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概要
信頼された組織間の認証連携や，情報システムの共有を実現する学術認証フェデレーションを利用するた
めには，参加機関用のガイドラインに準拠した運用が求められる．徳島大学では，教育用システムを利用す
るために必要な個人アカウントを，入学時や着任時に提供しており，学認も当該アカウントを用いて利用で
きる．また本アカウントは個人アカウントだけでなく，学会等の受付メールアドレス取得などを目的に擬人
アカウントとして要請に応じて提供している．ただし，個人アカウントは自動でライフサイクル管理が行わ
れるが，擬人アカウントの継続管理は年度末の棚卸作業に限られ，個人アカウントとは異なる管理・利用方
法で運用されている．そのため，学認のガイドラインに非準拠となる場合が懸念される．本稿では，学認の
利用における本学のアカウント管理の問題点を取り上げ，ガイドラインに準拠するアカウント判定方法の提
案と，その運用実績に基づく結果について報告する．
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1. はじめに
近年，外部システムに学内認証システムを用いて利用
する認証連携が注目を集めている．日本においては，国
立情報学研究所（以下，NII とする）が中心となり，複
数の大学間で組織相互を信頼する学術認証フェデレーシ
ョン(以下，学認)が運用されている．これは，Shibboleth [1]
を用いて認証連携や情報システム共有の実現を目指して
いる [2]．また，すでに認定を受けた大学も存在する，
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信頼性評価の国際標準である Level of Assurance（以下，
LOA とする） [3]を取得することで，米国の政府機関な
どが提供する一定の高信頼システムに対しても，認証連
携が可能となる．
徳島大学は 2013 年から正式に運用フェーズとして学
認に参加している．学認に参加することで，専用アカウ
ントの作成を要求する電子ジャーナルや researchmap 等
を，学内で提供するアカウントで利用でき，利用者の利
便性向上に大きく貢献できる．また，Fshare（ファイル
共有サービス）や meatwiki（情報共有サイト）など，学
認参加機関向けに限定して提供されるシステム（以下，

学認提供システムとする）を利用できる．
しかし，学認に参加するためには，参加機関用のガイ
ドラインに準拠した運用が要求される．例えば，利用者
アカウントの再利用期間の設定や，同一性の保障などが
ある．本学では入学，着任時に教務システムやメールシ
ステム等の教育用システムや学認を利用可能な，個人ア
カウントを提供している． また，本アカウント管理上は
擬人アカウントを要請に応じて提供しており，個人の利
用に留まらない管理を要する．擬人アカウントは個人ア
カウントに準拠した権限を保有するが，個人アカウント
とは異なるポリシで運用されている．このため，学認で
定められたガイドラインを一部非準拠となる可能性が懸
念される．
そこで本稿では，学認を利用可能なアカウントの判定
方法を設計し，実運用について述べる．

2. アカウント管理・利用方法の問題
本学では学内用の認証システムとして Shibboleth を利
用しており，アカウントの一元管理や教育用システムの
シングルサインオン [4]を実現している [5]．Shibboleth
とはシングルサインオンのための一つの実装であり，
Internet2/MACE プロジェクト [6]で開発が始められ，日
本に限らず世界中の学術機関で利用されるフレームワー
クである．Shibboleth のアーキテクチャは，SP(Service
Provider)， IdP(Identity Provider)，それらにアクセスする
UA(User Agent)の 3 種類のエンティティから構成される．
SP は教務システムやメールシステム等のサービスを提
供する WEB システムを指し，
UA にサービスの提供や，
認可を行う．IdP はバックエンドのリポジトリ(ディレク
トリサービスや RDB)を参照して，利用者の認証情報や
属性情報を SP に送付する．なお，本学ではリポジトリ
を LDAP として扱う．UA は SP を利用する学生，教職
員などの利用者の環境を指す．
本学では，学内用システムを利用するためのアカウン
トを下記に示す異なる体系で管理しており，大学構成員
は入学・着任時の配布や，任意の申請により各アカウン
トを取得できる．主な学内用システムのアカウントは，
以下 4 つ存在する（図-2 に示す）
．
1．個人アカウント
2．擬人アカウント
3．無線・VPN 用アカウント
4．教育・研究者情報データベース用アカウント
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図-1．学内用システムのアカウント

個人アカウントは，教務システムや大学ドメインのメ
ールシステムなど，大学生活を送る上で必要な教育用シ
ステムを利用するために用いられ，学生は入学時，教職
員は着任時に配布される．
本学のメールシステムは，上記個人アカウントに紐づ
くものと，そうではないシステムとに主に分かれる．前
者は 2012 年に教育用システムの改修に合わせて導入さ
れたメールシステムであり，後者は従来からのものであ
る．これは，各部局をサブドメインで区別するメールシ
ステムになる．統合メールシステムは個人アカウントか
ら独立しており，各部局管理者に管理を委託しているた
め，部局内で任意にアドレスを作成・削除できる．
しかし，統合メールシステムは導入から数年経過し，
サーバの老朽化が懸念されたため，2015 年 3 月に廃止す
る予定となった．そのため，学会の受付用などで使用す
るアドレスを，新規に得るためには個人アカウントを取
得することとなるが，当該アカウントは大学構成員に対
して１つしか配布されず，複数保有することは基本的に
許されていない．
そこで，本学では個人アカウントとは別に，申請に応
じて擬人を対象にした擬人アカウントを提供している．
当該アカウントは学会やセミナーの窓口等のメールアド
レスを取得する際に利用されたり，役職持ちの事務職員
に役職用アドレスを提供するために使用される．役職用
アドレスは soumu-kachou@tokushima-u.ac.jp（仮）の様に，
アドレス名に所属と役職名が付与される．当該アドレス
を日常業務で利用することで，定期的な異動に伴う引継
ぎを容易にできる．
本学では個人アカウントと擬人アカウントを同じ
LDAP で管理しており，一部の個人アカウントは擬人ア
カウントと同じ属性で管理される．つまり，学認提供シ
ステムを利用するためのアカウントに個人アカウントを
対応させた場合，擬人アカウントも含まれることを意味
する．
このような運用において注意を要するのが，学認や学

認提供システムのガイドラインである．
前章で述べたが，
学認のガイドラインには利用者アカウントの再利用期間
の設定や同一性の保障など，多くの運用基準が定められ
ている．個人毎に提供される個人アカウントは自動でラ
イフサイクル管理が行われ，学認のガイドラインに準拠
した運用で管理される．しかし，擬人アカウントは個人
アカウントとは異なるポリシで運用されるためガイドラ
インに厳密には準拠しない可能性が生じる．
例えば，擬人アカウントの役職用アドレスを利用する
ことで，事務職員は異動等に伴う引継ぎを容易にできる
が，それは後任者に擬人アカウントを渡すことを意味す
る．しかし，ガイドラインでは最終の利用時から最低 24
ヶ月間の再利用を認めていない．また学会やセミナー等
の受付用メールアドレスを利用するために，複数の利用
者が擬人アカウントを利用する可能性があるが，ガイド
ラインでは同一アカウントでのアクセスが，同一人物で
あることの保証を要求する．これらは複数存在する要求
事項の一部であり，上記以外にも注意を要する項目が存
在する．また擬人アカウントを，研究費等で雇われたパ
ート職員等の学外者が利用する可能性も考えられる．学
認提供システムは，
それぞれが利用規約を保持しており，
学外者に利用を認めないものが存在する可能性もある．
以上より，ガイドラインや利用規約に準拠することで
不正利用を防ぐために，学認で利用されるアカウントの
整理が必要となる．

3. 設計方針の検討
本学は，個人アカウントと擬人アカウントを同じ
LDAP で管理しており，一部の個人アカウントは擬人ア
カウントと同じ属性で管理される．異なるリポジトリ，
または属性で管理していれば，個人アカウントを学認用
アカウントとして，認証システムの参照先に設定するこ
とで，容易にアクセス制限をかけることが可能である．
しかし，システム導入から数年運用している設計を変
更することは，作業コストを考慮すると容易に対応でき
ない．各アカウントに判定値を登録することで判定する
ことも可能であるが，すでに多くの擬人アカウントが提
供されているため，技術的には可能でも作業負荷を考慮
した場合，現実的ではない．
学認の利用対象は全ての大学構成員ではなく，一部の
学生・教職員である．学認を利用すると，CiNii や
SpringerLink などの電子ジャーナルを学外から閲覧した
り，Microsoft が提供している DreamSpark を，学認を用
いて在学証明することで，開発用ソフトウェアを取得で
きる．ただし，これらは教務システムなどの教育用シス
テムとは異なり，
一部の大学構成員に利用は限定される．
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そのため，個人アカウントと擬人アカウントが学内に混
在しており，利用者が大学構成員の一部であることを考
慮すると，利用希望者の申請に基づくアクセス制御の実
現が，適していると考える [7]．申請制とすることで，
管理部局が申請されたアカウントを審査し，必要に応じ
てアクセス権限を付与することで，ガイドラインや利用
規約に準拠したアカウントに限定して，認証システムを
利用させる設計となる．

4. システム設計
前節の設計方針を元に，学内に提供する申請システム
（以下，学認利用申請システムとする）のシステム設計
を行った．
学認を利用可能なアカウントは個人アカウントに限定
されるため，その管理部局は申請されたアカウントが擬
人アカウントなどの要件を満たさないアカウントではな
いことを確認できればよい．
そこで WEB サイトを用いたオンライン利用申請を提
供し，申請されたアカウントを，管理部局が審査する設
計とした．ただし，アクセス制御を行うのは学認提供シ
ステムではなく，本学が管理する認証システムである．
つまり，審査の結果に基づいたアクセス制御を認証シス
テムで実現する必要がある．
そこで，我々は NII が提供している Shibboleth のプラ
グインソフトウェアである FPSP（Filter Per SP） [8] [9]
に注目した．Shibboleth の設計では，IdP から渡される利
用者の属性情報を元に，SP が認可制御を行う．つまり，
従来の設計では IdP 自体で利用可能な SP の選択を行う
ことは困難であったが，FPSP を実装することで，利用者
の属性情報に基づいた，特定 SP へのアクセス制御を実
現できる．例えば，特定の電子ジャーナルを，工学部に
所属する大学構成員に限定して提供する，等のアクセス
制御を IdP で実現できる．我々はこの FPSP を IdP に実
装することで，認証システムにアカウントを判定させる
設計とした．具体的には，申請されたアカウントに問題
がなければ管理部局（本学では情報センター）で判定値
を登録し，認証システムはその値を判定基準としてアク
セス制御を行う．
ただし，
ガイドラインや利用規約を準拠したとしても，
学認提供システムを利用するためには，IdP は要求され
る属性情報を送付する必要がある．教育用などの学内シ
ステムとは異なり，例えば，氏名やメールアドレスなど
の個人情報を学外に送付する必要がある場合，その取扱
いについて，利用者の同意を得るなどの対応が求められ
る．
そこで我々は，利用者同意取得システムである

uApprove.jp [10]を実装することにした．FPSP と同じく，
NII が提供するプラグインソフトウェアであり，IdP に
uApprove.jp を実装することで，個人属性を求める学認提
供システムに対して，その送付の同意を利用者に求める
ことができる．

5. システム実装
第 4 章で述べたシステム設計を元に実装を行った．本
学では学内用の認証システムとして Shibboleth を運用し
ているが，リソースの負荷分散や障害時のリスク回避を
理由に，学内用 IdP とは別に学認用 IdP を新たに構築し
た．なお，表 1 に本実装で用いた学認利用申請システム
と学認用 IdP の仕様を示す．共に，Citrix XenServer 上の
仮想マシンとして稼働している．

ソフトウェア
CentOS release 6.4
Apache 2.2.15

学認利用申請システム

php 5.5.16
Mysql 5.1.69
Shibboleth SP 2.5.2
CentOS release 6.4
Apache 2.2.15

学認用 IdP

ここからは学認利用申請システムと学認用 IdP のシス
テム実装について述べる．

5.1. 学認利用申請システム

表-1．各システムの仕様

システム

図-2. システムの全体像

Apache tomcat 7.0.55
Shibboleth IdP 2.4.0
uApprove.jp 2.2.1
FPSP 1.10

利用者が学認提供システムを利用するまでの一連の流
れと，システム全体像は以下となる．
（図-3 に示す）
1．利用者が学認利用申請システムに学認で使用する
アカウントを申請
2．管理部局（情報センター）が審査し，アカウントに
応じて判定値を登録し，結果を利用者に通知
3．2 に問題なければ，学認提供システムを利用

学認利用申請システムは学認の案内サイトも兼ねてお
り，学認の概要や FAQ 等の情報を公開している [11]．
また，利用者認証として学内で利用している Shibboleth
を設定しており，申請者を大学構成員に限定している．
本システムは一般的な WEB 申請システムであり，ア
カウントや氏名などフォーム入力等により取得した情報
を，バックエンドの DB に登録する．情報センターはア
カウントを審査し，個人アカウントであり，学認の要件
を満たすと判断した場合に，判定値を追加登録する．次
節で述べるが，この値を学認用 IdP が参照し，アクセス
制御の判定に使用する．なお，判定値は管理者用ページ
から GUI（Graphical user interface）で登録でき，管理者を
Shibboleth 認証と管理者アカウントの認可設定でアクセ
ス制御している．
本システムの DB を，個人アカウント等が登録されて
いる LDAP と同期している．本学では卒業・退職等によ
り大学構成員でなくなった場合に，個人アカウントを自
動で削除している．シェルスクリプトを用いてその削除
結果を日々同期させることで，申請されたアカウントが
大学構成員のものであるか確認し，必要に応じて判定値
を無効化している．

5.2. 学認用 IdP
学内用 IdP とは別に，FPSP と uApprove.jp を実装した
学認用 IdP を構築した．構築手順としては，NII が公開
しているドキュメントを参考にしている．
FPSP は利用者の属性情報を元にアクセス制御を実現
する．IdP は複数のリポジトリを参照することが可能で
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ある．つまり，IdP に既設の LDAP と学認利用申請シス
テムの DB を参照させ，LDAP に登録された利用者のア
カウントに紐づく判定値を DB から取得し，FPSP がその
値を元にアクセス制御を実現する仕組みである．例とし
て，図-3 は申請が許可されたアカウントに限り，
SpringerLink をアクセス可とする設定情報である．アカ
ウントが許可された場合，status に ok が登録され，FPSP
がその値を判定してアクセス制御を行う．

者の利便性向上や，アカウント管理負荷軽減などにおい
て一定の貢献ができている．また FPSP を実装すること
で，学認や学認提供システムのガイドラインや利用規約
に準拠でき，uApprove.jp を実装することで，各利用者に
属性送付の同意を取ることが可能となった．
学認利用申請の推移グラフと，学認提供システムの利
用数を図-5，図-6 に示す．

図-3. FPFP の設定情報

uApprove.jp は，利用者に属性送付の同意を取る機能を
提供する．ただし，全ての学認提供システムを対象とす
る必要はなく，個人情報を要求するものに限定すればよ
い．そこでブラックリスト機能を用いることで，例えば
eduPersonPrincipalName を要求する reseaechmap など，シ
ステムに応じて同意を求める設定にしている．なお，属
性情報については，NII が公開している情報を参考にし
ている [12]．
学認を利用するために申請が必要であるが，未申請で
学認提供システムにアクセスする利用者もいると推測さ
れる．そこで，IdP の認証画面に学認利用申請システム
のリンクを貼ることで，申請漏れを防ぐことにした（図
-4 に示す）
．

図-5. 学認申請の推移グラフ

図-6．学認提供システムの利用数

図-4．学認用 IdP の認証画面

6. 効果および考察
前節で述べた設計と実装を元に学認利用申請システム
を構築し，2014 年 1 月から本番環境に提供している．従
来は，電子ジャーナルや researchmap 等を利用するため
に専用アカウントが必要であった．しかし，学認に参加
することで，個人アカウントの使用が可能となり，利用
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学認の申請数は本システムの提供当初に多くあり，
4
月末時点で 300 に達したが，それ以降は一定水準のまま
推移している．申請者の区分として，学生は 146，教職
員は 216 であった．また，LDAP への同期で，判定値が
無効化されたアカウントは 31 であった．
今後も一定水準
を保つとは考えられるが，周知活動を強化して，学認の
申請者数を増やしたい．
学認提供システムの利用数については，合計は 947 で
あり，6 つの電子ジャーナルの合計は 758 である．つま
り，全体の 80%を占めており，本学では電子ジャーナル
の利用者が多いことを示している．researchmap の利用が
想定より低くなったが，本システムは個人情報を使用す
るため，uApprove.jp の対象となる．ただし，uApprove.jp
を実装した都合で，researchmap の提供は 6 月 23 日とな
り，その周知を案内サイト以外に未実施であったため，
必然的に利用数が低くなったと考えられる．
学認利用申請システムに未申請で，学認提供システム

にアクセスした擬人アカウントは存在しなかった．しか
し，学認利用申請システムに擬人アカウントの申請が 3
件あり，いずれも否認となった．学認の案内サイトに利
用可能なアカウントについて案内していることもあり，
否認された数は多くはないが，学術提供システムの不正
利用を防ぐことができていると考えられる．

7. おわりに
本稿では，徳島大学で運用している学認利用申請シス
テムについて述べた．本学では教育用システム用に個人
アカウントと擬人アカウントを管理しているが，同じ
LDAP に登録されているため，どちらのアカウントを用
いても学認提供システムを利用することができる．
学認や学認提供システムは厳しく定められたガイドラ
インや利用規約が存在するため，アカウント管理はそれ
らに準拠した運用が求められる．しかし，本学では個人
アカウントは自動でライフサイクル管理が行われるが，
擬人アカウントの整理は年度末の棚卸作業に限られ，個
人アカウントとは異なるポリシで運用されている．その
ため，ガイドラインや利用規約に非準拠する項目が発生
することで，不正利用に繋がる可能性があった．
そこで我々は，非準拠項目に対する対策手段として，
学認利用申請システムと，FPSP と UApprove.jp を実装し
た学認用 IdP を構築した．利用者がアカウントを申請し，
擬人アカウントでなければ情報センターが判定値を登録
することで，学認用 IdP に実装した FPSP でアクセス制
御を行う設計である．
2014 年 1 月より本番環境で稼働し，8 月時点で学認利
用申請システムに365 件の申請があり，
3 件否認された．
当該システムは，学認の案内サイトも兼ねており，学認
の概要や利用可能なアカウント等の情報を公開している．
つまり，学認利用申請システムと案内サイトを運用する
ことで，一定のガイドラインや利用規約を準拠する運用
に貢献できていると考えられる．
本学は，次のステップとして米国国立衛生研究所 [13]
が提供する PubMed [14]等のサービスや，認証基盤の信
頼性評価を得るために，LOA1 取得も検討している．毎
年秋に行われる学認アンケート [15]の回答結果から，ガ
イドラインの遵守性が審査される．そのため，本稿記載
の成果が貢献できると期待している [16]．
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