して下さい。 

 

図 9 ユーザのプロファイル割り当て 

 

 

2.9. RADIUS設定 

RADIUS連携を行う場合、RADIUS認証時のMACアドレスフィルターを設定することができます。 

ユーザ情報変更中に右上タブの「RADIUS設定」をクリックし、「許可するMACアドレス」を設定して

下さい。 

未設定の場合は、すべてのMAC アドレスが許可されます。 
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図 10 ユーザのプロファイル割り当て 

 

 

2.10. グループの割り当て 

ユーザ情報の変更中にグループを割り当てることができます。ユーザ情報変更中に右上タブの「グ

ループ」をクリックし、割り当てるグループを検索後、割り当てるグループを選択して下さい。 

 

表示されるグループは「ユーザグループ」、「セキュリティグループ」で作成したグループで、「グル

ープの種類」からどちらのグループを表示するか、フィルタすることができます。 
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図 11 ユーザのグループ割り当て 

2.11. 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。 
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3. 組織管理 

左メニューの「組織」では、ユーザが所属する組織の登録、変更、削除を行うことができます。 

3.1. 組織登録 

左メニューの「組織」-「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。 

 

図 12 組織の登録 

項目名 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 

左メニューの「組織」-「CSV 登録」にて組織情報を CSV ファイルから一括して登録、または削除

することができます。 

 

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 13 組織の登録 

3.3. 組織一覧 

左メニューの「組織」-「一覧」をクリックすると、作成した組織の一覧が表示されます。 

 

図 14 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、組織情報の編集画面

が表示されます。 

 

図 15 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、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。 
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4. プロファイル管理 

左メニューの「プロファイル」では、ユーザに割り当てるプロファイルの登録、変更、削除を行うこ

とができます。 

プロファイルには、許可するサービス、ロール、パスワードポリシーを設定することができ、それら

の設定を割り当てたユーザに適用することができます。 

4.1. プロファイル登録 

左メニューの「プロファイル」-「新規登録」をクリックして、各設定項目にプロファイルの情報を

入力して下さい。 

 

図 16 プロファイルの登録 

項目名 説明 

プロファイル ID プロファイルを識別する ID 

プロファイル名 プロファイルの名前 

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 

表 6 プロファイルの登録項目 

4.2. CSV登録 

左メニューの「プロファイル」-「CSV 登録」にてプロファイル情報を CSV ファイルから一括して

登録、または削除することができます。 
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プロファイルを登録する場合は、CSVファイルを登録して、「登録」ボタンを押して下さい。 

 

図 17 プロファイルの登録 

4.3. プロファイル一覧 

左メニューの「プロファイル」-「一覧」をクリックすると、作成した組織の一覧が表示されます。 
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図 18 プロファイルの一覧 

4.4. プロファイルの変更 

プロファイル一覧の画面から、情報を変更したいプロファイルの アイコンをクリックすると、プ

ロファイル情報の編集画面が表示されます。 

 

図 19 プロファイルの変更 

 

4.5. パスワードポリシー 

プロファイル情報の変更中にプロファイルのパスワードポリシーを設定することができます。プロ

ファイル情報変更中に右上タブの「パスワードポリシー」をクリックし、パスワードポリシーを設

定して下さい。 
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図 20 プロファイルのパスワードポリシー設定 

項目名 説明 

ポリシーの設定 テナント独自のポリシーの有効/無効 

文字数 パスワードの最小、最大文字数 

使用可能文字 パスワードに使用可能な文字 

パスワード強度チェック 

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行いません。 

初期パスワードの変更 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 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 
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 
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 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 
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 
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 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 
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解除時間 

優先度 

パスワードポリシーの優先度 

ユーザに複数のプロファイルが割り当てられていた場合、優先度の最も高いプロファイ

ルのパスワードポリシーが適用されます。 

※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 7 プロファイルのパスワードポリシー設定項目 

4.6. プロファイルの削除 

プロファイル一覧の画面から、削除したいプロファイルの アイコンをクリックするとそのプロフ

ァイルは削除されます。また、プロファイ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プロファイルを一括削除します。 
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5. 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、グループ単位でサービスを許可することで、そのメ

ンバ全員にまとめてサービス利用の許可を与えることができます。さらに、GSuite、Office 365、

cybozu.comのグループに同期されます。また「アクセス権限」の設定で使用することもできます。 

 

5.1. ユーザグループ登録 

左メニューの「ユーザグループ」-「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、左メニューの「ユーザグループ」-「CSV 登録」から CSV ファイルを利用した

一括グループ登録ができます。 

 

図 21 ユーザグループの登録 

項目名 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※GSuite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 

※GSuite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のアドレス帳へグループを非表示※“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。 

階層型 

アドレス帳表示 

Office 365の階層型アドレス帳にグループを表示※“シングルサインオン”の“Office 

365”の設定で、“階層型アドレス帳”が有効な場合に表示されます。 

表示名（かな） 
グループの表示名のかな表記※“シングルサインオン”の“Office 365”の設定で“階層型ア

ドレス帳”が有効な場合に表示されます。階層型アドレス帳の表示順に関係します。 

表 8 ユーザグループの登録項目 

5.2. ユーザグループ一覧 

左メニューの「ユーザグループ」-「一覧」からユーザグループ情報を一覧表示できます。画面上部

の「検索フィルタ」に条件を入力して、適用をクリックすると、検索条件に合ったユーザグループ

が表示されます。また、画面下部の「ファイル出力」ボタンをクリックすると、ユーザグループの

一覧を CSV形式でダウンロードすることができます。 

 

図 22 ユーザグループの一覧 
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項目名 説明 

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 指定したサービスを許可されたグループを検索 

表 9 ユーザグループの検索条件 

項目名 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※ユーザが組織に所属している場合、上位の組織名が表示されます。 

表示名 グループの表示名 

説明 グループの説明 

表 10 ユーザグループの一覧項目 

5.3. ユーザグループの変更 

ユーザ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、ユー

ザグループ情報の変更画面が表示されます。 

 

図 23 ユーザグループの変更 
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項目名 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。 

階層型 

アドレス帳表示 

Office 365の階層型アドレス帳にグループを表示※“シングルサインオン”の“Office 

365”の設定で、“階層型アドレス帳”が有効な場合に表示されます。 

表示名（かな） 
グループの表示名のかな表記※“シングルサインオン”の“Office 365”の設定で、“階層型

アドレス帳”が有効な場合に表示されます。階層型アドレス帳の表示順に関係します。 

表 11 ユーザグループの変更項目 

5.4. ユーザグループのメンバ一覧 

ユーザグループの編集中に右上タブの「メンバ一覧」をクリックすると該当ユーザグループに所属

しているメンバ一覧を表示します。画面下部の「ファイル出力」ボタンをクリックすると、ユーザ

グループに所属しているメンバ一覧を CSV形式で出力することができます。 

 

図 24 ユーザグループのメンバ一覧 
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5.5. ユーザグループのメンバ追加 

ユーザグループの編集中に右上タブの「メンバの追加」をクリックすると該当ユーザグループにメ

ンバを追加することができます。メンバとして、ユーザ、またユーザグループ自身を追加すること

ができます。ユーザ、またはユーザグループを検索し、一覧からメンバに追加する対象を選択して

下さい。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。 

 

図 25 ユーザグループのメンバ追加 

5.6. ユーザグループのメンバ削除 

ユーザグループの編集中に右上タブの「メンバの削除」をクリックすると該当ユーザグループから

メンバを削除することができます。ユーザグループのメンバ内のユーザ、またはユーザグループを

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

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。 
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図 26 ユーザグループのメンバ削除 

5.7. ユーザグループの削除 

ユーザ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ユーザグ

ループを削除することができます。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することができます。 
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6. セキュリティグループ管理 

セキュリティグループは、SeciossLink内でのみ利用できるグループで、シングルサインオンのアクセ

ス制御用グループ（グループ単位でアクセス許可／不許可の設定）としてのみ使用します。 

 

6.1. セキュリティグループ登録 

左メニューの「セキュリティグループ」-「新規登録」をクリックして、各設定項目に作成するグル

ープ情報を入力して下さい。また、左メニューの「CSV登録」から CSVファイルを利用して一括し

てセキュリティグループを登録することができます。 

 

図 27 セキュリティグループの登録 

項目名 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（半角英数字のみ） 

説明 グループの説明 

表 12 セキュリティグループの登録項目 

6.2. セキュリティグループ一覧 

左メニューの「セキュリティグループ」-「一覧」をクリックするとグループ情報を一覧表示します。

画面上部の「検索フィルタ」では条件を入力することで検索条件に合ったグループが表示されます。 
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また、画面下部の「ファイル出力」ボタンをクリックすると、登録されている全てのセキュリティ

グループを CSV形式で出力することができます。 

 

図 28 セキュリティグループの一覧 

項目名 説明 

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 13 セキュリティグループの検索条件 

項目名 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 14 セキュリティグループの一覧項目 

6.3. セキュリティグループの編集 

セキュリティグループ一覧画面から、情報を編集したいグループの アイコンをクリックすると、

セキュリティグループ情報の編集画面が表示されます。 アイコンをクリックすると、選択したセ

キュリティグループが削除されます。 
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図 29 セキュリティグループの編集 

項目名 説明 

グループ名 グループの名前 

説明 グループの説明 

表 15 セキュリティグループの変更項目 

6.4. セキュリティグループの所属メンバ一覧 

セキュリティグループの編集中に画面右上の「メンバ一覧」タブから該当セキュリティグループに

所属しているメンバを一覧表示します。画面下部の「ファイル出力」ボタンをクリックすると、セ

キュリティグループのメンバ一覧を CSV形式で出力することができます。 
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図 30 セキュリティグループのメンバ一覧 

6.5. セキュリティグループへのメンバ追加 

セキュリティグループの編集中に画面右上の「メンバ追加」タブからメンバを追加することができ

ます。メンバの検索でユーザを検索、表示されたメンバ一覧から追加するメンバを選択して下さい

また、CSVファイルを利用して該当セキュリティグループにメンバの一括登録ができます。 

 

図 31 セキュリティグループのメンバ追加 
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6.6. セキュリティグループのメンバ削除 

セキュリティグループの編集中に画面右上の「メンバ削除」タブからメンバを削除することができ

ます。ユーザ検索で該当セキュリティグループのメンバを検索、表示し、メンバ一覧から削除する

メンバを選択して下さい。また、CSV ファイルを利用して該当セキュリティグループに所属してい

るメンバを一括削除することができます。 

 

図 32 セキュリティグループのメンバ削除 

6.7. セキュリティグループの削除 

セキュリティ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セ

キュリティグループは削除されます。また、削除するセキュリティ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すること

ができます。 
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7. 連絡先の管理 

「連絡先」は SeciossLinkのアカウントとは別に管理したい情報を登録することができる機能です。「連

絡先」に登録された情報は Office365の「連絡先」に同期されます。 

 

7.1. 連絡先の登録 

左メニューの「連絡先」-「新規登録」をクリックし、各設定項目に連絡先情報を入力して下さい。 

 

図 33 連絡先の登録 

項目名 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 

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 
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郵便番号 所在地の郵便番号 

都道府県 所在地の都道府県 

市区郡 所在地の市区郡 

町名・番地 所在地の町名・番地 

表 16 連絡先の登録項目 

7.2. CSV登録 

左メニューの「連絡先」-「CSV 登録」から CSV ファイルから連絡先情報を一括して登録、または

削除することができます。 

連絡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 34 連絡先の登録 

7.3. 連絡先の一覧表示 

左メニューの「連絡先」-「一覧」をクリックすると登録されている連絡先情報を一覧表示します。

画面上部の「検索フィルタ」に条件を入力して、「適用」をクリックすると、検索条件に合った連絡

先が表示されます。また、画面下部の「ファイル出力」ボタンをクリックすると登録されている連

絡先情報一覧を CSV形式で出力することができます。 
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図 35 連絡先の一覧 

項目名 説明 

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 17 連絡先の検索条件 

項目名 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 18 連絡先の一覧項目 

7.4. 連絡先の編集 

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

面が表示されます。 
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図 36 連絡先の変更 

7.5. 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することができます。 
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8. シングルサインオン連携設定 

SeciossLinkとシングルサインオン連携するサービスの設定を行います。左メニューの「シングルサイ

ンオン」をクリックすると GSuite や Office365 など連携サービスの設定を行う事ができます。また、

認証源泉を Active Directoryや LDAPサーバで行う設定ができます。 

 

8.1. AD/LDAP認証(SAML) 

統合Windows認証を行う設定を行います。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）をドメイン内サーバに導入する

必要があります。ID Suite IdPが統合Windows認証を行うとともに、SeciossLinkとの間は 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 37 AD/LDAP認証(SAML) 

項目名 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 19 AD/LDAP認証(SAML)の設定項目 
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8.2. AD/LDAP認証(LDAPS) 

認証源泉に、お客様が運用している Acitve Directoryや LDAPサーバを使用するための設定を行い

ます。認証時、SeciossLinkから Active Directory/LDAPサーバへ LDAPSによる通信が必要になり

ます。また、AD/LDAP 認証(LDAPS)については、「8.認証ルール・認証方式の設定」も合わせて参

照してください。 

 

図 38 AD/LDAP認証(LDAPS) 

項目名 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 AD/LDAPを設定できます。設定した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と SeciossLink間で双方向のパスワード同期を行います。 

 ※AD/LDAPサーバが SeciossLinkと一致しない場合、ユーザログイン時に AD/LDAP
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のパスワードを SeciossLinkのパスワードへ同期します。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 20 AD/LDAP認証(LDAPS)の設定項目 

8.3. SAML IDプロバイダ 

SAML ID プロバイダと連携し、認証を行うことができます。この機能はSeciossLinkをSPとして、

他の認証サーバ（IdP）と連携したいときに利用する機能です（IdP同士の連携）。 

 

図 39 SAML ID プロバイダ 

項目名 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> 

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 21 SAML ID プロバイダの設定項目 

8.4. 統合Windows認証 

Active Directoryのドメインに参加した端末から統合Windows認証により、SecioosLinkへログイ

ンする場合の設定を行います。この機能を利用すると、「AD/LDAP 認証(SAML)」とは異なり、オ

ンプレ環境に AD連携用モジュール「ID Suite IdP」の導入が必要なくなります。 
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図 40 統合 Windows認証 

項目名 説明 

Active Directory ドメイン名 
認証する Active Directoryのドメイン名 

※全て大文字で入力する必要があります。 

キータブファイル Active Directoryのサーバで発行した Keytabファイル 

表 22 統合 Windows認証の設定項目 

統合Windows認証の設定が反映されるまでに最大 30分かかります。 

Keytabファイルを作成するには、管理者権限で Active Directoryサーバにログインし、コマンドプ

ロンプトから以下コマンドを実行してください。 

C:¥>ktpass -princ HTTP/slink-kerb.secioss.com@<Active Directory のドメイン名（大文字）>  

-crypto rc4-hmac-nt 

-ptype KRB5_NT_PRINCIPAL mapuser <管理者のユーザプリンシパル名> 

-pass <管理者のパスワード> 

-out “<出力先の keytabファイル>” 

 

例：C:¥>ktpass -princ HTTP/slink-kerb.secioss.com@365.SECIOSS.COM 

-crypto rc4-hmac-nt  

-ptype KRB5_NT_PRINCIPAL mapuser Administrator@365.SECIOSS.COM  

-pass 12345678    

-out “c:¥windows¥temp¥secioss.keytab” 
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8.5. SAML サービスプロバイダ 

8.5.1. SAMLサービスプロバイダの登録 

SAML サービスプロバイダを登録します。Office365 や GSuite なども SAML サービスプロバイ

ダですが、専用の GUI を用意しています。連携したいサービスが SAML 対応しており、

SeciossLink側で専用の GUIを用意していない場合、こちらから登録することができます。 

 

左メニューの「シングルサインオン」-「SAMLサービスプロバイダ」を開き、画面右上の「登録」

タブをクリックすることで新規に SAML サービスプロバイダを登録することができます。 

 

SAMLサービスプロバイダ側に、SAML IDプロバイダのメタデータが必要な場合、以下のURL

から、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> 

 

 

図 41 SAMLサービスプロバイダ登録 
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8.5.2. SAMLサービスプロバイダの一覧表示 

左メニューの「シングルサインオン」-「SAML サービスプロバイダ」を開くと登録されている

SAMLサービスプロバイダを一覧表示します。 

 

図 42 SAMLサービスプロバイダ一覧 

項目名 説明 

操作 
をクリックすると編集画面に移動します。 

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 

エンティティ ID サービスプロバイダのエンティティ ID 

表 23 SAMLサービスプロバイダ一覧項目 
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8.5.3. 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、編集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」

ボタンを押すまで、設定は反映されませんのでご注意ください。また、削除ボタンを押すと、サ

ービスプロバイダの情報が削除されます。 

 

図 43 SAMLサービスプロバイダの設定編集 

項目名 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。 

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 
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※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。 

IDの形式 SPに渡す SAMLの Name IDの形式 

ユーザ IDの属性 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にはデフォルトで SAMLレスポンス内の以下の属性として値が渡されます。属性

名は変更することができます。 

・ 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 

送信する属性（固定値） 
SPに送信する属性とその固定値 

条件指定を設定すると、指定した属性が指定した値の場合のみ属性値が送信されます。 

証明書 サービスプロバイダに渡す情報を暗号化する場合に利用する証明書を登録します。 

アサーションの暗号化 
サービスプロバイダへのアサーションを暗号化する場合には「有効」にチェックを入

れてください。 

サービスプロバイダへの 

パスワード送信 

サービスプロバイダに対するパスワードの送信設定 

・ 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 

・ サービス個別のパスワード 

・ ランダムパスワード 

※パスワード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。 

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、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 24 SAMLサービスプロバイダの設定項目 
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8.6. GSuite 

GSuite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 GSuite側の設定が

必要となります。 

 

設定方法の詳細については、弊社 HP に掲載している「SeciossLink クイックスタートガイド

（GSuite編）」を参照してください。 

 

ダウンロードURL: https://www.secioss.co.jp/manual/ 

 

 

 

 

図 44 GSuite 

項目名 説明 

GSuite  

プライマリドメイン 
GSuiteのプライマリドメイン 

GSuite ドメイン 
GSuiteのプライマリドメイン以外のドメイン 

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。 

シングルログアウト 他サービスでログアウトした際に GSuiteからもログアウトする場合、有効にします。 

https://www.secioss.co.jp/manual/
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ID同期 有効にした場合、GSuiteとの ID同期を行います。 

GSuite  

管理アカウント名 
GSuiteに IDを同期する際に接続する管理アカウント名 

APIの種類 
ID同期に使用する GSuiteの API  ※Provisioning APIは、今後 Google社でサポー

トされませんので、Directory APIを使用して下さい。 

OAuth API メールアドレス Directory API に接続する OAuth クライアントのメールアドレス 

OAuth API 秘密鍵 Directory API に接続する OAuth クライアントの秘密鍵（P12形式） 

管理アカウントのパスワード GSuiteに接続する際の管理アカウントのパスワード 

パスワード同期 

GSuite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 

・ ランダムパスワード 

ユーザの論理削除 
有効にした場合、SeciossLinkでユーザを削除すると、GSuiteのユーザは削除ではな

く、停止されます。 

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 25 GSuite 設定項目 

GSuite 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 

・ 証明書： 

“12.3.1 IdP証明書一覧”から使用中の証明書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 
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8.7. Office 365 

Office 365とのシングルサインオン（フェデレーション）、ID同期の設定を行います。設定を行う

前にフェデレーション対象となる Office 365側ドメインが追加されている必要があります。 

 

設定方法の詳細については、弊社 HP に掲載している「SeciossLink クイックスタートガイド

（Office365編）」を参照してください。 

 

ダウンロードURL: https://www.secioss.co.jp/manual/ 

 

 

図 45 Offiec 365 

項目名 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。 

https://www.secioss.co.jp/manual/
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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 

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 

※“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。 

シングルサインオンの方式 

Office 365にログインするシングルサインオンの方式 

※既に使用している Office 365の環境に SeciossLinkを導入する場合は、

“WS-Federation”を選択して下さい。 

リッチクライアントの多要素

認証 
リッチクライアントの先進認証の有効、無効 

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 
メールを削除した場合、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 

メールボックスの 

アーカイブ 
メールボックスのアーカイブの有効、無効 

電子メール機能の 

デフォルト設定 

POP、IMAP、MAPI、Outlook Web App、ActiveSync、デバイス用 OWA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 

階層型アドレス帳 

Outlookの階層型アドレス帳の有効、無効 

“最上位グループ”には、階層型アドレス帳の最上位のグループとなる SeciossLik

のユーザグループのグループ名を設定して下さい。 

※設定保存後、最上位グループに設定したユーザグループはグループ情報の“階層化

アドレス帳表示”を“表示”に設定して下さい。 

表 26 Office365 の設定項目 
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8.8. 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 46 cybozu.com 

項目名 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 

(例えば：secioss.cybozu.comの場合、サブドメインは seciossになります) 

ID同期 ID同期の有効・無効 

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 27 cybozu.com の設定項目 
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次に「11.8 連絡先設定の追加」を参照し、以下の項目を追加して下さい。 

・Skype      ・URL 

・入社日      ・誕生日 

・メモ       ・内線 

 

cybozu.com共通管理の「ログインのセキュリティ設定」の「SAML認証」では、以下のように設

定し保存して下さい。 

・ 「SAML認証を有効にする」をチェック 

・ 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=cybozu 

・ Identity Providerが署名に使用する公開鍵の証明書 

「11.3 IdP証明書」を参照し、使用中の証明書をダウンロード、登録して下さい。 
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8.9. 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 47 Salesforce 
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項目名 説明 

エンティティ ID 
SAMLのエンティティ ID 

※Salesforceのシングルサインオン設定の“エンティティ ID”の値です。 

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 
有効にした場合、Salesforceとの ID同期を行います。 

※Salesforce SOAPAPI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 

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：SSO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 

ユーザの種類 

ID同期で登録する Salesforceのユーザの種類 

※“カスタマポータルユーザ”を選択すると通常のユーザに加えてカスタマポータル

のユーザを登録することができます。 

カスタマポータルユーザを登録する場合は Salesforce のロールで“カスタマポータ

ルの取引先”を必ず設定して下さい。 

同期するユーザの属性 Salesforceに同期する SeciossLinkのユーザの属性 

表 28 Salesforce 設定項目 

Salesforceのサイトのシングルサインオン設定では、以下の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： 

“12.3.1 IdP証明書一覧”から使用中の証明書をダウンロードして、登録して下さい。 
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・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> 

 

Salesforceのカスタマポータルにログインする場合には、以下の URLにアクセスして下さい。 

https://slink.secioss.com/saml/saml2/idp/SSOService.php?spentityid=<Salesforce の エ ン テ ィ テ ィ

ID>&organization_id=<Salesforceの組織 ID>&portal_id=<カスタマポータルのポータル 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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8.10. OpenID Connect クライアント 

SeciossLinkは OpenID Connectの OpenID プロバイダとして動作することができます。SAMEが

持つ属性情報を OpenID Connect クライアント（Relying Party）に渡すことができます。 

 

8.10.1. OpenID Connect クライアントの登録 

OpenID Connect クライアントの設定を登録します。左メニューの「シングルサインオン」-

「OpenID Connect クライアント」を開き、画面右上の「登録」タブをクリックしてください。 

 

図 48 OpenID Connectクライアントの登録 

項目名 説明 

割り当てるライセンス 購入した OpenIDライセンスから割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 

クライアントシークレット OpenIDプロバイダのクライアントシークレットを設定します。 

リダイレクト URI OpenIDプロバイダのリダイレクト URIを設定します。 

アクセス先 URL 
ユーザポータル画面に表示するリンクのアクセス先 URLを入力します。※アクセス先

URLを設定しない場合、ユーザポータル画面にリンクは表示されません。 

ポータルに表示するロゴ画

像 

ポータルに表示する OpenIDプロバイダのロゴ画像の URL 

ロゴ画像が公開されている URLを入力してください。 

表 29 OpenIDConnectクライアント登録の設定項目 
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8.10.2. OpenID Connect クライアント一覧 

左メニューの「シングルサインオン」-「OpenID Connect クライアント」をクリックすると登録

されている OpenID Connect クライアントを一覧表示します。 

 

図 49 OpenID Connect クライアント 一覧 

項目名 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 

クライアント ID 生成された一意のクライアント ID 

リダイレクト URI OpenIDプロバイダのリダイレクト URI 

アクセス先 URL OpenID Connect クライアントの URI 

表 30 OpenID Connect クライアント一覧項目 
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8.10.3. OpenID Connect クライアントの編集 

OpenID Connect クライアント一覧の画面から、設定を変更したいクラインとの アイコンをク

リックすると、編集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。 

 

図 50 OpenID Connect クライアントの設定変更 
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8.11. OAuth コンシューマ 

SeciossLinkは OAuth サービスプロバイダとして動作することができます。SAMEが持つ属性情報

を OAuth コンシューマに（ユーザ同意のもと）渡すことができます。OAuth は、OAuth 2.0 のみ

対応しています。 

 

8.11.1. OAuthコンシューマの登録 

左メニューの「シングルサインオン」-「OAuth コンシューマ」を開き、画面右上の「登録」タ

ブをクリックしてください。 

 

図 51 OAuth コンシューマの登録 

項目名 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 

ポータルに表示するロゴ画像 
ポータルに表示する OAuthコンシューマのロゴ画像の URL 

ロゴ画像が公開されている URLを入力してください。 

表 31 OAuth コンシューマ登録の設定項目 
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8.11.2. OAuthコンシューマ一覧 

左メニューの「シングルサインオン」-「OAuth コンシューマ」をクリックすると登録されてい

る OAuthコンシューマを一覧表示します。 

 

図 52 OAuth コンシューマ一覧 

項目名 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 32 OAuth コンシューマ一覧項目 
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8.11.3. OAuthコンシューマの編集 

OAuth コンシューマ一覧画面から、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、編集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。 

 

 

図 53 OAuth コンシューマの設定変更 
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8.12. WS-Federation 

8.12.1. WS-Federationサービスプロバイダの登録 

左メニューの「シングルサインオン」-「WS-Federation」を開き、画面右上の「登録」タブをク

リックしてください。 

 

図 54 WS-Federation サービスプロバイダの登録 

項目名 説明 

割り当てるライセンス 
割り当てるWS-Federationライセンス 

購入したWS-Federation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 

エンティティ ID サービスプロバイダのエンティティ ID 

Passive Requestor Profile サービスプロバイダの Passive Requestor Profile 

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。 

表 33 WS-Federation サービスプロバイダ登録の設定項目 
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8.12.2. WS-Federationサービスプロバイダ一覧 

左メニューの「シングルサインオン」-「WS-Federation」をクリックすると登録されている

WS-Federationサービスプロバイダを一覧表示します。 

 

図 55 WS-Federation サービスプロバイダ一覧 

項目名 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 

エンティティ ID サービスプロバイダのエンティティ ID 

表 34 WS-Federation サービスプロバイダ一覧項目 
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8.12.3. WS-Federationサービスプロバイダの編集 

WS-Federationサービスプロバイダ一覧の画面から、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、編集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。 

 

図 56 WS-Federation サービスプロバイダの設定変更 
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8.13. 代理認証 

SAML、OpenID、OAuthなどの認証プロトコルに対応していないWebアプリケーションについて

は、代理認証方式でシングルサインオンを行うことが可能です。 

 

リバースプロキシ方式も代理認証機能を利用していますが、リバースプロキシ方式のようにURL変

換等は行わず、ID/Pass を POST するのみです。そのため、連携出来ないサービスもあります。そ

の場合にはリバースプロキシ方式を利用してください。 

 

8.13.1. アプリケーションの登録 

左メニューの「シングルサインオン」-「代理認証」を開き、画面右上の「登録」タブをクリック

してください。 

 

図 57 アプリケーションの登録 
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項目名 説明 

割り当てるライセンス 購入した代理認証ライセンスから割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 

ブラウザアドオン アプリケーションはブラウザアドオン使うかどうかの設定 

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 

※ブラウザアドオン無効のみ 

アクセス URL 
ポータルに表示するアプリケーションロゴのリンク先 

※ブラウザアドオン有効のみ 

ログアウト URL アプリケーションのログアウト用 URL 

ユーザ IDの属性 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 

セッションのクッキー名 
クッキーの有無でアプリケーションログイン済み判定する場合のクッキー名 

※ブラウザアドオン有効のみ 

ログイン済み判定スクリプ

ト 

アプリケーションログイン済み判定を行うための javascriptコードを入力ください。 

ログイン済みと判定する場合 trueを returnしてください、未ログインの場合 falseを

returnしてください 

Example: IDが passwordのエレメントがあった場合に未ログインと判定する場合の例 

var s = document.getElementById(‘password’); 

if (s && s.type == 'password') { 

    return false; 

} 

return true; 

※ブラウザアドオン有効のみ 

ログインスクリプト 

ログインプロセスに必要な javascriptソースコードを入力ください 

Example: 

var bn = document.getElementById(‘bnLogin’); 

bn.click(); 

未入力の場合 document.forms[0].submit(); を実行します 

※ブラウザアドオン有効のみ 

ポータルに表示するロゴ画

像 

ポータルに表示する代理認証アプリケーションのロゴ画像の URL 

ロゴ画像が公開されている URLを入力してください。 
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表 35 登録アプリケーションの設定項目 

ブラウザアドオン有効の場合、代理認証の設定登録後、ブラウザでアクセスした URLと代理認証

アプリケーションに設定したログイン URLが前方一致と判断されると、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。 

※事前に SSOログインが必要です。 

 

ブラウザアドオン無効の場合、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> 

 

8.13.2. 登録アプリケーション一覧 

左メニューの「シングルサインオン」-「代理認証」をクリックすると登録されているアプリケー

ションを一覧表示します。 

 

図 58 登録アプリケーション一覧 

項目名 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 

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 36 アプリケーション設定一覧項目 
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8.13.3. 登録アプリケーションの編集 

登録アプリケーション一覧画面から、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。 

 

図 59 登録アプリケーションの編集 



 - 70 - 

 

Copyright © 2010-2016 SECIOSS, INC. All rights reserved. 

 

8.14. リバースプロキシ 

SAML、OpenID、OAuth に対応していない、代理認証機能でも対応できないオンプレミスの Web

アプリケーションについては、リバースプロキシ型のシングルサインオンを行うことが可能です。

リバースプロキシサーバは、別途構築する必要があります。また、使用するリバースプロキシサー

バは、「12.9テナント情報」の「リバースプロキシサーバのホスト名」に設定しないと「シングルサ

インオン」-「リバースプロキシ」のメニューが表示されませんのでご注意願います。 

※「12.9 テナント情報」の「リバースプロキシサーバのホスト名」に値を設定後、一度ログオフし

てください。 

 

8.14.1. アプリケーションの登録 

リバースプロキシ方式でシングルサインオンを行うアプリケーションを登録します。左メニュー

の「シングルサインオン」-「リバースプロキシ」を開き、画面右上の「登録」タブをクリックし

てください。 

 

図 60 アプリケーションの登録 
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項目名 説明 

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 

プロキシの URL リバースプロキシサーバ上のパスとプロキシ先のアプリケーションの URL 

アクセス先パス 
SSOポータルに表示するリンクのアクセス先 URLのパス部分 

※アクセス先パスを設定しない場合、SSOポータルにリンクは表示されません。 

セッションのクッキー名 アプリケーションのセッションが保存されるクッキー名 

クッキーのパス セッションが保存されるクッキーのパス 

コンテンツ変換 

リバースプロキシサーバを経由する HTMLコンテンツの変換 

アプリケーションの HTMLコンテンツにホスト名を含むアプリケーションの URLがあ

る場合、URLのホスト名やパスをリバースプロキシサーバのものに変換しすることで、

必ずリバースプロキシサーバ経由でのアクセスが行われるようにします。 

ユーザ IDの属性 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 

アプリケーションの 

パスワード 

アプリケーションに渡すパスワード 

・ シングルサインオンのパスワード： 

・ サービス個別のパスワード 

ログイン URL アプリケーションのログイン用 URL 

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 37 アプリケーションの登録項目 
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8.14.2. アプリケーション設定一覧 

左メニューの「シングルサインオン」-「リバースプロキシ」をクリックすると登録されたアプリ

ケーション一覧を表示します。 

 

図 61 アプリケーション設定一覧 

項目名 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 

リバースプロキシサーバの URL リバースプロキシサーバの URL 

アプリケーションの URL プロキシ先の URL 

表 38 アプリケーション設定一覧項目 
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8.14.3. アプリケーションの設定 

アプリケーション設定一覧画面から、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、編集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。 

 

図 62 アプリケーションの設定変更 
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9. 認証ルール・認証方式の設定 

認証ルール、認証方式の設定を行います。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、左メニューの「認証」をクリックして下さい。 

9.1. 認証ルール登録 

左メニューの「認証」-「新規登録」をクリックして、認証ルールを作成してください。 

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)： 

統合Windows認証に対応するため、弊社提供の連携モジュール（ID Suite IdP）を導入し、認証

を行う場合にはこのルールを利用します。統合 Windows 認証は連携モジュールが不要な別の認

証方式がありますので、そちらを利用するとより簡単です。 

 

 AD/LDAP認証(LDAPS)： 

社内の Active Directoryや LDAPサーバで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。 

 

 統合Windows認証： 

Active Directoryのドメインに参加した端末から、統合Windows認証を利用して認証を行います。 

 

 SAML認証： 

SeciossLinkとは別の SAML IDプロバイダによりユーザ認証を行います。 

 

 端末認証： 

スマートフォン、タブレット、PC 端末に専用アプリケーション(SlinkPass)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」のエラー! 

参照元が見つかりません。から行ってください。 

SlinkPassの詳細は「SlinkPassユーザマニュアル」を参照して下さい。 

 

 アクセスキー認証： 

SeciossLink から発行されたアクセスキーを利用して認証を行います。アクセスキー認証は証明

書認証と似ていますが、SeciossLink独自の認証キーをブラウザにセットし、認証に利用します。

また、端末の管理については「システム設定」のエラー! 参照元が見つかりません。から行って

ください。 
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 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。 

 

 U2F認証： 

FIDO U2F準拠のデバイスによる認証を行います。※現在、U2F認証に対応しているブラウザは

Chromeのみです。 
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図 63 認証ルールの登録 

項目名 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 

「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。 

リスクベース認証 

「有効」にすると、今までと異なる傾向のログインが行われた場合、「追加認証」で選択した認

証を要求します。 

「追加認証」に「管理者へのメール通知」を選択した場合、追加の認証は要求されずに、「11.9 

テナント情報」の「管理者のメールアドレス」に設定したメールアドレスにログインに関する情

報が通知されます。 

優先度 
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) 

Office 365 Outook、Lync、ActiveSync、アプリケーションは認証方法に「リッチクライアント

端末認証」を指定した場合のみ選択可能です。 

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 39 認証ルールの登録項目 
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9.2. 認証ルール一覧 

左メニューの「認証」-「一覧」をクリックすると登録された認証ルールを一覧表示します。画面上

部の「検索フィルタ」を開き検索条件を入力して、「適用」ボタンをクリックすると、検索条件に合

った認証ルールが表示されます。 

 

図 64 認証ルールの一覧 

項目名 説明 

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 40 認証ルールの検索条件 

 

項目名 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 

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 41 認証ルールの一覧項目 
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9.3. 認証ルールの編集 

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

ールの編集画面が表示されます。 

 

図 65 認証ルールの変更 

9.4. ネットワークの設定 

認証ルールを適用するネットワークを設定し、クライアントの IPアドレス、ネットワークアドレス

を入力することでアクセス元の IPアドレスに応じた認証ルールを作成することができます。 

例えば、社内からのアクセスは「ID/パスワード認証」、外部からのアクセスは「証明書認証」など

環境に応じてアクセス制御を変えることができます。 

 

「ネットワーク設定」は認証ルールの編集中に画面右上の「ネットワーク設定」タブをクリックし

てください。 
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図 66 ネットワークの設定 

9.5. 時間の設定 

認証ルールを適用する（有効にする）時間を設定することができます。例えば、営業時間帯（9:00

～18:00）は「ID/パスワード認証」を行い、その他の時間帯はログインさせないようなアクセス制

限を行う事ができます。 

「時間帯の設定」は認証ルールの編集中に画面右上の「時間の設定」タブをクリックしてください。 

 

図 67 時間の設定 



 - 80 - 

 

Copyright © 2010-2016 SECIOSS, INC. All rights reserved. 

項目名 説明 

アクセスの種類 

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 42 時間の設定の設定項目 

9.6. 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することができます。 
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10. アクセス権限の管理 

「アクセス権限」は「認証ルール」で認証された後、評価される機能です。例えば、あるサービスに

は特定のユーザ、グループのみ許可する、追加で認証を求める、というアクセス制御が実現できます。 

「ユーザ管理」、「グループ管理」でも許可するサービスを設定することができますが、サービスに対

してアクセス権限を設定した場合、アクセス権限の条件が優先されますのでご注意ください。 

 

10.1. アクセス権限の登録 

左メニューの「アクセス権限」-「新規登録」をクリックして、アクセス権限（ルール）を作成する

ことができます。 

 

図 68 アクセス権限の登録 

項目名 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。 
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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) 

※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 43 アクセス権限の登録項目 

10.2. アクセス権限の一覧 

左メニューの「アクセス権限」-「一覧」をクリックすると登録されているアクセス権限情報を一覧

表示します。画面上部の「検索フィルタ」を開き検索条件を入力して、「適用」ボタンをクリックす

ると、検索条件に合ったアクセス権限が表示されます。 

 

図 69 アクセス権限の一覧 

項目名 説明 

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 44 アクセス権限の検索条件 
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項目名 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 45 アクセス権限の一覧項目 

10.3. アクセス権限の編集 

アクセス権限一覧の画面から、情報を編集したいアクセス権限の アイコンをクリックすると、ア

クセス権限の編集画面が表示されます。 

 

図 70 アクセス権限の変更 

10.4. 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。アクセス権限の編集中に画面右上の「許可するユーザ」

をクリックしてください。 

表示された画面の「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。 

組織を設定すると、その組織に所属するユーザはアクセスを許可されます。 

プロファイルを設定すると、そのプロファイルを割り当てられているユーザはアクセスを許可され

ます。 
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図 71 許可するユーザ 

10.5. 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。アクセス権限の編集中に画面右上の「許可するグルー

プ」をクリックしてください。 

表示された画面の「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。 

 

図 72 許可するグループ 
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10.6. 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。アクセス権限の編集中に画面右上の「許可するネ

ットワーク」をクリックし、IPアドレス、ネットワークアドレスを入力してください。 

 

項目名 説明 

IPアドレス 

IPアドレスでのネットワーク制限を指定することができます。 

・IPアドレスはカンマ区切りで複数指定することができます。 

・先頭に"!"を付加すると指定した IPアドレス以外の IPアドレスに合致します。 

例: カンマで複数指定：192.168.1.1, 192.168.100.1  

例：-で範囲を、*でワイルドカードを指定：192.168.1-10,192.168.7,* 

ネットワークアドレス 

ネットワークの制限をサブネットマスクで指定することができます。 

・ネットワークアドレスはカンマ区切りで複数指定することができます。 

・先頭に"!"を付加すると指定したネットワークアドレス以外のネットワークアドレ

スに合致します。 

 例: 192.168.1.0/24, 192.168.100.0/24 

表 46 許可するネットワークの設定項目 

 

図 73 許可するネットワーク 
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10.7. 許可する時間 

アクセスを許可する時間を設定します。アクセス権限の編集中に画面右上の「許可する時間」をク

リックしてください。 

 

図 74 許可する時間 

項目名 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 47 許可する時間の設定項目 

10.8. 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。 
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11. 統合 ID管理 

本機能は SeciossLinkのデータを外部のディレクトリィサーバ（Active Directoryや LDAP）に同期を

行う機能です。同期可能なデータはユーザ、ユーザグループ、組織です。 

 

11.1. 同期システム一覧 

左メニューの「統合 ID管理」-「同期システム一覧」をクリックすると SeciossLinkに登録された

同期対象ディレクトリィサーバの一覧を表示します。 

 

図 75 同期システム一覧 

項目名 説明 

システム ID システムを識別する ID 

システムの種類 ID同期対象のシステムの種類 

ホスト名 ID同期対象のシステムのホスト名 

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。 

表 48 同期システム一覧の項目 
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11.2. マスタ LDAPサーバの登録 

左メニューの「統合 ID管理」-「マスタ LDAP サーバ設定」をクリックすると SeciossLinkにデー

タを同期するマスタ LDAP サーバを登録することができます。マスタ LDAP サーバのユーザ情報、

グループ情報、組織情報は、定期的に SeciossLinkに同期されます。 

 

図 76 マスタ LDAPサーバの設定 

項目名 説明 

システム ID システムを識別する ID 

LDAPサーバの種類 LDAPサーバの週類（Active Directory|LDAP サーバ） 

LDAPサーバの URI 
LDAPサーバの URI 

例：ldaps://192.168.1.100 

LDAPサーバのベース DN 
LDAPサーバの同期対象となるエントリのベース DN 

例：dc=example,dc=com 

LDAPサーバユーザ名 
LDAPサーバに接続するユーザの DN 

例：cn=Manager,dc=example,dc-com 

LDAPサーバパスワード LDAPサーバに接続するパスワード 

同期の実行※１ 同期を実行するかどうか 

同期条件※１ 
同期対象となるエントリの条件（LDAPの検索フィルタ形式） 

例：(objectClass=inetOrgPerson) 

更新の種類※１ 同期を実行する更新の種類（追加|変更|削除） 

ベース DN※１ 
LDAPサーバから同期するエントリのベース DN 

例：ou=Users 

属性※１ 
LDAPサーバから同期する属性 

“同期元”は LDAPサーバの属性名、“同期先”は SeciossLinkの属性名です。 
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デフォルト値※１ 

SeciossLinkにエントリを追加する際のデフォルト値 

“属性名”に SeciossLinkの属性名、“値”にデフォルト値を設定して下さい。 

“値”には、 “%{関数名(引数)}”の形式で関数を実行した値を設定することができ

ます。引数には LDIF形式の更新データを”$entryStr”として使用することができま

す。 

属性値変換 

SeciossLinkに同期する属性値の変換を行うことができます。 

・変換条件 属性名: 

変換対象の属性名 

例：mail 

・変換条件 フィルタ： 

変換対象となるエントリを LDAPの検索フィルタで指定 

例：(seciossAccountStatus=active) 

・変換前： 

変換前の値 

・変換後： 

変換後の値 

 

“変換後”には、パターングループにマッチした値を“%数字”の形式で設定するこ

とや、“%{関数名(引数)}”の形式で関数を実行した値を設定することができます。ま

た、LDIF形式の更新データを%0として使用することができます。 

※１：ユーザ情報、グループ情報、組織情報についてそれぞれ設定を行います。 

表 49 マスタ LDAPサーバの設定項目 
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11.3. 同期対象 LDAPサーバの登録 

左メニューの「統合 ID管理」-「LDAPサーバ設定」をクリックすると同期対象 LDAPサーバを登

録することができます。 

 

図 77 LDAPサーバの設定 

項目名 説明 

システム ID システムを識別する ID 

LDAPサーバの種類 LDAPサーバの週類（Active Directory|LDAP サーバ） 

LDAPサーバの URI 
LDAPサーバの URI 

例：ldaps://192.168.1.100 

LDAPサーバのベース DN 
LDAPサーバの同期対象となるエントリのベース DN 

例：dc=example,dc=com 

LDAPサーバユーザ名 
LDAPサーバに接続するユーザの DN 

例：cn=Manager,dc=example,dc-com 

LDAPサーバパスワード LDAPサーバに接続するパスワード 

パスワードハッシュ形式 LDAPサーバのハッシュ形式 

同期の実行※１ 同期を実行するかどうか 

同期条件※１ 
同期対象となるエントリの条件（LDAPの検索フィルタ形式） 

例：(seciossAccountStatus=active) 

更新の種類※１ 同期を実行する更新の種類（追加|変更|削除） 

オブジェクトクラス※１ 
LDAPサーバに同期したエントリのオブジェクトクラス 

例：inetOrgPerson 
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属性※１ 
LDAPサーバに同期する属性 

“同期元”は SeciossLinkの属性名、“同期先”は LDAPサーバの属性名です。 

デフォルト値※１ 

LDAPサーバにエントリを追加する際のデフォルト値 

“属性名”に LDAPサーバの属性名、“値”にデフォルト値を設定して下さい。 

“値”には、 “%{関数名(引数)}”の形式で関数を実行した値を設定することができ

ます。引数には LDIF形式の更新データを”$entryStr”として使用することができま

す。 

ユーザの論理削除 

有効をチェックすると、ユーザを削除せずに、指定した属性を指定した値に変更して

論理削除状態とします。 

削除後の DNを設定すると、設定した DNの配下にユーザを移動します。DNは LDAP

サーバのベース DNから下の DNを設定します。 

例：ou=Deleted 

変換ルール 

LDAPサーバに同期するエントリの DN、属性名、値の変換を行うことができます。 

・変換条件 DN: 

変換対象となるエントリの DNを正規表現で指定 

例：ou=People, 

・変換条件 フィルタ： 

変換対象となるエントリを LDAPの検索フィルタで指定 

例：(objectClass=inetOrgPerson) 

・変換前： 

変換前の値 

・変換後： 

変換後の値 

 

“変換後”には、パターングループにマッチした値を“%数字”の形式で設定するこ

とや、“%{関数名(引数)}”の形式で関数を実行した値を設定することができます。ま

た、LDIF形式の更新データを”%0”として使用することができます。 

LDAPサーバのエントリを別の DNに移動したい場合は、属性”lismparentdn”を更新

データに追加して、その値に移動先の親エントリの DNを指定して下さい。 

例：変換前 ou: (.+) 変換後 ou: %1¥nlismparentdn: ou=%1,dc=example,dc=com 

コマンド実行 

LDAPサーバへのエントリの更新後に実行するコマンドを設定することができます。 

・実行条件 DN: 

変換対象となるエントリの DNを正規表現で指定 

例：ou=People, 

・実行条件 属性値： 

変換対象となるエントリの属性値を正規表現で指定 

例：mail: .*@example.com 

・追加 コマンドライン： 

LDAPサーバへエントリ追加時に実行するコマンドライン 

・変更 コマンドライン： 

LDAPサーバのエントリ変更時に実行するコマンドライン 

・削除 コマンドライン： 

LDAPサーバのエントリ削除時に実行するコマンドライン 

 

※ssh経由で外部サーバのコマンドを実行して下さい。外部サーバに ssh接続する秘

密鍵は“共通設定”から登録して下さい。 
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※コマンドは１エントリの更新毎に実行されます。 

※１：ユーザ情報、グループ情報、組織情報についてそれぞれ設定を行います。 

表 50 LDAPサーバの設定項目 
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11.4. マスタ DBの設定 

左メニューの「統合 ID 管理」-「マスタ DB 設定」をクリックすると SeciossLink にデータを同期

するデータベースを登録することができます。マスタ DB のユーザ情報、グループ情報、組織情報

は、定期的に SeciossLinkに同期されます。 

 

図 78 マスタ DBの設定 

項目名 説明 

システム ID システムを識別する ID 

DBサーバの種類 データベースサーバの種類（MySQL|PostgreSQL） 

DBサーバのホスト名 データベースサーバのホスト名 

データベース名 接続するデータベース名 

DBサーバユーザ名 データベースサーバに接続するユーザ名 

DBサーバパスワード データベースサーバに接続するパスワード 

同期の実行※１ データの同期を行うかどうか 

同期の条件※１ 
同期対象となるエントリの条件（LDAPの検索フィルタ形式） 

例：(objectClass=inetOrgPerson) 

更新の種類※１ 同期を実行する更新の種類（追加|変更|削除） 

テーブル名※１ 
データベースのテーブル名 

例：users 

IDのカラム名※１ 
テーブル内の IDのカラム名 

例：user_id 

検索条件 SQL※１ 同期対象となるレコードを検索する際の検索条件（SQL形式） 
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例：deleted = 0 

属性※１ 
登録する属性 

“カラム名”はテーブルのカラム名、属性名は SeciossLinkの属性名です。 

属性(SQL)※１ 

登録する属性 

属性値をデータベースに対して SELECTを実行して取得します。 

・属性名： 

SeciossLinkの属性名 

・カラム： 

SELECT文のカラム名 

・FROM： 

SELECT文の FROM句 

・WHERE： 

SELECT文の WHERE句 

%o は“IDのカラム名”で設定したカラムの値に変換されます。 

デフォルト値※１ 

SeciossLinkにデータを登録する際のデフォルト値 

“属性名”に SeciossLinkの属性名、“値”にデフォルト値を設定して下さい。 

“値”には、“%{関数名(引数)}”の形式で、関数を実行した値を設定することもできます。引数に

は LDIF形式の更新データを”$entryStr”として使用することができま 

属性値変換※１ 

SeciossLinkにインポートするエントリの属性名、値の変換を行うことができます。 

・変換条件 属性名： 

変換対象の属性名 

例：mail 

・変換条件 フィルタ： 

変換対象となるエントリを LDAPの検索フィルタで指定 

例：(objectClass=inetOrgPerson) 

・変換前： 

変換前の値 

・変換後： 

変換後の値 

 

“変換後”には、“%{関数名(引数)}”の形式で、関数を実行した値を設定することもできます。 

※１：ユーザ情報、グループ情報、組織情報についてそれぞれ設定を行います。 

表 51 マスタ DBの設定 
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11.5. DBの設定 

左メニューの「統合 ID管理」-「DB設定」をクリックすると同期対象のデータベースを登録するこ

とができます。 

 

図 79 CSVエクスポート設定 

項目名 説明 

システム ID システムを識別する ID 

DBサーバの種類 データベースサーバの種類（MySQL|PostgreSQL） 

DBサーバのホスト名 データベースサーバのホスト名 

データベース名 接続するデータベース名 

DBサーバユーザ名 データベースサーバに接続するユーザ名 

DBサーバパスワード データベースサーバに接続するパスワード 

文字コード データベースの文字コード 

パスワードハッシュ形

式 
ユーザ情報のパスワードのハッシュ形式 

同期の実行※１ データの同期を行うかどうか 

同期条件※１ 
同期対象となるエントリの条件（LDAPの検索フィルタ形式） 

例：(objectClass=inetOrgPerson) 

更新の種類※１ 同期を実行する更新の種類（追加|変更|削除） 

テーブル名※１ 
データベースのテーブル名 

例：users 

IDのカラム名※１ テーブル内の IDのカラム名 
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例：user_id 

属性※１ 
登録する属性 

属性名は SeciossLinkの属性名、“カラム名”はテーブルのカラム名です。 

属性(SQL)※１ 

登録する属性 

属性値の登録、取得を行う際にデータベースに対して SQLを実行します。 

・属性名： 

SeciossLinkの属性名 

・追加 SQL： 

値を追加する SQL文 

・削除 SQL： 

値を削除する SQL文 

・検索カラム： 

SELECT分のカラム名 

・FROM： 

SELECT文の FROM句 

・WHERE： 

SELECT文の WHERE句 

%o は“IDのカラム名”で設定したカラムの値に、%aは属性値に変換されます。 

デフォルト値※１ 

データを登録する際のデフォルト値 

“カラム名”にテーブルのカラム名、“値”にデフォルト値を設定して下さい。 

“値”には、 “%{関数名(引数)}”の形式で関数を実行した値を設定することができます。引

数には LDIF形式の更新データを%0として使用することができます。 

デフォルト値(SQL)※１ 

データを登録する際のデフォルト値 

“SQL”に実行する SQL文、“値”にデフォルト値を設定して下さい。 

%o は“IDのカラム名”で設定したカラムの値に、%aはデフォルト値に変換されます。 

属性値変換※１ 

SeciossLinkからエクスポートするエントリの属性値の変換を行うことができます。 

・変換条件 属性名： 

変換対象の属性名 

例：mail 

・変換条件 フィルタ： 

変換対象となるエントリを LDAPの検索フィルタで指定 

例：(objectClass=inetOrgPerson) 

・変換前： 

変換前の値 

・変換後： 

変換後の値 

“変換後”には、 “%{関数名(引数)}”の形式で関数を実行した値を設定することができます。

引数には LDIF形式の更新データを%0として使用することができます。 

論理削除 

削除の際にレコードを削除せずに、設定したカラムの値を変更します。 

・有効： 

  論理削除を行う場合にチェック 

・カラム名： 

削除時に変更するカラム名 

・値： 

削除時に変更する値 
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※１：ユーザ情報、グループ情報、組織情報についてそれぞれ設定を行います。 

表 52 CSVインポート項目 
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11.6. CSVインポートの設定 

左メニューの「統合 ID管理」-「CSVインポート設定」をクリックすると SeciossLink にデータを

インポートする CSV ファイルのフォーマットを定義することができます。実際に取り込む CSV フ

ァイルは Provisioning API から行います。APIについては、「14. Provisioning API」をご覧下さい。 

 

図 80 CSVインポート 

項目名 説明 

システム ID システムを識別する ID 

同期の実行※１ データのインポートを行うかどうか 

追加/変更の条件※１ 追加、変更対象のレコードを LDAPの検索フィルタ形式で指定 

削除の条件※１ 削除対象のレコードを LDAPの検索フィルタ形式で指定 

属性※１ 
登録する属性 

“カラム番号”は CSVのカラム番号、属性名は SeciossLinkの属性名です。 

デフォルト値※１ 

SeciossLinkにデータを登録する際のデフォルト値 

“属性名”に SeciossLinkの属性名、“値”にデフォルト値を設定して下さい。 

“値”には、“%{関数名(引数)}”の形式で、関数を実行した値を設定することもできます。引数に

は LDIF形式の更新データを”$entryStr”として使用することができま 

属性値変換※１ 

SeciossLinkにインポートするエントリの属性名、値の変換を行うことができます。 

・変換条件 属性名: 

変換対象の属性名 

例：mail 

・変換条件 フィルタ： 
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変換対象となるエントリを LDAPの検索フィルタで指定 

例：(objectClass=inetOrgPerson) 

・変換前： 

変換前の値 

・変換後： 

変換後の値 

 

“変換後”には、“%{関数名(引数)}”の形式で、関数を実行した値を設定することもできます。 

※１：ユーザ情報、グループ情報、組織情報についてそれぞれ設定を行います。 

表 53 CSVインポート項目 
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11.7. CSVエクスポートの設定 

左メニューの「統合 ID管理」-「CSVエクスポート設定」をクリックすると SeciossLinkからデー

タをエクスポートする CSV ファイルのフォーマットを定義することができます。実際に CSV ファ

イルをエクスポートする場合は Provisioning APIから行います。APIについては、「14.Povisioning 

API」をご覧下さい。 

 

図 81 CSVエクスポート設定 

項目名 説明 

システム ID システムを識別する ID 

文字コード CSVファイルの文字コード 

パスワードハッシ

ュ形式 
CSVファイルに出力するパスワードのハッシュ形式 

同期の実行※１ データのエクスポートを行うかどうか 

同期条件※１ エクスポートするエントリを LDAPの検索フィルタ形式で指定 

属性※１ 
登録する属性 

属性名は SeciossLinkの属性名、“カラム番号”は CSVのカラム番号です。 

デフォルト値※１ 

エクスポートしたデータのデフォルト値 

“カラム番号”に CSVファイルのカラム番号、“値”にデフォルト値を設定して下さい。 

“値”には、 “%{関数名(引数)}”の形式で関数を実行した値を設定することができます。引数に

は LDIF形式の更新データを%0 として使用することができます。 

属性値変換※１ 

SeciossLinkからエクスポートするエントリの属性値の変換を行うことができます。 

・変換条件 属性名： 

変換対象の属性名 

例：mail 
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・変換条件 フィルタ： 

変換対象となるエントリを LDAPの検索フィルタで指定 

例：(objectClass=inetOrgPerson) 

・変換前： 

変換前の値 

・変換後： 

変換後の値 

“変換後”には、 “%{関数名(引数)}”の形式で関数を実行した値を設定することができます。引

数には LDIF形式の更新データを%0として使用することができます。 

自動登録 

エクスポートした CSVファイルをシステムのWeb画面の CSVインポート機能からインポートし

ます。 

・登録用シナリオファイル： 

Seleniumにより作成したWeb画面から CSVインポートを行うシナリオファイル 

・登録用ユーザ： 

CSVインポート時に Web画面にログインするユーザ 

・登録用パスワード： 

CSVインポート時に Web画面にログインするパスワード 

・成功時のメッセージ： 

CSVインポートが成功した場合に表示されるメッセージ 

※シナリオファイル内で、ログインするユーザ、パスワード、インポートする CSVファイル名は、

それぞれ USERNAME、PASSWORD、CSVFILEに置換して下さい。 

※１：ユーザ情報、グループ情報、組織情報についてそれぞれ設定を行います。 

表 54 CSVインポート項目 
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11.8. Restful APIの設定 

左メニューの「統合 ID管理」-「Restful API 設定」をクリックすると同期対象の Restful APIのシ

ステムを登録することができます。 

 

図 82 Restful API の設定 

項目名 説明 

システム ID システムを識別する ID 

URL システムの URL 

認証方式 システムに接続する認証方式（OAuth|Basic|POST） 

OAuth認証 Authorize URL OAuthの Authorize URL 

OAuth認証 Token URL OAuthの Token URL 

OAuth認証 クライアント ID OAuthのクライアント ID 

OAuth認証 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 

OAuth認証 アクセストークン 
OAuthのアクセストークン 

固定のアクセストークンを発行するシステムの場合、設定して下さい。 

ログイン認証 ユーザ名 
認証方式 Basic、POSTでシステムに接続するユーザ名 

認証方式 POSTの場合は POSTするパラメータ名も設定して下さい。 

ログイン認証 パスワード 
認証方式 Basic、POSTでシステムに接続するパスワード 

認証方式 POSTの場合は POSTするパラメータ名も設定して下さい。 

ログイン認証 パラメータ 認証方式 POSTでシステムに送信するパラメータ名と値 

ログイン認証 レスポンス 
認証方式 POSTでログインした際のレスポンスの形式 

・エラーコードのパラメータ名： 
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エラーコードが格納されているパラメータ名 

例：code 

・成功の場合のエラーコード： 

認証が成功した場合のエラーコードの値 

例：0 

・セッションのパラメータ名: 

セッションが発行される場合のセッションのパラメータ名 

例：sessid 

リクエストの形式 システムへのリクエストの形式（JSON|XML|POST） 

レスポンスの形式 システムからのレスポンスの形式（JSON|XML|Text） 

メソッド 
追加、変更、削除、検索リクエストの HTTPメソッド

（GET|POST|PUT|DELETE） 

同期の実行※１ 同期を実行するかどうか 

追加、変更、削除、検索の設定※１ 

追加、変更、削除、検索リクエストの設定 

・パス： 

APIのパス（“URL”の後ろに追加します。） 

%rは“一意な属性”で設定した属性の値に変換されます。 

例：/users/%r 

・パラメータ名、値： 

リクエストに付加する固定のパラメータ名と値 

例：パラメータ名 action、値 create 

・検索結果のパラメータ名: 

検索の場合、レスポンスの検索結果が格納されているパラメータ名 

例：entries 

同期条件※１ 
同期対象となるエントリの条件（LDAPの検索フィルタ形式） 

例：(seciossAccountStatus=active) 

IDのパラメータ名※１ 
システムのデータの IDが格納されているパラメータ名 

例：id 

一意な属性※１ 

システムのデータを一意に識別する値が格納されている SeciossLinkの

属性名 

例：mail 

一意な属性 変更リクエスト※１ 

システムで一意な属性の値を変更可能な場合、変更を行うリクエストボ

ディの設定 

%rは変更前の値、%aは変更後の値に変換されます。 

例：{“login” : ”%a”} 

属性※１ 

システムに同期する属性とパラメータ名 

“属性名”は SeciossLinkの属性名、“パラメータ名”はシステムのパラメー

タ名です。 

属性（API）※１ 

システムに同期する属性と更新する APIの設定 

%rはデータの ID、%aは属性値にに変換されます。 

・属性名： 

SeciossLinkの属性名 

・追加、削除、検索のパス： 

値を追加、削除、検索する APIのパス（“URL”の後ろに追加しま

す。） 
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例：/users/%r/email_aliases 

・追加、削除、検索のリクエスト： 

値を追加、削除、検索するリクエストボディ 

例：{“email” : “%a”} 

・検索結果のパラメータ名: 

検索の場合、属性値が格納されているレスポンスのパラメータ名 

例：entries 

・属性値のパラメータ名: 

属性値のパラメータ名 

例：email 

・IDのパラメータ名: 

データの IDのパラメータ名 

例：id 

デフォルト値※１ 

システムにデータを追加する際のデフォルト値 

“パラメータ名”にシステムのパラメータ名、“値”にデフォルト値を

設定して下さい。 

“値”には、 “%{関数名(引数)}”の形式で関数を実行した値を設定する

ことができます。引数には LDIF形式の更新データを%0として使用する

ことができます。 

属性値変換※１ 

SeciossLinkから同期するエントリの属性値の変換を行うことができま

す。 

・変換条件 属性名: 

変換対象の属性名 

例：mail 

・変換条件 フィルタ： 

変換対象となるエントリを LDAPの検索フィルタで指定 

例：(objectClass=inetOrgPerson) 

・変換前： 

変換前の値 

・変換後： 

変換後の値 

“変換後”には、 “%{関数名(引数)}”の形式で関数を実行した値を設定

することができます。引数には LDIF形式の更新データを%0 として使用

することができます。 

レスポンス※１ 

システムのレスポンスの設定を行います。 

・エラーコードのパラメータ名: 

エラーコードが格納されているパラメータ名 

例：code 

・メッセージのパラメータ名： 

メッセージが格納されているパラメータ名 

例：message 

・成功の場合のエラーコードまたはメッセージ： 

リクエストが成功した場合のエラーコードまたはメッセージ 

例：0 

・既に存在する場合のエラーコードまたはメッセージ： 

データが既に存在する場合のエラーコードまたはメッセージ 
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このエラーの場合、SeciossLinkのデータでシステムのデータを上書

きします。 

例：68 

・存在しない場合のエラーコードまたはメッセージ： 

データが存在しない場合のエラーコードまたはメッセージ 

このエラーの場合、SeciossLinkのデータでシステムにデータを追加

します。 

例：32 

※１：ユーザ情報、グループ情報、組織情報についてそれぞれ設定を行います。 

表 55 Resutful API の設定項目 
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11.9. 共通設定 

左メニューの「統合 ID 管理」-「共通設定」をクリックすると、同期対象ディレクトリィサーバへ

のデータ同期における共通的な設定を行います。例えば同期設定に独自の関数を利用したい場合や

SSH接続を行った処理を実行したい場合などに利用する機能です。 

 

図 83 共通設定 

項目名 説明 

ライブラリのアップロード データ同期のデフォルト値や属性値変換で独自の関数を使用したい場合、関数の定義さ

れたライブラリファイルをアップロードします。関数は PHPで作成して下さい。 

ssh 秘密鍵 

データ同期時にコマンド実行を行う場合に、コマンドを実行する外部サーバに ssh接続

するための秘密鍵を登録します。 

ssh秘密鍵の内容をそのままコピーして下さい。 

表 56 共通設定の項目 
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11.10. 関数 

“デフォルト値”、“変換ルール”、“属性値変換”で使用できる関数には以下のものがあります。 

関数名 説明 記述例 結果例 

searchAttr マスタの LDAP の条件に一致したエントリから指

定した属性値を取得します。 

・第一引数： 

属性名 

・第二引数： 

条件（LDAP検索フィルタの形式） 

searchAttr(‘mail’, 

‘(uid=%1)’) 

user@example.c

om 

date2time LDAP形式の日時を UNIX時間に変換します。 

・第一引数： 

LDAP形式の日時 

date2time(‘20150101010100

Z’) 

1420041660 

time2date 

UNIX時間を LDAP形式の日時に変換します。 

・第一引数： 

UNIX時間 

time2date(‘1420041660’) 2015010101010

0Z 

getValue 

エントリ内の属性値を取得します。 

・第一引数： 

エントリ 

・第二引数： 

属性名 

・第三引数 

属性値が無い場合にこの値を返します。 

・第四引数： 

DN形式の値をエスケープする場合は真にしま

す。 

getValue(‘%0’, 'mail') user@example.c

om 

replace 

正規表現にマッチした部分の文字列を変換します。 

・第一引数： 

正規表現 

・第二引数： 

変換後の文字列 

・第三引数： 

変換対象の文字列 

replace(‘;’, ‘%3b’, 

‘S=user01;O=Example;C=J

P’) 

S=user01%3bO

=Example%3bC

=JP 

strmap 

指定した文字列を別の文字列に変換します。 

・第一引数： 

変換数文字列（カンマ区切りで複数指定可能） 

・第二引数： 

strmap(‘active,inactive,dele

ted’, ‘0,1,2’, 

‘seciossAccountStatus: 

active’) 

seciossAccountS

tatus: 0 
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変換後の文字列（カンマ区切りで複数指定可

能） 

第一引数の文字列にマッチした文字列を第二引数

の同じ順番の文字列に変換します。 

randString 

ランダムな文字列を生成します。 

・第一引数： 

文字数 

・第二引数以降： 

使用する文字（"a..z"、"A..Z"、"0..9"のような

形式も設定可能） 

randString(8, ‘a..z’, ‘A..Z’, 

‘0..9’) 

Gho3902h 

regmatch 

正規表現にマッチした文字列を取得します。 

・第一引数： 

正規表現 

・第二引数： 

文字列 

regmatch('dn: 

uid=[^,]+,ou=People,([^¥n]

+)', '%0') 

o=example,dc=s

ecioss,dc=co,dc=

jp 

dn2oupath 

DNに含まれる OUをパスの形式に変換します。 

・第一引数： 

DN 

・第二引数： 

ベース DN（DN内のベース DN配下に対して

処理を行います） 

・第三引数： 

真の場合パスの値を全て小文字に変換  

dn2oupath(‘uid=user,ou=Sa

les,ou=Tokyo,ou=People,…’, 

‘ou=People,’) 

/Tokyo/Sales 

path2dn 

パス形式の文字列に変換します。 

・第一引数： 

パス 

・第二引数： 

属性名 

・第三引数： 

真の場合 DNの並び順を逆にします。 

path2dn(‘/Tokyo/Sales/’, ‘ou’, 

1) 

ou=Sales,ou=To

kyo 

getAdStatus 

Active Directoryのステータスを別の文字列に変換

します。 

・第一引数： 

Active Directoryのステータス 

・第二引数： 

有効な場合の文字列 

・第二引数： 

無効な場合の文字列 

getAdStatus(0x200, ‘active’, 

‘inactive’) 

active 
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hashPasswd 

パスワードをハッシュ化します。 

・第一引数： 

パスワード 

・第二引数： 

ハッシュ形式 

hashPasswd(‘secret’, ‘SHA’) {SHA}5en6G6M

ezRroT3XKqkd

POmY/BfQ= 

doFunction 

「共通設定」でアップロードしたライブラリの関数

を実行した値を返します。 

・第一引数： 

関数名 

・第二引数以降： 

関数に渡す引数 

doFunction(‘customFunc’, 

‘arg1’, ‘arg2’) 

customeFunc(‘a

rg1’, ‘arg2’)の実

行結果 
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12. システム設定 

左メニューの「システム」から SeciossLink のパスワードポリシー設定や証明書関連の設定を行うこ

とができます。 

 

12.1. パスワードポリシー設定 

左メニューの「システム」-「パスワードポリシー設定」から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することができます。 

 

図 84 パスワードポリシー設定 
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項目名 説明 

ポリシーの設定 テナント独自のポリシーの有効/無効 

文字数 パスワードの最小、最大文字数 

使用可能文字 パスワードに使用可能な文字 

強制文字 パスワードに必ず使用していなければならない文字のルールを設定できます。 

パスワード強度チェック 

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行いません。 

初期パスワードの変更 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 

パスワードリセット 
ユーザによるパスワードリセットの有効/無効 

リセットしたパスワードの通知先メールアドレスの登録をユーザに許可するかどうか 

パスワード世代管理数 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 
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 
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 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 
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 
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 
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 

同時ログイン禁止 

同一ユーザ IDでの同時ログインを禁止します。 

“後からログインしたユーザのログインを有効”は、既にログイン済みのユーザと同一の

ユーザ IDで後からログインした場合、そのログインが有効となり、前にログインしてい

たユーザは SeciossLinkへのアクセスが発生したタイミングでログアウトされます。 

“後からログインしたユーザのログイン禁止”は、既にログイン済みのユーザと同一のユ

ーザ IDではログインすることができません。ユーザが正常にログアウトを行わずにブラ

ウザを終了した場合、他端末から同一ユーザ IDでのログインができなくなってしまいま

すので、必ずログアウトを行ってください。ユーザがどうしてもログアウトできない状

況の場合は、“2.6ユーザの変更”から“リセットログインセッション”ボタンを押下して下

さい。 

※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 57 パスワードポリシー設定項目 
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12.2. 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。左メニューの「システム」-「メールテンプレート設定」をクリ

ックしてください。 

 

図 85 メールテンプレート設定 

項目名 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”、“中国”の３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 58 メールテンプレート設定項目
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12.3. IdP証明書 

SAML認証に使用する IdP証明書の管理を行います。 

12.3.1. IdP証明書一覧 

左メニューの「システム」-「IdP 証明書」をクリックすると、登録されている IdP証明書の一覧

を表示します。現在使用している証明書の状態には“使用中”と表示されます。使用する証明書を切

り替える場合は、該当する証明書を選択して“保存”ボタンを押して下さい。証明書を切り替えたら、

必ず“ダウンロード”ボタンを押して取得した使用中の IdP証明書を SAMLサービスプロバイダに

登録して下さい。証明書を切り替えてから SAMLサービスプロバイダに IdP証明書を登録するま

での間は、SAML認証が失敗しますので、注意して下さい。 

SAMLサービスプロバイダのうち Office 365は SeciossLinkが自動的に IdP証明書の登録を行い

ますので、SAMLサービスプロバイダへの証明書登録は必要ありません。 

証明書を削除する場合は、“削除”ボタンを押下して下さい。ただし、デフォルト証明書と使用中の

証明書は削除できません。 

 

図 86 IdP証明書一覧 

項目名 説明 

状態 証明書が使用中かどうか 

証明書 ID 証明書を識別する ID 

説明 証明書の説明 

発行者 証明書の発行者 

鍵長 証明書の鍵の長さ 

有効期限 証明書の有効期限 

表 59 IdP証明書の一覧項目 
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12.3.2. IdP証明書登録 

左メニューの「システム」-「IdP証明書」を開き画面右上の「登録」タブをクリックすると、IdP

証明書を登録することができます。SeciossLink で自己証明書を生成して登録する場合は種類を

「自動生成」に、自身で取得した証明書を登録する場合は種類を「アップロード」に設定して下

さい。アップロードする証明書は、PEM形式にして下さい。 

自動生成の場合、生成される証明書の有効期限は鍵長が“2048”の場合 2 年、“1024”の場合 1 年間

となります。 

 

図 87 IdP証明書の登録 



 - 115 - 

 

Copyright © 2010-2016 SECIOSS, INC. All rights reserved. 

 

12.4. クライアント証明書 

証明書認証・確認に使用するクライアント証明書の発行依頼、発行されたクライアント証明書のダ

ウンロード管理を行います。証明書を自動的に発行するためにMicrosoft のネットワーク デバイス

登録サービス（NDES）および Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）を利用します。 

 

検証済み証明書発行機関（CA局）は現在のところ株式会社 JCCH・セキュリティ・ソリューション・

システムズ社の「プライベート CA Gleas」と「Windows証明書サービス」となっています。また、

Active Directoryの管理配下でWindows証明書サービスが動作している環境と、Windows証明書サ

ービスが単独で稼働している環境では、CA局側の設定が異なりますのでご注意ください。 

※プライベート CA Gleasにつきましては、JS3社へお問い合わせください。 

 

12.4.1. Windows証明書サービスの設定について 

以下は Active Directory の管理配下でWindows証明書サービス（Windows Server 2012 R2）が動

作している環境における注意事項、および設定事項です。 

 

1. Windows証明書サービス機能追加コンポーネント 

役割と機能の追加で”Active Directory 証明書サービス“(証明書機関、ネットワークデバイス登録

サービス)と IISを追加し、証明書発行機関としての設定を適切に行ってください。 

 

図 88 証明書サービス 機能追加コンポーネント 

2. クエリ文字列数制限緩和 

「管理ツール」-「IISマネージャ」-「Default Web Site」-「CertSrv」を選択、ウィンドウ右

の「要求フィルタ」から「クエリ文字列」のタブを開いてください。更に右のメニューから「機

能設定の編集」をクリックし「URLの最大長」および「クエリ文字列の最大長」をそれぞれ“8192”、

“4096”の値に変更して保存してください。 
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図 89 IISマネージャ 要求フィルタの編集 

3. 認証方式の変更 

「管理ツール」-「IISマネージャ」-「Default Web Site」-「CertSrv」を選択、ウィンドウ右

の「認証」をクリックし、認証方式を以下のように変更してください。 

・Windows認証→「無効」 

・匿名認証→「有効」 

 

図 90 証明書サービス 機能追加コンポーネント 

※現在の仕様では匿名認証での証明書発行依頼となりますので、CA 局へのアクセスは IP アド

レスで接続制限を行うことをお勧めします。 

 

4. チャレンジパスワード認証、静的パスワード設定の有効化 

以下のレジストリの値が「0」に設定されている場合、「1」に変更してください。 

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Cryptography¥MSCEP¥EnforcePassword 
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HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Cryptography¥MSCEP¥UseSinglePassword 

設定が完了したら「IISマネージャ」-「アプリケーションプール」を開き「SCEP」を右クリッ

ク、「停止」-「起動」を行ってください（設定反映のため）。 

 

5. デフォルト証明書テンプレートの変更 

SCEP は IPSec VPN 環境で広く使用されているため、 デフォルトで発行する証明書の種類が 

SCEP 用の IPSec（オフライン要求） テンプレートを使用するように自動設定されます。その

ため、自動発行する証明書の種類を「クライアント証明書」に変更する必要があります。 

 

「管理ツール」-「証明書機関」を起動、左ペインの「証明書テンプレート」を選択し右クリッ

クから「管理」をクリックし、「証明書テンプレートコンソール」を起動してください。 

 

今回は「IPSec(オフライン要求)」テンプレートを使ってクライアント証明書用のテンプレート

を作成します。表示されているテンプレート一覧から「IPSec(オフライン要求)」を右クリック

「テンプレートの複製」をクリックしてください。 

 

表示されたプロパティ画面の「全般」タブで以下の項目を編集してください。 

・テンプレート表示名：任意（今回は“自動配布用”と入力） 

・テンプレート名：任意（今回は“AutoCert”と入力） 

次に「拡張機能」タブを表示し、「このテンプレートに含まれている拡張機能」に表示されてい

る「アプリケーションポリシー」を選択、「編集」ボタンをクリック後、「追加」で「クライア

ント認証」を追加してください。 
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図 91 証明書テンプレートの編集 

「証明書機関」コンソールに戻り、左ペインの「証明書テンプレート」を右クリックし「新規

作成」-「発行する証明書テンプレート」から、先ほど作成したテンプレート（自動配布用）を

追加してください。 

 

6. デフォルト証明書テンプレートの有効化 

以下のレジストリの値を作成した証明書テンプレート名（今回は“AutoCert”）に変更してくだ

さい。 

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Cryptography¥MSCEP¥EncryptionTemplate 

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Cryptography¥MSCEP¥GeneralPurposeTemplate 

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Cryptography¥MSCEP¥SignatureTemplate 

設定が完了したら「IISマネージャ」-「アプリケーションプール」を開き「SCEP」を右クリッ

ク、「停止」-「起動」を行ってください（設定反映のため）。 
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12.4.2. クライアント証明書 取得までの流れ 

証明書発行機関の準備が完了したら、SeciossLinkの管理コンソールから発行依頼を行います。 

SeciossLink 管理画面から左メニューの「システム」-「クライアン証明書」をクリックしてくだ

さい。 

 

クライアント証明書の発行申請からダウンロードまでの流れは以下の通りです。 

 

1. 証明書発行機関の設定 

クライアント証明書の発行依頼先（CA局）の情報を入力します。発行された証明書のダウンロ

ード期間や回数を設定することができます。 

  

2. SeciossLinkのテナントに CA証明書をアップロード 

SeciossLink管理画面の左メニューの「システム」-「テナント情報」から「CA証明書」をアッ

プロードしてください。※CA証明書は ADのルート証明書です。 

 

3. クライアント証明書申請 

指定したユーザに対して、クライアント証明書の発行申請を行います。クライアント証明書の

発行申請が可能な対象ユーザは SeciossLinkに存在しているユーザとなります。 

 

4. クライアント証明書の発行 

証明書発行機関でクライアント証明書を発行します。発行操作は証明書発行機関の設定により

ますが、自動で行うことができます。発行されたクライアント証明書は SeciossLink が自動で

取得し、保持します。 

 

5. クライアント証明書のダウンロード 

各ユーザが自身の SeciossLink ポータル画面（パスワード変更や許可されたサービスが表示さ

れるポータル画面）にログインし、「クライアント証明書のダウンロード」アイコンから証明書

をダウンロードします。 

 

6. ブラウザへ証明書をインポート 

利用するブラウザにダウンロードした証明書をインポートしてください。証明書インポート時

にパスワードを求められますが、空白のままでインポートできます。 
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12.4.3. クライアント証明書一覧 

左メニューの「システム」-「IdP 証明書」をクリックすると、発行申請中、発行済み及び使用中

のクライアント証明書の一覧を表示します。証明書機関に発行申請している証明書の状態は「申

請中」、証明書機関から発行されユーザのダウンロードを待っている証明書の状態は「発行済」、

ユーザにダウンロードされた証明書の状態は「有効」と表示されます。 

証明書を削除する場合は、対象の証明書のチェックボックスをチェックし「削除」ボタンを押し

てください。 

 

図 92 ユーザ証明書一覧 

項目名 説明 

証明書 ID 証明書を識別する ID 

状態 

証明書の状態 

・申請中：証明書の発行依頼中 

・発行済：発行された証明書を取得完了 

・有効：ユーザによる証明書のダウンロード完了 

ユーザ ID 証明書を使用しているユーザのユーザ ID 

サブジェクト 証明書のサブジェクト 

CA 証明書を発行した CAの ID 

申請日時 証明書を申請した日時 

ダウンロード日時 ユーザが証明書を最後にダウンロードした日時 

表 60 ユーザ証明書一覧の項目 
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画面上部に検索メニューがあります。条件に応じて、クライアント証明書一覧を表示することが

可能です。以下の表が検索条件となります。 

項目名 説明 

証明書 ID 証明書を識別する ID 

利用形態 
「証明書認証」か「証明書確認」かどうか 

証明書申請時に選択可能な認証方式です。 

ユーザ ID 証明書を使用しているユーザの ID 

状態 証明書の状態（申請中／発行済／有効） 

表示順序 検索結果の表示順を指定（証明書 ID／ユーザ ID／状態） 

表 61 ユーザ証明書一覧の検索条件 

クライアント証明書一覧から証明書を削除する場合には、証明書を選択し、「削除」ボタンを押し

てください。クライアント証明書を一覧から削除すると、その証明書は無効とみなし、認証がエ

ラー（認証時、証明書が正しくない旨のメッセージが表示されます）となります。本機能は一度

発行した証明書を無効にする場合に利用してください。 
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12.4.4. クライアント証明書申請 

クライアント証明書を設定した CA に発行申請します。左メニューの「システム」-「IdP 証明証

明書」を開き、画面右上の「申請」タブをクリックしてください。 

 

図 93 ユーザ証明書申請 

項目名 説明 

証明書 ID 証明書を識別する ID（任意） 

利用形態 

証明書認証か証明書確認かどうか 

※証明書確認は証明書を持っているか否かのみチェックをおこない、証明書の内容までチェ

ックはしません。 

申請先 CA 証明書を申請する CAを選択 

取得ユーザ 証明書を取得するユーザ。SeciossLinkに登録されているユーザから選択します。 

表 62 ユーザ証明書申請の項目 
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12.4.5. 一括申請 

CSVファイルから一括してクライアント証明書の発行申請を行う事が可能です。CSVファイルを

作成して、左メニューの「システム」-「IdP 証明証明書」を開き、画面右上の「一括申請」タブ

をクリックしてください。 

 

図 94 一括申請 

CSVファイルのフォーマットは以下の通りです。 

・証明書 ID,利用形態(0|1),申請先 CA,取得ユーザ （例：test-cert01,0,TEST-CA,user01） 

※利用形態 0：証明書認証 1：証明書確認 
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12.4.6. 証明書発行機関の登録 

クライアント証明書の発行を申請する認証機関（CA局）の情報の設定を行います。証明書機関は

複数登録が可能です。「CAを追加」ボタンで入力項目が追加されます。 

認証局は外部ネットワークからアクセスできる必要があります。ルータの設定でポートフォワー

ディングの設定等を行ってください。また、URL の後半部分は、“/CertSrv/mscep/”と固定値が

ありますのでご注意ください。 

 

図 95 認証機関の設定 

項目名 説明 

CA情報 

・ID：CAを識別する ID（任意） 

・URL：CAの URL（例：https://hostname:port/CertSrv/mscep/） 

・チャレンジパスワード： 

CAへ接続するためのチャレンジパスワード 

https://hostname/CertSrv/MSCEP_ADMIN/へ接続し、 

表示されている「登録のチャレンジパスワード」を設定 

・サブジェクトのサフィックス： 

発行する証明書のサフィックス（例：/C=jp /ST=Tokyo 

 /L=Shinjyuku-ku /O=secioss /OU=Sales） 

ダウンロード期限

(日) 
証明書が発行されてからダウンロードするまでの期限日数 

ダウンロード回数 証明書の最大ダウンロード回数 
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CRLの URL CRLを取得できる URL 

表 63 設定の項目 
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12.5. 接続アプリケーション 

SeciossLinkの Provisioning API に OAuth 2.0により接続するアプリケーションを登録します。左

メニューの「システム」-「接続アプリケーション」を開き、画面右上の「登録」タブをクリックし

て、接続するアプリケーションを登録してください。 

 

図 96 接続アプリケーション登録 

項目名 説明 

アプリケーション ID アプリケーションを識別する ID 

アプリケーション名 アプリケーションの名前 

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 64 接続アプリケーション登録の項目 
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12.6. アクセスを許可する端末の管理 

PC やスマートフォンなど、アクセスする端末を制限する「PC 端末認証」方式では専用アプリケー

ションから登録されたデバイスのみアクセスが可能となります。専用アプリケーションから登録申

請があった場合、SeciossLinkの管理画面から「許可」、「不許可」の設定を行うことができます。 

 

12.6.1. 端末一覧 

左メニューの「システム」-「端末」をクリックすると登録されている端末の一覧を表示します。

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 97 申請端末一覧 

項目名 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 65 端末の検索条件 

項目名 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 
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氏名 端末を登録したユーザの氏名 

種類 端末の種類 

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 

申請時 IP 端末が登録された IPアドレス 

表 66 端末の一覧項目 

12.6.2. 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」状態になります。

左メニューの「システム」-「端末」を開き画面右上の「CSV登録」タブをクリックしてください。 

 

図 98 端末の CSV登録 
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12.6.3. 設定 

端末登録申請時のメール通知の設定を行います。左メニューの「システム」-「端末」を開き画面

右上の「設定」タブをクリックしてください。 

 

図 99 設定 

項目名 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 

端末認証のブラウザ SlinkPassによる端末認証で使用するブラウザを指定します。 

アクセスキー申請 ユーザにアクセスキーの申請を許可します。 

表 67 設定 
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12.7. FIDO認証デバイス 

FIDO U2F認証方式を利用する場合、「認証デバイス」の登録が必要となります。本機能を利用する

と FIDO U2F認証に利用するデバイスの管理ができます。 

 

12.7.1. FIDO認証デバイス一覧 

左メニューの「システム」-「認証デバイス」をクリックすると、登録されている認証デバイスの

一覧を表示することができます。。一覧に状態「無効」として表示されている認証デバイスは認証

に使用できませんので、仕様する場合は有効化して下さい。不要な認証デバイスは、一覧から選

択して削除ボタンを押下して削除することができます。 

 

図 100 認証デバイス一覧 

項目名 説明 

デバイス ID 認証デバイスを識別する ID 

ユーザ ID 認証デバイスを使用するユーザのユーザ ID 

状態 認証デバイスの状態（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 68 認証デバイスの検索条件 
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項目名 説明 

デバイス ID 認証デバイスを識別する ID 

ユーザ ID 認証デバイスを使用するユーザのユーザ ID 

状態 認証デバイスの状態 

登録ユーザ 認証デバイスを登録したユーザ 

登録日時 認証デバイスが登録された日時 

登録 IP 認証デバイスの登録が行われた IPアドレス 

表 69 認証デバイスの一覧項目 

12.7.2. FIDO認証デバイスの登録 

左メニューの「システム」-「認証デバイス」を開き画面右上の「登録」タブをクリックすると FIDO 

U2F認証で利用するデバイスを登録することができます。 

認証デバイスを登録するには、デバイス IDと利用ユーザを設定して「登録」ボタンを押下した後、

認証デバイスを USBに挿入して、認証デバイスのボタンを押して下さい。 

登録された登録された認証デバイスは最初から“有効”の状態となっています。 

図 101 認証デバイスの登録 
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12.7.3. 設定 

左メニューの「システム」-「認証デバイス」を開き画面右上の「設定」タブをクリックすると認

証デバイスの登録方法を設定することができます。 

 

図 102 設定 

項目名 説明 

ユーザのデバイス登録 ユーザセルフサービスから、ユーザによるデバイスの登録を許可します。 

登録デバイスの承認 
有効にすると、ユーザにより登録されたデバイスは“無効”な状態となります。 

認証デバイスの使用を許可する場合は認証デバイスの状態を“有効”に変更します。 

デバイス登録の通知 
ユーザにより認証デバイスが登録された際に、管理者のメールアドレスにメールで通知を

行います。 

表 70 設定 
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12.8. 連絡先設定の追加 

左メニューの「連絡先」機能に表示される属性情報に任意の項目を追加することができます。左メ

ニューの「システム」-「連絡先設定」をクリックし、属性名を入力してください。追加可能な属性

は 10個までです。 

 

図 103 連絡先設定 

12.9. テナント情報 

左メニューの「システム」-「テナント情報」をクリックすると、利用している SeciossLink のテナ

ントに関する情報を確認することができます。また、管理コンソールへのログイン制限や証明書認

証で利用する CA証明書などを登録することができます。 
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図 104 テナント情報 

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 

管理コンソールの 

ログイン 

管理コンソールへの直接ログインの許可 

管理コンソールへの直接ログインを許可する IPアドレス 

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 

SOAP API 

Active Direcotry/LDAPサーバとの ID同期用 API 

SOAP API の有効・無効 

SOAP API の利用を許可する IPドレス 

※Secioss Identity Suite Cloud Editionによる ID同期で使用する APIです。 

ログ監視 データ更新のエラーが発生した場合に管理者のメールアドレスにエラーを通知 

管理者の 

メールアドレス 

通知用の管理者のメールアドレス 

“リスクベース認証”の追加認証、ログ監視、“管理者へのメール通知”で利用されます。 

リバースプロキシ リバースプロキシサーバのホスト名、IPアドレス、パスワードの暗号化用証明書 
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サーバのホスト名 ※IPアドレスはカンマ区切りで複数登録できます。この IPアドレスで指定したホストには

SeciossLinkで設定したアプリケーションの設定が反映されます。 

表 71 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 72 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。 
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12.10. 画面設定 

左メニューの「システム」-「画面設定」から、ログイン、ログアウト画面、ユーザポータル画面を

一部カスタマイズすることができます。 

 

図 105 画面設定 
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項目名 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。 

タイムアウト・ログアウト画面に

表示するリンク 

SSOポータルのタイムアウトや、再ログイン画面に任意のリンクを表示することが

できます。 

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。 

ポータルに表示するリンク SSOポータルに表示するサイトのリンク 

ポータルに表示する機能 SSOポータルに表示する機能を設定することができます。 

ユーザによるアカウントの設定 指定した項目をアカウント設定画面からユーザが自身で変更することができます。 

プレビュー 
SSOポータルのログイン画面のカスタマイズをプレビューすることができます。 

プレビューは、PC、スマートフォンのプレビューが可能です。 

表 73 画面設定の設定項目 
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12.11. RADIUS 認証 

左メニューの「システム」-「RADIUS 認証」から、RADIUS クライアントの登録／編集／削除を

行うことができます。 

 

12.11.1. RADIUSクライアント一覧 

左メニューの「システム」-「RADIUS 認証」をクリックすると、登録されている RADIUSクラ

イアントの一覧を表示することができます。不要となった RADIUSクライアントは、一覧から選

択して削除ボタンを押下して削除することができます。 

 

 

図 106 RADIUSクライアント一覧 

 

項目名 説明 

クライアント ID RADIUSクライアントを識別する ID 

IPアドレス RADIUSクライアントの IPアドレス 

MACアドレス RADIUSクライアントの MACアドレス 

表 74 RADIUSクライアントの一覧項目 
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12.11.2. RADIUSクライアントの登録 

左メニューの「システム」-「RADIUS 認証」を開き画面右上の「登録」タブをクリックすると

RADIUS認証で利用する RADIUSクライアントを登録することができます。 

 

図 107 RADIUSクライアントの登録 

 

項目名 説明 

クライアント ID RADIUSクライアントを識別する ID 

IPアドレス 

RADIUSクライアントの IPアドレス 

Public IPアドレスとPrivate IPアドレスがある場合はそれらをすべて登録してください。 

その際 Public IPアドレスが上になるよう登録してください。 

MACアドレス 
RADIUSクライアントの MACアドレス 

複数存在する場合はすべて登録してください。 

共有シークレット RADIUSクライアントの共有シークレットキー 

表 75 RADIUSクライアントの登録項目 
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12.12. AD/LDAP連携（SaaS型サービス） 

左メニューの「システム」-「AD/LDAP同期」から、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 に同期するための設定がで

きます。情報を同期するタイミングは、毎時 30分（1時間ごと）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通信ができるよう、ネットワークの設定を行ってください。 

 

図 108 AD/LDAP連携（SaaS型サービス） 

項目名 説明 

同期の設定 ID同期を有効にします。 

設定方法 設定を画面から行うか設定ファイルをアップロードするか選択します。 

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 (ADサーバの suffixを利用しない) 
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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 

ユーザの同期条件 

同期対象となるユーザエントリの条件（LDAPの検索フィルタ形式） 

例：(|(objectClass=seciossIamAccount)(memberOf=cn=idsync,ou=Roles, 

ou=IDsuite,ou=Master,o=secioss)) 

同期するエントリ 同期を行うエントリの種類 

プロファイル属性の同期 ユーザのプロファイルの同期を有効にします。 

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 

設定ファイルのアップロード ID同期の設定ファイルをアップロードします。 

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。 

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 76 AD/LDAP連携（SaaS型サービス）の設定項目 

12.12.1. 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。 

 

12.12.2. Active Directoryのデータ設定 

12.12.2.1. 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。 

 

12.12.2.2. 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。 

 

12.12.2.3. 許可するサービスの同期 

GSuite、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。 

・ GSuite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> 
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・ Salesforce許可グループ： cn=salesforce,ou=Services,ou=IDsuite, <Active Directory ベース DN> 

 

12.12.2.4. 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=SecurityGroups,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。 

 

12.12.2.5. 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。 

 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> 

 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> 

 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。 

 

12.12.2.6. プロファイル属性の同期 

SeciossLink のユーザのプロファイルを同期する場合、同期するプロファイル

は”ou=Profiles,ou=IDsuite, <Active Directory ベース DN>”の配下に、SeciossLinkで作成した

プロファイルのプロファイル IDと同じ名前のグループを作成して、プロファイルを割り当てる

ユーザをグループのメンバとして登録して下さい。 
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ユーザにプロファイルを同期すると、SeciossLinkのプロファイルに割り当てられた許可するサ

ービス、ロール、パスワードポリシーが、そのユーザに割り当てられます。 

 

 

12.12.2.7. 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） 

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  市区郡 

streetAddress  町名・番地 

msExchHideFromAddressLists  アドレス帳表示 

msDS-HABSeniorityIndex  Office365 階層型アドレス帳の SeniorityIndex 

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 
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groupType  Office 365 種類 

member  メンバ 

msExchHideFromAddressLists  アドレス帳表示 

msExchRequireAuthToSendTo  配信管理 

msOrg-IsOrganizational  階層型アドレス帳表示 

msDS-PhoneticDisplayName  表示名（かな） 

msDS-HABSeniorityIndex  Office365 階層型アドレス帳の SeniorityIndex 

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 

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  市区郡 

streetAddress  町名・番地 

msDS-HABSeniorityIndex  Office365 階層型アドレス帳の SeniorityIndex 

表 77 AD/LDAP連携（SaaS型サービス）で同期する属性 
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13. ログ 

左メニューの「ログ」-「一覧」からユーザの認証、ID情報の更新に関するログを参照することが出来

ます。画面上部の検索フィルタに検索条件を入力して、「適用」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 109 ログ表示画面 

項目名 説明 

表示件数 表示するログメッセージの件数 

ログファイル 

ログの種類 

・ 認証：認証に関するログ 

・ 操作ログ：更新操作に関するログ 

・ ユーザセルフサービス：ユーザセルフサービスに関するログ 

出力先 

ログの出力先 

・ 管理コンソール： 管理コンソールの画面に表示 

・ CSVファイル： CSVファイルに出力してダウンロード 

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 

結果 認証、または更新の結果 

認証方式 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 操作ログにおいて、該当するサービスに関する更新のメッセージを検索 

操作の種類 

操作ログにおいて、更新操作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 
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・ 組織 

・ 連絡先 

・ シングルサインオン 

・ 認証 

・ アクセス権限 

・ システム 

対象エントリ 操作ログにおいて、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 78ログの検索条件 

項目名 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 

表 79 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SeciossLink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SeciossLink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。 
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・ 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。 

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 80 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。(<更新

した項目>: “<更新した値>”, …) 

<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。

(<更新した項目>: “<更新した値>”, …) 

<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。 

ユーザグループ<グループ名>[(<サー

ビス>)]を追加（変更、削除）しました。

(<更新した項目>: “<更新した値>”, …) 

<グループ名>のユーザグループを追加（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。 

ユーザグループ<グループ名>[(<サー

ビス>)]の追加（変更、削除）に失敗し

ました。(<更新した項目>: “<更新した

値>”, …) 

<詳細メッセージ> 

<グループ名>のユーザグループを追加（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。 

セキュリティグループ<グループ名>

を追加（変更、削除）しました。(<更

新した項目>: “<更新した値>”, …) 

<グループ名>のセキュリティグループを追加（変更、削除）しました。 

ユーザグループ<グループ名>[(<サー

ビス>)]の追加（変更、削除）に失敗し

ました。(<更新した項目>: “<更新した

値>”, …) 

<詳細メッセージ> 

<グループ名>のセキュリティグループを追加（変更、削除）するのに失敗し

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。 

組織<組織名>[(<サービス>)]を追加

（変更、削除）しました。(<更新した

項目>: “<更新した値>”, …) 

<組織名>の組織を追加（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。 

組織<組織名>[(<サービス>)]の追加 <組織名>の組織を追加（変更、削除）するのに失敗しました。ID同期対象の



 - 148 - 

 

Copyright © 2010-2016 SECIOSS, INC. All rights reserved. 

（変更、削除）に失敗しました。(<更

新した項目>: “<更新した値>”, …) 

<詳細メッセージ> 

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。 

連絡先<メールアドレス>[(<サービス

>)]を追加（変更、削除）しました。(<

更新した項目>: “<更新した値>”, …) 

<メールアドレス>の連絡先を追加（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。 

連絡先<グメールアドレス>[(<サービ

ス>)]の追加（変更、削除）に失敗しま

した。(<更新した項目>: “<更新した値

>”, …) 

<詳細メッセージ> 

<メールアドレス>の連絡先を追加（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 81 更新ログのメッセージ 

 

サービス メッセージ 説明 

Office 365 The user name or password is incorrect. 

Verify your user name, and then type 

your password again. 

Office 365に接続するユーザの ID、またはパスワードが

間違っています。SeciossLinkの管理コンソールのOffice 

365設定画面から正しい値を設定して下さい。 

[xxxxx.outlook.com] リモート サーバ 

xxxxx.outlook.com への接続に失敗し、次

のエラー メッセージが返されました: […] 

Access Denied … 

Office 365に接続するユーザの ID、またはパスワードが

間違っています。SeciossLinkの管理コンソールのOffice 

365設定画面から正しい値を設定して下さい。 

Unable to assign this license because the 

number of allowed licenses have been 

assigned. 

Office 365で購入したライセンス数以上のライセンスを

ユーザに割り当てました。Office 365のライセンスを追

加して下さい。 

Unable to complete this action. Try again 

later. 

Office 365への更新が一時的にできなくなっています。

該当する更新がリトライ後も成功していない場合は、該

当するユーザ、グループ、連絡先の情報を SeciossLink

の管理コンソールから更新して下さい。 

[xxxxx.outlook.com] リモート サーバ 

xxxxx.outlook.com への接続に失敗し、次

のエラー メッセージが返されました: … 

Office 365への更新が一時的にできなくなっています。

該当する更新がリトライ後も成功していない場合は、該

当するユーザ、グループ、連絡先の情報を SeciossLink

の管理コンソールから更新して下さい。 

プロキシ アドレス "<メールアドレス>" 

は、"<表示名>" のプロキシ アドレスまた

は LegacyExchangeDN によって既に使用

されています。別のプロキシ アドレスを選

択してください。 

メールアドレスが Office365 の他のユーザ、グループ、

または LegacyExchangeDN によって使用されていま

す。別のメールアドレスに変更して下さい。 
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An error occurred during authentication. 

Please retry your operation. If this 

problem persists, contact Technical 

Support. 

Office 365への接続が一時的にできなくなっています。

該当する更新がリトライ後も成功していない場合は、該

当するユーザ、グループ、連絡先の情報を SeciossLink

の管理コンソールから更新して下さい。 

表 82 更新エラーの詳細メッセージ 
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14. 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 GSuite 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 - - 従業員番号 従業員 ID 

姓 姓 姓 姓 姓 

名 名 名 名 名 

姓（かな） - 表示名（かな） - よみがな（姓） 

名（かな） - 表示名（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 - - 

アドレス帳表示 - アドレス帳表示 - - 

会社名 会社名※１ 会社名 会社名 - 

部署 部門※１ 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 - 

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 - 

市区郡 市町村※１ 市区町村 市区郡 - 

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 
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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 - - 

アドレス帳表示 - アドレス帳表示 - - 

配信管理 - 配信管理 - - 

階層型アドレス帳表示 - 階層型アドレス帳表示 - - 

表示名（かな） - 表示名（かな） - - 

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 外部のメールアドレス - - 

姓 姓 姓 - - 

名 名 名 - - 

姓（かな） 姓（かな） 表示名（かな） - - 

名（かな） 名（かな） 表示名（かな） - - 

別名 ニックネーム 表示名 - - 

会社名 会社名 - - - 

部署 - - - - 

役職 役職 - - - 

事業所 - 事業所 - - 

電話番号 電話番号（仕事） 勤務先電話 - - 

FAX FAX FAX - - 

携帯電話番号 携帯電話 携帯電話 - - 

自宅電話番号 電話番号（自宅） 自宅電話 - - 

国 国/地域 国/地域 - - 

郵便番号 郵便番号 郵便番号 - - 

都道府県 都道府県 都道府県 - - 

市区郡 市町村 市区町村 - - 

町名・番地 町名以下の住所 番地 - - 

表 83 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。 
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15. Provisioning API 

15.1. 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-idm.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 84 ログイン 

 

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 

https://slink-idm.secioss.com/admin/api/
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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  市区郡 

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 
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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 

・ 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  市区郡 

street  町名・番地 

telephone  電話番号 

fax  FAX 

mobile  携帯電話番号 
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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 

プロファイルの

割り当て 

action_user_assignProfile ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

id ○ ユーザ ID 

profile ○ プロファイル ID（配列） 

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 85 ユーザ管理 

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 
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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 86 組織管理 

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 

type_office365 
 ・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 

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 

type  メンバの種類 (user|group|contact) ※デフォルトは user 

member ○ メンバユーザ ID、グループ名、連絡先のメールアドレス（配
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列） 

メンバの削除 action_group_deassignUser ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

name ○ グループ名 

type  メンバの種類 (user|group|contact) ※デフォルトは user 

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 87 ユーザグループ管理 

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） 
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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 

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 88 セキュリティグループ管理 

操作 パラメータ 必須 説明 

インポート action_system_csvImport ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

id ○ システム ID 

type ○ CSVの種類（user|group|member|organization） 

op ○ データの追加か削除か（add|delete） 

file  CSVファイル 

エクスポート action_system_csvExport ○ true ※固定値 

sessid ○ セッション ID 

id ○ システム ID 

type ○ CSVの種類（user|group|member|organization） 

表 89 CSVのインポート、エクスポート 
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15.2. レスポンス 

15.2.1. ログイン 

 

 

 

 

 

 

15.2.2. 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。 

 

15.2.3. 追加、変更、削除 

 

 

 

 

 

 

以上。 

 

<?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> 

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

<response> 

  <message>メッセージ</message> 

  <code>エラーコード</code> 

</response> 


