西松建設株式会社 様

User Profile

西松建設株式会社
社 ： 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

本

虎ノ門ヒルズビジネスタワー
U R L ： https://www.nishimatsu.co.jp/

西松建設は1874年の創業以来、140年を超える長い歴史と伝統
によって培われた高度な技術力を強みに、道路やダム等公共施設
の建設や都市再開発など、安全・安心な社会基盤整備や快適な環
境づくりに広く貢献してまいりました。
この長い歴史の中で培った
ものづくり精神は、今も脈々と受け継がれています。私たちはこれ
からも、価値ある建造物とサービスを社会に提供することで、安心
して暮らせる持続可能な社会・環境づくりに貢献してまいります。

パスワードの漏洩防止と利便性の向上を同時に実現
SAML非対応アプリやアドオンもSSOで生産性を向上
課 題

1
2
3

導入効果
社員は複数のシステムで同一のパスワードを
利用しており、
セキュリティ上不安を抱えていた

基幹システムのパスワードを分離・秘匿化により、
安全性を向上

社員のパスワード入力負荷は
利便性の観点から上げたくない

代理認証SSOによりパスワード入力負担を削減し、
定期変更ルールも廃止

現場で利用される基幹システムや業務アプリケーション
は、
SAML認証に対応していないものも多い

基幹システム・業務アプリケーションにおける
ID運用管理の効率化を実現
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CASE STUDY ￨ 導入事例

西松建設株式会社 様
ADFSのリプレイスを機に

*1 ADFS： Active Directoryフェデレーションサービス
/Active Directory Federation Services

パスワードのあり方を再検討

*2 Azure AD： Azure Active Directory

連携が可能なクラウドサービスだけでなく、SAML

で展開する総合建設会社、西松建設。
同社は地球

業務アプリと基幹システムとの

温暖化や自然災害の増加、多様性の受容や生産

パスワード分離を実現

年齢人口の減少、
デジタル社会への移行など急激
に変化するニーズに応えるため、長期ビジョン
「西
松-Vision2027」
を策定し、
「新しい価値をつくる
総合力企業」
へのさまざまな変革を進めている。
長時間労働の是正など労働状況改善を目的と
したデジタル化が進む建設業界において、西松建
設ではいち早くタブレット端末（iPad)を現場業務
に活用。
さらにスマートフォン
（iPhone)も全社員に
展開し、業務効率化に努めてきた。経営企画部
ICTインフラ課 係長の脇真人氏は、今回のプロ
ジェクトの背景を次のように語る。
「ADFS* をベー
1

スにスクラッチ開発で利用してきた当社のアカウン
ト管理システムがリプレイスの時期を迎え、Azure
AD* への移行が必要となりました。
それにあわせ
2

てID管理およびパスワードのあり方を見直したい
というのが、
そもそものきっかけです。」

非対応のアプリケーションやオンプレミスの社内
システム、
さらにはExcelのアドオンまでさまざまな
ものが混在しています。OneGateはSAML非対応

これらの 課 題 を解 消 すべく、同 社 は 従 来 の

のアプリやシステムについても、代理認証機能を

ADFSからAzure ADへのID基盤移行とパスワー

使ってSSOを実現できます。
こうしたアプリへの

ド運用の改善をソリトンに依頼。
その中でクラウド

SSO連携やＩＤ連携についてはソリトンに都度相

型 認 証 サ ー ビ ス（IDaaS）で ある「Soliton

談し、一緒になって仕様を紐解き、時には現場のヒ

OneGate」
を組み合わせた提案を受け、安全性向

アリングまでも行って親身に解決策を示していた

上のために採用を決めた。

だけて、大変助かりました。」

経営企画部 ICTインフラ課 課長の鈴木岳史氏
るアプリケーションのSSO環境を安全に実現でき
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る点が魅力でした。
これまでのアカウント管理シス

髙橋 諒 氏

は、採用の決め手をこう語る。
「OneGateはあらゆ

テムは夜間にバッチ処理する複雑な仕組みであり、

(富士ソフト株式会社 所属)

基幹システムとのパスワード分離も実現できてい
ませんでした。
OneGateであればセキュリティ上必
要なパスワード分離を行った上で、安全で利便性
の高いSSOが社員に提供できるという期待があり
ました。
」

今後もDX推進に向け
利便性と業務効率、安全性を両立する
ICT環境づくりを目指す
今後について脇氏は
「ユーザーの利便性と業務
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係長

脇 真人 氏
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社長室
経営企画部
ICTインフラ課

う観点で、
これからもさまざまな検討を重ねていく

課長

予定です。」
と語り、
ソリトンへの期待について
「ソリ

鈴木 岳史 氏

施工管理をはじめ建設現場では数多くのアプリ
ケーションが業務利用される中で、社員が利用す

SSOに加え
定期的なパスワード変更不要など

以上だ。同社調査によれば、約3,500人の社員が
年間のべ1万2千時間、424万回ものパスワード入
力負荷がかかっていたとのこと。加えて、定期的な
パスワード変更にかかるユーザー側、管理側双方
の業務負荷も課題だった。
「将来的な顔認証など
によるパスワードレスも視野に入れて、検討を開始
しました。」
（脇氏）
もう一つの課題が、業務アプリケーションと基
幹システムのパスワード分離だ。従前のアカウント
管理システムでは、社員の利便性面の配慮から業
務系アプリと基幹システム系データベースのユー
ザーパスワードを同一とさせる運用となっており、

効率、
そして安全性を両立するICT環境づくりとい

トンは製品のラインナップも幅広く、建設業界の
我々ユーザーの視点でいろいろな情報やサポート

るたびに入力するパスワードにかかる手間は想像

セキュリティ上の不安を抱えていたという。

ICTインフラ課の髙橋諒氏は、認証連携面での
効果について次のように話す。
「当社が業務利用す
るアプリケーションには、SAML認証でAzure AD

140年の歴史で培われた現場力を強みとして、
土木事業、建築事業、開発・不動産事業を国内外

だけでは実現できなかったメリットです。
」
と話す。

を提供いただける点で、他社とは違う強みを感じ

ユーザーの利便性と安全性を両立

ています。今後も幅広くワンストップで対応いただ
けることに期待しています。」
と話す。
最後に鈴木氏は、
ソリトンへの期待を次のよう

OneGateの導 入 効 果を、脇 氏は
「OneGateの

に締めくくった。
「ソリトンとはマイナンバー制度対

導入により、
ユーザーである社員は一度の二要素

応時の端末セキュリティ強化やPC操作ログの可

認証で各業務アプリケーションと基幹システムが

視化による労務環境の改善、
コロナ禍でのテレ

SSO利用できることに加えて、基幹システムのパス

ワーク推 進に向けたSecureDesktopの活用な

ワードを分離・秘匿化することでパスワードの漏洩

ど、
これまでもさまざまなプロジェクトでお付き合

リスクをシステム側で防止でき、
利用者は定期的な

いして来ました。今後も我々はテレワークやゼロト

パスワード変更作業を行う必要がなくなりました。

ラストなど、DX推進を支えるインフラのあり方を模

管理側はID管理システム
（Soliton ID Manager）

索していきますので、
ソリトンには豊富な建設業界

により、
各アプリケーションのアカウントの作成、
変

での実績とノウハウを基にしたサービス提供を期

更、削除といった運用の自動化レベルがかなり向

待しています。」

上し、
大きく省力化できました。
これらはAzure AD

※掲載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※インタビューの内容は取材当時（2021 年 9 月）
のものです。

株式会社ソリトンシステムズ https://www.soliton.co.jp/
〒 160-0022

東京都新宿区新宿 2-4-3

お問い合わせはこちら

TEL 03-5360-3811

https://www.soliton.co.jp/contact/

大 阪 営 業 所 06-7167-8881
名古屋営業所 052-217-9091
札 幌 営 業 所 011-242-6111

福 岡 営 業 所 092-263-0400
東 北 営 業 所 022-716-0766
このカタログは 2021年 10 月現在のものです。仕様、デザインは予告なく変更することがあります。
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