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and Osamu WATANABE†††,†
あらまし 東京工業大学及び多くの大学において，様々なアプリケーションで認証が必要となり，各部局の担
当者がこれまで個別に各アプリケーションごとに認証システムを構築されることが多かった．一方，今後多数の
認証が必要なウェブアプリケーションの導入が期待されており，大学で共通の認証システムの構築が極めて重要
となる．本論文では東京工業大学において平成 18 年 3 月に導入したキャンパス共通認証認可システムの構築と
運用について述べる．キャンパス共通認証認可システムは，大学の重要な ICT (Information Communication
Technology) 基盤として設計された．主な特徴としては，すべての学内ユーザに対し基本情報環境権という考え
方で IC カード身分証と連動してアカウントを発行すること，PKI (Public Key Infrastructure) 技術などを用
いた高いセキュリティを提供すること，ウェブシングルサインオンの導入によりユーザに対し高い利便性を提供
すること，学術国際情報センターと事務組織等の作業分担による高い運用管理性を提供することが挙げられる．
要求仕様，設計，構築などを述べた後に東京工業大学の経験によって得られた技術的及び運用体制構築の知見を
明らかにする．
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1. ま え が き

とである．また，研究用のスーパコンピュータ，学生

大学におけるウェブアプリケーションの発展が目覚

ルなどのアプリケーションにおいて利用者の認証が必

ましい．学生の履修申告や成績の確認を行う教務シス

要とされている．このように，大学内にはウェブアプ

テム，研究者それぞれが科学研究費補助金などの研究

リケーションを始めとする多数の認証が必要なアプリ

費ごとの会計支出の登録を行う財務会計システム，図

ケーションが存在する．

用の計算機演習室，キャンパス無線 LAN，電子メー

書館における図書の貸し出し状況を調査する図書館シ

しかし，これまでは個々のアプリケーションの管理

ステムなど多岐にわたり，更に今後多数の新規ウェブ

組織が個別に情報アカウントの管理を行ってきた．例

アプリケーションの導入が予想される．これらのシス

えば，教育担当部署が行っていた講義情報配信システ

テムの特徴は，ウェブ上で利用者の認証が必要で，利

ムの Open Course Ware [1] 及び英語教育システム，

用者の種別などに応じて異なる権限の付与が必要なこ

契約担当部署が行っていた財務会計システムなどがあ
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いた．例えば，教職員向けのアプリケーションの場合
は学内便という郵便システムを用いてユーザ名，パス
ワードなどの情報を記載した用紙を配布していた．そ

カウントを発行．
（ 4 ） ウェブシングルサインオンと全学ポータルを
導入．

のためアプリケーション数が増えるたびに教職員の机

（ 5 ） 学術国際情報センターの作業範囲を情報シス

の中にユーザ名とパスワードが書かれた用紙の数が増

テムの運用管理に限定し，情報アカウント発行作業は

え，利便性が低下するだけでなくセキュリティも低下

他の事務組織が実施．

していた．

などがある．

また，大学の事務においては，一般に教職員及び学

本論文では東京工業大学で導入したキャンパス共通

生のアイデンティティ情報を異なる組織が管理してい

認証認可システムの技術的な特徴と実運用を可能とす

る．ここで，アイデンティティ情報とは，職員番号，学

る制度設計等について述べる．以下 2. では，その要

籍番号などの個人を識別する番号と，その個人の属性

求仕様を，3. ではその設計，構築及び統計情報につい

情報（氏名，性別，生年月日，所属）を含む情報で，認

て述べる．4. では，構築及び実運用により明らかに

証システムの管理に必須の情報である．そのため，教

なった知見を述べ，5. で関連研究を紹介し，6. でまと

職員だけ，または学生だけが利用するアプリケーショ

める．

ンの場合であれば実現は比較的容易であるが，教職員
と学生の双方が利用するアプリケーションにおいては，

2. 要 求 仕 様

多数の事務組織とのやり取りが必要となり，大学全体

東工大のキャンパス共通認証認可システムには様々

での情報システムの管理負荷が増加しがちとなる．東

な要求仕様が存在する．本章ではその要求仕様につい

京工業大学（以下，東工大）においては，キャンパス

て述べる．本章で述べる要求仕様を表 1 にまとめる．

無線 LAN システムを構築する際に，大学内のすべて

ここで述べる要求仕様は東工大における要求仕様であ

の利用者を含めている認証システムが存在しなかった

るが，東工大だけに通用する特別な要求仕様は特に含

（注 1）

ことにより，学術国際情報センター

の管理負荷が

増加し問題となった．

まれていないので，多くの大学でも参考になると考え
られる．

このように，利用者から見た場合はアプリケーショ

本システムの第一の目的は，東工大に在籍するすべ

ンの利便性やセキュリティ，管理者から見た場合は管

ての個人に対して「基本情報環境権」という権利を付

理負荷を低減するために，共通の情報アカウント管理

与することである．基本情報環境権とは，利用者が何

システムの導入が求められていた．

らかのアプリケーションを利用したくなったときに書

このような目的のため，東京工業大学（以下，東工
大）では平成 17 年度末にキャンパス共通認証認可シ

面などによる利用申請の必要がなく，東工大に在籍し
ているだけで事前に付与されている権利のことである．

ステム [2], [3] を導入し，平成 18 年当初より運用を開

そのような権利を実現するためには，在籍した初日

始した．キャンパス共通認証認可システムは，IC カー

から情報アカウントを発行する必要があるが，その事

ド身分証，LDAP などのアイデンティティ情報ディレ

務の負荷を低減させ，運用管理性を高めることも大き

クトリシステム，ウェブシングルサインオンシステム，

な要求仕様であった．具体的には，大学内の各部署の

アイデンティティ情報管理システムなどを統合したシ

人的リソースは限られており，限られた人的リソース

ステムである．キャンパス共通認証認可システムの特

の中で効率的な学内の作業分担体制を確立すること

徴は，

が重要である．また，大学内で実施することでコスト

（ 1 ） 大学内のすべての在籍者（教職員，学生）に
対して PKI 対応の IC カード身分証を発行．

アップの要因となる部分については，外部アウトソー
ス業者に運用してもらうこととし，そのための作業分

（ 2 ） 身分証（職員証，学生証）に付随して情報ア
カウントを発行し，身分証保持者に対して基本情報環
境権を提供．
（ 3 ） 身分証を発行できないが大学の業務に深く
かかわっている者に関しては，例外として「アクセス
カード」（注 2）という IC カードとそれに付随する情報ア

（注 1）
：本論文では，研究用コンピュータ，教育用コンピュータ，キャン
パスネットワークなどを管理する大学一般の情報センターのことを「情
報センター」と記す．東京工業大学の情報センターを指す場合には，明
示的に「学術国際情報センター」と記す．
：アクセスカードは，部局長等が学長に対して発行申請する IC
（注 2）
カードで，科学技術振興機構等の博士研究員であるが東工大の籍をもた
ない者などに対して発行するものである．
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Table 1

種別
基本情報環境権
運用管理性

セキュリティ

利便性

相互接続性
性能

表 1 キャンパス共通認証認可システムの要求仕様
Requirements of campus-wide authentication and authorization system.

要求仕様
(R0-0) 在籍する個人すべてに対し在籍初日に情報アカウントを付与
(R1-1) 大学全体での運用管理負荷を平滑化する学内での作業分担体制の確立
(R1-2) 外部アウトソース業者との作業分担体制の確立
(R1-3) 認可権限の分散管理
(R2-1) 複数人での情報アカウントの共有を防ぐ認証方式の提供
(R2-2) 財務会計などのアプリケーションのために耐タンパデバイスを用いた強固な認証方式の提供
(R2-3) 大学法人と利用者個人の責任の切り分け
(R3-1) 事前の申請なしにアプリケーションの利用ができること
(R3-2) ウェブシングルサインオンとウェブポータルサイトの導入
(R3-3) 特別なハードウェア等を必要としない認証方式を可能とすること
(R3-4) 柔軟な有効期限の設定を可能とすること
(R4-1) UPKI に参加する他大学との相互接続を可能にすること
(R5-1) 東工大の全構成員の人数（最大約 15,000 人）に登録可能であること
(R5-2) 大学の基盤として，アクセスが集中した場合でも十分な性能を提供できること

担体制の確立も重要となる．

し，法人組織としてはそのような迷惑行為の発生を抑

更に，学術国際情報センターの運用管理負荷を上昇

制し，仮にそのような行為が行われた場合に，法人と

させる要因として，認可権限の管理負荷がある．キャ

して重過失が問われない制度やシステムを構築する必

ンパス共通認証認可システムに接続するウェブアプリ

要がある．そのほか，キャンパスネットワークセキュ

ケーションが増えたときに，個々のアプリケーション

リティに関する要求条件については，[6] を参考にする

のための認可権限管理（注 3）が必要となり，その設定管

こと．

理の負荷が問題となる．例えば，財務会計システムで

次に，利便性についての要求条件について述べる．

あれば，教職員が利用できるが，学生は利用できない．

本システムの最大の目的である基本情報環境権の提供

また，学外から電子ジャーナルにアクセスする VPN

を実現するために，それぞれのウェブアプリケーショ

機能は，常勤職員と学生であれば利用できるが，出版

ンは事前の申請なしに利用可能とすべきである．また，

社との契約の関係上，非常勤職員は利用できない．そ

今後ウェブアプリケーションの数が増えたときに，そ

こで，認可権限の管理が情報センターに集中せず，学

れぞれログインするのではなく，一度のログインで複

内の個々のウェブアプリケーションの管理者が行える

数のウェブアプリケーションの利用を可能とするウェ

ようにする必要がある．

ブシングルサインオンの導入が必要である [7]〜[9]．更

次に，セキュリティについての要求仕様について述

に，利用者がそれぞれのウェブアプリケーションに効

べる．従来，ユーザ名及びパスワードを用いた認証方

率的にたどり着くために，ウェブポータルサイトの構

式による情報アカウント配布の運用を行ってきた．し

築が必要である．ウェブシングルサインオンとウェブ

かし，この方式では過去に複数名で単一の情報アカウ

ポータルサイトを構築することにより，ユーザは一度

ントを使い回す事例が報告されていたので，パスワー

ウェブポータルサイトにログインするだけで，様々な

ドよりも強固な情報アカウントの発行方法が求められ

ウェブアプリケーションをシングルサインオンで利用

た．更に，高度なセキュリティを必要とする一部のア

可能となる．

プリケーションにおいては耐タンパデバイスを用いた

また，例えば IC カードによる認証方式のみを提供

偽造が極めて困難な認証方式提供の必要があり，以前

したとすると，IC カードリーダのない環境でのウェ

から財務会計のウェブアプリケーションにおいては IC

ブアプリケーションの利用が不可能となり，多くの学

カード身分証による認証が採用されていた．そのため，

生や教職員が不便になると考えられる．そのため，IC

新システムにおいても同様のレベルの認証方式の導入

カードリーダなどの特別なハードウェアを必要としな

が必要とされた．
また，法人組織と利用者個人の責任の切分けの必要
がある．例えば，キャンパス無線 LAN に接続した端
末から学外に対する迷惑行為を行う個人の存在を仮定
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（注 3）
：認証と認可の違いについて説明する．認証 (Authenticaiton)
とは，アクセスしてきた利用者が利用者本人かどうかを特定することを
指す．一方，認可 (Authorization) とは，認証された利用者の権限で
どのようなサービスが利用可能かを管理する機能である．例えば [4], [5]
が詳しい．
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い認証方式の提供が必要である．
更に，有効期限を柔軟に設定することも必要となる．
民間企業においては，退職した翌日からすべてのシス
テムの利用ができなくなる．同様のことを大学で実施
した場合は，大きな混乱が生じると考えられる．例え
ば学生が卒業し，就職先などで新しい電子メールアド

具体的には，研究用コンピュータシステム，教育用コ
ンピュータシステム，キャンパスネットワーク，全学
共用電子メールサーバなどである．

•

事務情報担当部署

事務職員が利用する情報通信システムを所掌する．

レスを取得し，電子メールアドレスの切換が終わるま

具体的には，事務情報システム及び事務用ネットワー

では，ある程度柔軟な有効期限の設定が有効と考えら

クなどである．本論文では事務情報担当部署について

れる．

の記述は登場しないが，分類上異なるため明示する．

次に，相互接続性についての要求条件について述べ
る．複数の大学が認証システムを導入した際に，大学
間の認証システムの相互接続が検討されている．例え
ば，学術コンテンツを出版社から購入する際に大学と
出版社の間の認証システムの接続方式を統一したりす
ること，また，大学が E-learning の教材を提供する場
合に単位互換制度を用いている他大学の利用者もその
教材にアクセス可能とすることである．そのような目
的のため，UPKI イニシアティブ [10] という団体と共
通仕様 [11] が作られた．UPKI 共通仕様に従い，相互
接続性を確保することも要求仕様である．
最後に，性能についての要求条件について述べる．

•

人事担当部署

教員・事務職員などの教職員のアイデンティティ情
報の管理などを所掌する．

•

教務担当部署

学生のアイデンティティ情報の管理などを所掌する．

•

部局情報システム担当部署

部局で独自に導入した情報システムを所掌する．本
論文では，ログイン用 ID・パスワードなどによる個人
認証が必要な情報システムについて対象とする．

東工大の在籍者全員に対してサービスするものである
ので，在籍者全員が登録できる必要があり，また，ア

上記の「アイデンティティ情報」とは，職員番号，

クセスが集中した場合の十分な性能を提供で繰る必要

学籍番号，氏名，性別，所属，役職，学年などのキャ

がある．

ンパス情報システムを構成する際にアイデンティティ

以上で述べたように，基本情報環境権を提供するた
めに，運用管理性，セキュリティ，利便性に関する要

情報ディレクトリシステムに含めるべき情報を指す．

3. 1 設

計

求仕様が存在する．また，他大学の認証システムとの

要求仕様 R1（運用管理性）に関する設計について

間での相互接続性を提供することも要求仕様である．

説明する．従来，学術国際情報センターなどの情報シ

3. 設計・構築・統計情報

ステム管理部署が情報アカウントの発行までを行って

本章では，前節で述べた要求条件を満たすための設

情報の源泉情報は人事及び教務担当部署が所掌してい

計と構築について述べ，現在までの統計情報を記す．

る．学術国際情報センターが情報アカウントの発行す

なお，前節の表 1 の要求仕様の番号に基づいて説明

べてを行うことは，現実的ではない．そこで，情報ア

する．

カウントの発行は人事及び教務担当部署で行うことと

本章は，東工大のキャンパス共通認証認可システム
の設計・構築等ついて述べる．設計・構築においては，
学内組織間での役割分担と連携が重要になる．東工大

いた．しかし，氏名生年月日などのアイデンティティ

し，学内の業務の効率的な分担を実現した (R1-1)．
しかし，情報アカウントの発行業務は，従来，人事
及び教務担当部署の所掌範囲でなかったため，新たな

の事例を他大学等でも参考にしやすいように，東工大

作業負荷が発生する．そこで，従来から行っていた IC

における学内組織及び各組織の所掌範囲の簡単なモデ

カード身分証発行業務を実施すると自動的に付随する

ルを記す．

情報アカウントが発行されることとした．

•

学術国際情報センター（一般には情報センター）

教員・学生が利用する情報通信システムを所掌する．

また，従来，人事及び教務担当部署は内製により IC
カード身分証を発行しており，そのための作業負荷が
大きかった．特に，教務担当部署においては，後期入
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試該当者の身分証発行情報が入試担当部署より届いて

あまり流通していない物品を所持していることをもう

から，入学式までの間に大量の IC カード身分証を発

一つの要素とする認証方式である．仮に秘密情報であ

行しなければならず，担当者に大きな負担がかかって

るパスワードが漏れたとしても，認証に利用する物品

いた．

が同一人物に渡らない限り，その人物による認証は成

そこで，IC カード身分証発行を外注委託することに

功しない．

より，その部分の負荷を軽減させた (R1-2)．更に，後

二要素認証において本人の唯一性を確保するために

で説明するセキュリティに関する要求仕様を満たすた

配布するのが (R2-2) で説明する PKI 対応の IC カー

め，PKI (Public Key Infrastucture) 認証局の運用と

ドである．IC カードで認証を行う場合，IC カードと

PKI クライアント証明書の発行及び IC カード身分証

いう物品を所持していることの認証と，事前に設定さ

への PKI クライアント証明書の封入作業が必要とな

れた本人だけが知っている PIN コードという秘密情

る．特に，PKI 認証局は Webtrust for Certification

報に関する認証を行う．

Authorities (CA) [12] などの厳格な基準に基づいて

しかし，PKI 認証方式だけでは後に説明する (R3-3)

運用する必要があるとされており，内製運用にかかる

を満たすことができない．そこで，PKI 対応の IC カー

コストが大きくなる．そのため，IC カード身分証の発

ドによる認証方式のほかに身分証券面裏に印刷したマ

行だけでなく，PKI 認証局の運用，PKI クライアント

トリックスコード表を用いたマトリックスコード認証

証明書の発行及び IC カードへの PKI クライアント証

と呼ばれる方式を用い，その認証方式とパスワード認

明書の封入作業をまとめて外注委託することとした．

証の併用方式（注 4）を導入した．

また，ウェブアプリケーションの認可権限設定の管

マトリックスコード認証は，マトリックス認証また

理負荷を分散させるため，認可権限の分散管理が可能

はグリッドカード認証とも呼ばれる認証方式で，銀行

なシステムを導入した．これにより，中央の認証シス

のオンラインバンキングなどで利用されている [14]〜

テムは第 1 階層のみを管理し，すなわち第 2 階層の

[16]．図 1 にサンプル IC カード身分証を示す．図 1 (b)

管理者に対して権限を付与する権限を付与し，同様な

に裏面のサンプル画像を示しているが，このように個

階層管理により大学全体での業務負荷の平滑化を目指

人ごとに異なる表を印刷し，この表のあるマスにある

した．階層数をどのように設定するかは，アプリケー

文字に対する質問によって認証することで，パスワー

ションの種別やその運用によって変わってくると考え

ド認証を単独で行う場合に比べて複数人での情報アカ

られる．実際には 5 階層までの認可権限管理を可能な

ウントの共有を抑制した (R2-1)．

システムを導入した (R1-3)．

もちろん，マトリックスコード表をコピーして第三

次に，セキュリティに関する要求仕様 (R2) に関す

者に渡すことで，原理的には情報アカウントの共有は

る設計について説明する．従来の認証システムでは，

可能であるが，個人ごとに異なる情報アカウントを用

通常ユーザ名とパスワードを用いたパスワード認証方

いて情報システムの利用を行う文化が醸成されたこと

式を用いていた．しかし，パスワード認証方式の場合，

もあり，パスワード認証単独の場合と比べて複数人で

複数人で情報アカウントを共有する事例が見受けられ，

の情報アカウントの共有が減少したと考えられる．こ

問題となっていた．具体的には，事務組織において，

の方式は，二要素認証においてユーザごとに個別の物

係内のある情報アカウントを共有の情報アカウントと

品を最も安価に配布可能な方式と考えられる．

し，複数人が同一の情報アカウントを用いて事務作業

マトリックスコード認証を採用することのもう一つ

を行う例が見受けられた．これにより，仮に何らかの

のメリットとして，キーロガーなどの攻撃に対する対

インシデントが発生した際に，責任が不明確になるこ

策となることが挙げられる．インターネットカフェな

とが問題だったといえる．新システムでは，そのよう

どで，仮にキーロガーがしかけられた端末からアクセ

な問題を解決するため，情報アカウントの共有が困難

スし，パスワードが盗難された場合においても，マト

な認証方式の提供が必要となった．

リックスコード表のすべてが盗まれるわけではないの

そこで，二要素認証と呼ばれる [5], [13] 認証方式を
導入した．二要素認証とは，二つの要素によって認証
する方式で，例えばパスワードなどの秘密の情報を
知っていることを一要素とし，唯一の存在，または，
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（注 4）
：ウェブポータル上では，IC カード認証のログインボタンとマト
リックスコード認証のログインボタンを異なるボタンとした．マトリッ
クスコード認証のログインボタンを押すと，ユーザ名とパスワードの問
合せが行われ，その後にマトリックスコード認証の問合せが行われる．
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Fig. 2

図 2 情報基盤利用に関する誓約書
Information infrastructure use agreement.

図 1 サンプル IC カード学生証
Fig. 1 Sample IC card as student ID.

で，情報アカウントの盗難のリスクが提言すると考え
られる．

Fig. 3

図 3 東京工業大学情報基盤利用承諾
Agreements on Tokyo Tech information and
comunication infrastructure.

また，財務会計アプリケーションなどのためのより
強固な認証方式の提供を図った．耐タンパ性のあるデ
バイスに PKI 認証局によるクライアント証明書発行
の際に利用したプライベート鍵を封入し，そのデバイ

した（図 3）．
次に，利便性 (R3) に関する設計について述べる．

(R3-1)=事前の申請なしにアプリケーションの利用が

スを保持し，なおかつそのデバイスに結び付けられた

できること，に関しては (R1-1) で述べた IC カード身

PIN コードが照合できたときのみ，本人認証すること

分証発行に付随して情報アカウントを発行することで

とした (R2-2)．

可能とした．

そのようなデバイスの候補として，IC カード身分

ユーザの利便性において重要な要素に，ウェブシン

証のほかに USB キーなどの提供も検討した．しかし，

グルサインオンとウェブポータルサイト（図 4）の導

人事及び教務担当部署は IC カードの発行業務は行っ

入がある (R3-2)．ウェブシングルサインオンの導入

ていたが，USB キーの発行業務は行っておらず，新た

により，一度のログインで複数のアプリケーションを

な作業負荷が発生するため，運用負荷の観点から，IC

シームレスに利用することが可能となり，ウェブポー

カード身分証を採用した．

タルサイトの導入により，ウェブアプリケーションが

更に，例えば利用者個人がキャンパス無線 LAN に
接続して学内外への迷惑行為発生を抑制するなどの目

増えた際に利用者を効率的に各アプリケーションに誘
導することが可能となる．

的で，法人（大学）と利用者個人の責任の切分けが必

ウェブシングルサインオンには，一般に，リバース

要となった．そのため，IC カード身分証及び情報ア

プロキシ型とエージェント型の 2 種類の方式が存在す

カウントの発行に先立ち，
「情報基盤利用に関する誓約

る（シングルサインオンの 2 種類の方式の詳細につい

書」を制定し，利用者個人から誓約書を提出してもら

ては，例えば [17] を参照のこと）．本システムでは両

うこととした（図 2）(R2-3)．更に，ログインするた

方の方式を採用した (R3-2)．リバースプロキシ型は，

びに「東京工業大学情報基盤利用承諾」に同意ボタン

ウェブアプリケーションのサーバの配置場所をネット

を押してもらうこととし，利用者個人の責任を明確化

ワーク的にウェブシングルサインオンサーバの内側に
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た場合，新カードが付与されるまでのあいだに旧カー
ドが期限切れになると業務に支障がでる．この目的の
ため，IC カードの機能は身分証の有効期限が切れた
のちに 15 日間猶予期間を設けた．更に，電子メール
のアプリケーションに関しては，更に長い猶予期間が
必要と考えられる．そこで，マトリックスコード認証
に限定し，更にアプリケーションを電子メールに限定
し，有効期限が切れた後に 90 日間の猶予期間を設け
ることとした．
次に，相互接続性に関して説明する．平成 17 年当
時，7 大学情報基盤センター会議・認証研究会にて
議論されていた．そこでは，SAML (Security Asser図 4 東工大ポータル [18]
Fig. 4 Tokyo Tech portal.

tion Markup Language) 2.0 [19] という方式でウェ
ブ認証を導入し，SAML の技術で相互接続すると議
論されていた（SAML については [9] が詳しい）．そ

おき，ウェブシングルサインオンが認証済みかどうか

のため，SAML2.0 対応のシングルサインオンソフト

を調べて内部のアプリケーションに接続する方式であ

ウェアを導入した (R4-1)．しかし，現在は，SAML

る．一方，エージェント型は Apache，IIS などのウェ

の拡張方式である Shibboleth [20] が標準とされてい

ブサーバソフトウェアに専用のモジュールを組み込み，

る [21]．Shibboleth も SAML を拡張した方式である

モジュールを通してユーザが認証済みかどうかを確認

ので，Shibboleth との相互接続は比較的容易と考えら

する方式である．エージェント型のメリットはネット

れる．

ワーク的に柔軟に配置できることがメリットである．

また，[11] によると，UPKI のアーキテクチャは学

そのため，ほとんどのウェブアプリケーションは原則

内認証基盤，オープンドメイン認証基盤，グリッド認

としてエージェント型で導入することとした．しかし，

証基盤の 3 層構造で構成されるとされており，学内認

アプリケーションによっては専用のモジュールソフト

証基盤は利用者を学内在籍者に限定した認証基盤と

ウェアを組み込みことができない．実際，学内ネット

するとされている．つまり，学内在籍者のためにクラ

ワークアクセスのための SSL-VPN というウェブアプ

イアント証明書を発行する学内認証基盤の PKI 認証

リケーションを接続する際に，SSL-VPN はアプライ

局は，いわゆるプライベート認証局とし，学内に閉じ

アンスであり専用の OS を用いることによりエージェ

た認証局としてよいことを意味している．もし，認証

ントモジュールを組み込むことができなかったため，

局証明書が幅広く普及しているウェブブラウザ等にイ

この場合にのみリバースプロキシ型を利用することと

ンストール済みであるオープンドメイン認証局（注 5）に

なった．

よって発行したとすると，その認証局は東工大以外の

また，(R3-3)=特別なハードウェア等を必要としな

顧客のクライアント証明書も発行することになる．結

い認証方式を提供すること，に関しては，R2-1 で説

果として，その認証局が発行するクライアント証明書

明したマトリックスコード認証方式を利用することに

は東工大在籍者のものだけではなくなり，つまりキャ

より対応した．マトリックスコード認証方式は特別な

ンパス共通認証認可システムに接続するアプリケー

ハードウェアを必要とせず，また，Internet Explorer

ションを実装する際において，正しいクライアント証

や Firefox などの標準ブラウザで利用できるため，利

明書を検証するだけでは東工大在籍者かどうかの区別

便性が高いといえる．

ができなくなり，その結果として構成が複雑になる．

(R3-4)=柔軟な有効期限の設定を可能とすること，
に関しては，有効期限が切れたのちに 2 種類の猶予期

そのため，キャンパス共通認証認可システムにおいて
外注運用している認証局は，プライベート認証局とし

限を設けることとした．IC カード身分証は非接触 IC
カード機能を用いた入館証としても機能する．例えば，

3 月末で卒業した学部生が 4 月から大学院生に進学し
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（注 5）
：パブリック認証局と呼ばれることもあるが，政府認証基盤など
の公的機関の PKI との混同を避けるためにオープンドメイン認証局と
呼ぶ．
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表 2 キャンパス共通認証認可システムの主なソフトウェ
ア一覧
Table 2 List of installed softwared in campus-wide
authentication and authorization system.
種別
LDAP サーバ
シングルサインオンサーバ
マトリックス認証サーバ
PKI IC カード及び
認証ソフトウェア
アイデンティティ情報管理
メタディレクトリミドルウェア
IC カード及び情報アカウント
発行システム

ソフトウェア名
Sun JAVA Directory
Server
Entrust GetAccess
Entrust IdentityGuard
NTT communications
eLWISE Security Keeper
Exgen LDAP Manager
新規開発

た．なお，オープンドメイン認証基盤はウェブブラウ
ザや S/MIME 対応メールソフトなど主要な PKI アプ
リケーションがその認証局を信頼できる認証局として

表3

キャンパス共通認証認可システムのアプリケーション

Table 3

List of applications connected to campuswide authencation and authorization system.

種別
研究
教育

名称
東工大リサーチリポジトリ (T2R2)
TOKYO TECH OCW
教務 Web システム
講義支援システム
共通・事務 共通メール（ウェブメール）
学内ネットワークアクセス (SSL-VPN)
無線 LAN アクセス
物品等請求システム
図書館オンラインリクエスト
人事給与 Web システム
ソフトウェア配布システム
管理・設定 パスワード変更
姓名読み登録
タイムアウト設定
共通メール設定（管理者用）
キャンパスネットワークサービス（管理者用）
業務 ID 管理サービス（事務システム利用者専用）

事前に登録している基盤であり，学内の利用者が正当
かどうかを判定する学内認証基盤とは目的が異なるた
め，別の基盤となっている．
最後に，表 2 にキャンパス共通認証認可システム

増員された）．平成 17 年 10 月 31 日に同委員会設置前
の予備会合を開き，その後，平成 18 年 3 月 8 回の第

7 回委員会までの間に計 8 回の会合をもった．

を構成する主なソフトウェアを示す．ほとんどのソフ

同委員会は，七つの作業班（総括班，新入生班，在

トウェアは商用のソフトウェアを利用し，ただし，IC

校生班，職員班，入館システム班，認証システム班，

カード及び情報アカウント発行システムに関しては東

メール班）を構成し，教員以外に事務職員及び技術職

工大の事情に合わせて新規開発した．

員計 20 名とともに導入等の作業にあたった．

3. 2 構

築

本節ではキャンパス共通認証認可システムの構築に

平成 18 年 3 月末の検収の後，同年 4 月 3 日から本
学所属の常勤職員，非常勤職員，学生の全員にカード

ついて説明する．平成 17 年当時，IC カード身分証を

配布を開始し，システムの利用を開始した．ただし，

利用していたが，IC カードが陳腐化及び高コスト化

接続するアプリケーションがほとんどなかったため，

し，一刻も早い身分証の更新が求められていた．当初

開始当初のアクセス数は比較的低調であった．

は単に身分証だけの更新をする案もあったが，大学の

表 3 に平成 21 年 4 月現在のウェブアプリケーショ

ICT (Information Communication Technology) の

ンの一覧を示す．特に共通・事務というカテゴリーの

重要基盤とするべくウェブシングルサインオン等も導

アプリケーションが充実しており，今では東工大の在

入することが大学執行部により決定された．
決定された時期は，平成 17 年 7 月であり，同年 11
月 27 日応札期限，同年 12 月 27 日開札，平成 18 年

3 月 31 日納入期限というスケジュールで納入された．

籍者にとってなくてはならない ICT システムとして
機能している．なお，ソフトウェア配布システムにつ
いては [22] を参考にされたい．
また，前節で述べたとおり，PKI 認証局はプライ

このようなスケジュールであったため，仕様書作成及

ベート認証局としてアウトソース運用することとした

び制度設計などを急ピッチで進める必要があった．

が，その運用基準である認証局証明書ポリシー・認証

中心となって活動したのは，学術国際情報センター

運用規定（いわゆる CP/CPS）を規定し，どのレベル

運営委員会の下に設置された，情報基盤検討専門委員

での運用基準にするかを検討する必要があった．運用

会であった．同委員会は，当時学術国際情報センター

基準としては，東工大のセキュリティポリシーに従っ

の副センター長であった渡辺治を委員長とし，セン

て満たすべきレベルを検討し，そのレベルにて規定す

ター教員 5 名，センター外教員 4 名から構成された

る案もあったが，今後 UPKI において認証局の大学

（その後，センター教員 12 名，センター外教員 6 名に

間連携するときのことを考慮し，最大限高い基準とし
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表 4 キャンパス共通認証認可システムの登録者数
Table 4 Number of registered people in campus-wide
authencation and authorization system.
種別
人数
常勤職員
1,765
非常勤職員
1,568
アクセスカード
302
学部学生
4,688
修士学生
3,390
博士学生
1,440
研究生（その他）
133
計
13,286

4. 構築・運用によって明らかとなった知見
本章では，システムの構築及び 3 年間の運用によっ
て明らかになった知見を述べる．大規模な大学におい
て PKI 対応の IC カード身分証の全構成員への配布
を伴う全学認証システムを導入・運用した過去の事例
はなく，設計・構築及び運用を始める際は手探り状態
であった．そのため，設計・構築の際には気がつかな
かった多数の問題が運用することにより明らかになっ
た．その中でも，今後導入する大学にとって意義があ
ると思われる知見を紹介する．

4. 1 一時停止機能
東京工業大学のキャンパス共通認証認可システムに
は，情報アカウントの一時停止機能を設けなかった．
一時停止機能とは，電話等で身分証の紛失の連絡が
あった際に，身分証の再発行を行わずに，情報アカウ
ントの機能を一時的に停止する機能である．一時停止
機能を設けなかったために，確実に本人確認がとれな
い場合（電話など）において，身分証の再発行をする
必要があり，無駄が生じてしまう．運用を考慮すると，
図 5 東工大ポータルトップページアクセス数の遷移
Fig. 5 Transition of number of accesses of Tokyo
Tech portal.

一時停止機能は必須の機能と考えられる．

4. 2 氏名の漢字コード
LDAP サーバソフトウェアは，通常，氏名のフィー
ルドに UTF-8 でエンコードする．しかし，東京工業

て，Webtrust for CA [12] の基準に従うこととした．

大学のキャンパス共通認証認可システムの場合，メタ

CP/CPS は，運用開始後の平成 19 年 3 月 12 日に制

ディレクトリミドルウェアが SJIS で受け取ったデータ

定された [23]．

を変換して UTF-8 でエンコードする．そこで，SJIS

3. 3 統 計 情 報

で記録する印刷用氏名のスキーマを作り，第 2 水準以

本節ではキャンパス共通認証認可システムの統計情

上の難しい漢字の印刷に対応した．氏名の漢字は難し

報を記す．表 4 に平成 21 年 4 月現在の登録者数を示

い漢字が多いため，仕様策定の際には漢字コードにつ

す．ここで，アクセスカードとは，東工大に在籍して

いて十分注意すべきと考える．

いないが，東工大の業務に深くかかわっているため，

4. 3 新入生の氏名のデータ

部局長から学長に対して IC カードの発行申請があっ

新入生の氏名のデータは，大学入試センターから入

たものである．そのため，東工大の学内で生活し，IC

試担当部署を経由して入手される．ところが，その

カードの取得が必要な人はほぼ全員取得している状況

データ中の氏名のデータに関しては，カナ文字のデー

といえる．

タだけしか含まれていないため，留学生などを除くと

次に，平成 18 年（西暦 2006 年）4 月から平成 21

アルファベット氏名が含まれていない．東京工業大学

年（西暦 2009 年）3 月までの 3 年間における，1 か月

では，基本情報環境権の重要な要素として電子メール

単位での東工大ポータルトップページのアクセス数の

の情報アカウントを配布し，そのアドレスの決定方法

遷移を示す（図 5）．月単位でのアクセス数の変化は激

に氏名を使うのだが，アルファベット氏名のデータが

しいが，全体として，増加傾向にあることが見て取れ

ないため，事前に電子メールアドレスを決定すること

る．また，4 月と 10 月のアクセス数が多いことが分か

ができない．そのため，自分でログインし，半角アル

る．これは，入学等による新たな在籍者が多数生じる

ファベット氏名のデータを登録した後に，電子メール

時期が 4 月と 10 月だからであると考えられる．

を利用可能とする方式を採用した．入学時にメールア
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ドレスが発行されていることが学内の様々な事務の観

平成 19 年（西暦 2007 年）1 月より運用を開始してい

点から便利であるが，学生が入学後に自分でログイン

る [29]．慶応義塾大学は keio.jp というドメインにお

しアルファベット氏名のデータを自分で登録する方式

いて共通認証システムを運用している [28]．いずれも

にも一定の合理性があると考えられる．

大学の共通の認証システムであるが，東工大のキャン

4. 4 ユーザ問合せ対応部署と情報システム運用管
理・開発部署の分離
学術国際情報センター内で，キャンパス共通認証認
可システムの運用を行うため，新設の部署を設けた．

パス共通認証認可システムと異なり，全構成員に IC
カード化された身分証を配布したものではない．

6. む す び

東工大ポータルは，すべてのウェブアプリケーション

本論文は，東京工業大学のキャンパス共通認証認可

の入口であるため，各ウェブアプリケーションを管理

システムを紹介した．基本情報環境権という新しい権

する部局情報システム担当部署ではなく，東工大ポー

利を全学在籍者に IC カード身分証に付随する情報ア

タルの運用管理部署に様々な問合せが寄せられること

カウントの形式で配布した．システムの重要な要求仕

となった．その結果として，一義的に行うべき，情報

様としては，運用管理性，セキュリティ，利便性，相

システム運用管理の力がそがれることとなった．特に，

互接続性があった．それらの要求仕様を満たすべく，

様々な要望に対応するため情報システムの改良や新機

システムの設計について延べ，実際にシステムを構築

能の開発を絶えず行っているが，そのための能力がそ

と運用によって明らかになった知見を示した．

がれることが問題といえる．認証システムの導入を検

今後は，運用管理性の更なる向上と認証システムの

討する大学に対しては，可能であればユーザ問合せ対

普及が求められる．現在のところ，キャンパス共通認

応部署と情報システム運用管理・開発部署の分離を検

証認可システムに接続するウェブアプリケーションの

討することをお勧めする．

数は限定的で，特に各部局による部局専用のアプリ

4. 5 アプリケーション収容のポリシーと運用体制

ケーションの導入を行っていない．今後そのような利
用の拡大を実現するためには，部局情報システム担当

の確立
要求仕様 (R1-3) において，認可権限の分散管理が

部署に対する接続方法などの運用管理のフローを確立

運用上必要になると述べた．しかし，システムを導入

し，認証システム側の運用管理負荷を減らす必要があ

して実運用を始めたところ，実際には分散管理の利用

る．また，大学における認証システムや IC カード身

が困難であった．そもそも，東工大では現在のところ

分証は幅広く普及しているとはいえない．そのため，

全学的なサービスのみを収容しており，各部局等が個

このような論文により本学での知見を明らかにし，ま

別に行うアプリケーションの接続ができていない．実

たセミナー [30] を開いて多くの大学の方々に紹介して

際に接続するためには，そのためのポリシーを作る必

いる．今後もこれらの活動を続け，認証システムにお

要がある．更に，部局等に対してどのような運用体制

ける先導的役割を続けたいと考えている．

を求めるかの検討も必要となる．

謝辞 キャンパス共通認証認可システムの導入，運

5. 関 連 研 究

用にあたっては，多数の方々のお世話になりました．

キャンパスネットワークにおける無線 LAN やオー

の委員の皆様，関連する技術職員・事務職員の皆様，

本学関係者と致しましては，情報基盤検討専門委員会

プン端末の認証に，Opengate がある [24], [25]．また，

何より同システムの導入を決めた執行部の皆様に感謝

大学向けのオープンソースのシングルサインオン

致します．また，学外におきましては，システム導入

サーバソフトウェアに CAS (Central Authentication

を実施して頂きました多数の業者の関係者の皆様に，

2

System) [26] 及び CAS (Central Authetication and

仕様策定等に多くの御意見を頂いた認証研究会の皆様

Authorization Service) がある [27]．

に厚く御礼申し上げます．最後になりましたが，招待

また，他大学における共通認証システムの導入事例

論文のお招きを頂き，私どもに本論文の発表の機会を

として，[7], [8], [28] 等がある．名古屋大学は平成 16 年

頂きました特集号編集委員会の皆様に深く感謝申し上

（西暦 2004 年）に CAS2 を導入し，成績入力及び履

げます．
文
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