シングルサインオン・多要素認証 Okta 導入事例

ビジネスの機動力と競争力を高める―
OktaでSaaS への効率的で安全なアクセスを実現
レオス・キャピタルワークス株式会社 様

導入前
● 業務利用のクラウドサービ
スが増え、パスワード管理
が煩雑に
● 社員の異動や増減のたび
に発生する管理工数の負
荷が増大

直接販売の「ひふみ投信」や販売会社を通じて販売される
「ひふみプラス」、
世界株中心の「ひふみワールド」、確定拠出年金専用投資信託「ひふみ年
金」などの運用と投資顧問業で投資家から高い支持を集めるレオス・キャ
ピタルワークス株式会社。
「お客さまの長期的な資産形成を応援するととも
に、
成長企業への投資を通じて社会に貢献する」
という考えの下、
先進的な
サービス提供を常に追求し続けている。同社は、
さまざまなクラウドサービ
スを導入して企業競争力を高めているが、
その一方で煩雑化するパスワー
ド管理や増加する管理業務の効率化を目指し、
ユニアデックスよりクラウド
認証サービス「Okta」
（オクタ）
を導入。
直後に発生した新型コロナウイルス
感染症対策のためのテレワーク期間中も効率的に業務継続でき、
今後のDX
（デジタルトランスフォーメーション）
推進に向けて確かな手応えを得た。

導入後
経緯
● シングルサインオンでシ
ンプルかつ安全にクラウ
ドサービスを利用可能に
● 複数のクラウドサービスの
管理を 1カ所に集約
● 利用状況の可視化だけで

SaaS 利活用時のログインと管理の煩雑化が課題に
ビジネスにおけるシステムのあり方について、常務取締役 管理本部長の岩田次郎
氏は、次のように語る。「金融業界は、長い間、堅牢性の高いオンプレミス型の独
自システムを開発し、運用してきました。昨今のデジタル化の流れの中で、当社は
比較的早い時期から、マルチベンダーによるクラウド化を積極的に推進してきまし

なくアクセスログが 収集

た。ローコストオペレーション、さらには業務上強く意識するセキュリティーも包括

でき、万一の際や監査時

した、安全性と利便性を両立する新しいビジネスのプラットフォームを構築すること

にも安心

で機動力を高め、より価値の高いサービスをお客さまにいち早く提供する。それが
企業の競争力を高める方向性だと考えました。」
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同社はこの考えに基づき、Office や、SFA、Web 会議などの

幅広いため使いやすさも重要ですが、洗練されたシンプル

クラウドサービスを積極的に業務利用している。一方で、利

な操作画面で安心できました。管理側からの視点でも、プ

用するサービスごとに ID が増えたことによる煩雑さと、パス

ロビジョニング（ユーザー管理）が 1 カ所に統合できること

ワードの使いまわしなどによる安全面で課題を抱えていた。

は大きなメリットだと感じました。」

管理側も社員の異動や増減のたびに個別での設定追加や変
更の作業に追われていたという。システム部の荒木健一氏

加えて、導入時のサポートも選定のポイントだった、と荒

は「テクノロジーの進化に伴い、利用を制限するのではなく、

木氏は話す。「当社はシステム部の人員が少ないことから、

自社管理よりもセキュリティー性の高いクラウドサービスを自

導入支援の手厚さも大きな選定基準です。また、利用中の

由に活用して、業務の生産性を高めることができるようにな

クラウドサービスがいずれも止まっては困るものですので、

りました。その中でユーザーのログイン時および管理側の工

いかにサービスを止めずに導入できるかも重要でした。ユ

数削減が必要になり、同じ発想でその課題を解消できるクラ

ニアデックスは導入実績も豊富でその不安も解消されまし

ウド型のサービスを探しました。」と話す。

たので、すぐに導入を決定しました。」
ユニアデックスはレオス・キャピタルワークスに対し要件定義

プロセス

のヒアリングを実施し、2カ月ほどで既存サービスとの連携も

機能面、連携できるサービスの豊富さでOkta
を採用。実績豊富なユニアデックスのサポー
トにも期待

含めて構築を完了。荒木氏は「ユニアデックスは営業、技術の
方々の連携もよく、こちらからの質問についても真摯に、かつ
迅速に対応していただけました。
」と評価する。

効果・今後

荒木氏は、ベンダー企業の特定マーケットでの立ち位置を
客観的に評価した調査会社のレポートを参考に、この分野
の 急 成 長 サービスとして Okta を 知り、 ユ ニアデックスの
Web サイトから問い合わせを行った。

シンプルで使いやすいと社員からも好評価
SaaS 連携を強化し、DX を推進しCX への
展開を目指す

Okta はシングルサインオン、多要素認証、ID ライフサイク
ル管理機能を提供するクラウドサービスだ。「当社の選定の

レオス・キャピタルワークスでは今回、4 つのクラウドサー

基準は新しくて最も良いものを選ぶ、シンプルな思想です。

ビスを Okta と連携させ、シングルサインオンとしての利用

Okta は競合との比較でも機能面、連携できるサービスの

からスタート。その後、社員が 使い 慣れたタイミングで多

多さでも申し分ありませんでした。当社は社員の年齢層も

要素認証を開始した。社員からはシンプルで便利、使いや

サービスの特徴

Web会議

Office

● モダンな認証機能を備えたシングルサインオン機能

認証連携

認証連携
アカウント管理

で乱立したパスワード入力を削減
● さまざまな多要素認証
（Multi-Factor Authentication）
により強力な本人認証機能を提供

アカウント連携

アカウント連携

アカウント連携

アカウント連携

認証連携

認証連携

● PC やスマートデバイスでもシングルサインオンやア
クセス制御が可能
● クラウドサービスで提供され多企業間のユーザー
管理基盤としても最適
● さまざまなクラウドサービスへのプロビジョニング
（ユーザー管理）
機能により運用管理を低減

SFA

ログイン

ビジネスチャット
ユーザー

・アカウントはOktaで一元管理。 各サービスにはOktaからアカウント連携を実施
・ログインはOktaを利用したSSO。 認証強化や認証ログの集中化対応

すいと好評とのことだ。
ちょうどその頃、新型コロナウイルス感染症拡大による政府
からの非常事態宣言を受け、全社員が在宅勤務を行う事態
となる。「Okta が利用できるようになっていたことで、当社
ではその間の業務継続もスムーズに行えました。」と荒木氏
は語る。「クラウドサービスの利用で社外でも業務できる仕
組みはある程度整っていましたが、Okta がなければセキュ
リティー面での不安から、一部、社外での利用を制限せざ

レオス・キャピタルワークス
株式会社
常務取締役
管理本部長

岩田 次郎

氏

るを得なかったかもしれません。多要素認証でしっかり本
人確認も行い、管理側でも利用状況の可視化だけでなくア
クセスログも収集できていることで安心して在宅勤務に対応
できました。あの時、導入を決断しておいて本当に良かっ
たと思います。」
テレワークが一気に増えたことで別の問題も起きた。社内
のファイルサーバーにアクセスするための VPN の通信負荷
が高まり、接続に不具合が生じたのだ。同社では、この機

レオス・キャピタルワークス
株式会社

会に以前から検討していたクラウドストレージ「Box」（ ボッ

システム部

クス）の導入も加速させ、ユニアデックスからヘルプデスク

荒木 健一

のサポートを受けることで社内工数を抑えての運用も実現
した。
「社内業務でのファイルサーバーでのやり取りに加え、
販売会社への商品情報提供など、社外との資料のやり取り
が多いのです。社外とのファイルのやり取りはこれまで、専
用のファイル共有システムを利用していましたが 作業性が
悪く、今後は商品説明動画などでデータ量も増加すること
から、この機会に Box の活用を決断しました。社員からの
細かな問い合わせへの対応をユニアデックスのヘルプデス
クにお任せすることで、社内管理側の負荷が軽減でき、非
常に助かっています。その結果はレポートにより社内のナ
レッジとして蓄積も可能ですし、今後は FAQ の取りまとめ
も予定しています。」（荒木氏）
今後、同社では Oktaと各種サービスとの連携を進めていく
予定だ。最後に岩田氏は、今後の方針とユニアデックスへの
期待を次のように結んだ。「IoT によって顧客接点も、他社と
の連携や協働も増えていくでしょう。当社はそこに 5G や AI
などの先進技術を活用してDX を推進し、さらには CX（カス
タマーエクスペリエンス）に広げていきたいと考えています。
ユニアデックスには今後も、経営に貢献するシステム部への
支援と共創に期待しています。」

氏

シングルサインオン・多要素認証 Okta 導入事例

お客さまの評価
競争力強化につながるサービス提案と
運用サポート力を評価

今後も多角的な視点での提案と共創に期待
「図らずもコロナ禍で在宅勤務を含むリモートワークが加速しま

「Oktaを利用してあらためて、海外製のサービスは連携が盛ん

したが、先手を打っていたおかげで乗り切ることができました。

な一方、日本製のシステムは独特で連携性が低いことに気づき

他社に先駆けてやる先進性、独自性こそが DX だと考えます。

ました。もはや連携に手間をかけ、自前でセキュリティーを確

ユニアデックスには当社の志向するマルチベンダーでの最適な

保するのは時代遅れとなる中で、ユニアデックスには当社の競

サービス選びと実行のパートナーとして、今後も

争力強化につながるサービスの提案や、運用面での

多角的な視点での提案、共創を期待しています。
」

協働に期待しています。
」

レオス・キャピタルワークス株式会社 常務取締役 管理本部長

レオス・キャピタルワークス株式会社 システム部

岩田 次郎 氏
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