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概要

総合情報基盤センターは 2006年 3月にシステム更新を行った。以前のシステムを継承しつつ、教務システム
も同時に導入するなど事務組織との連携が強化された。新システムでは特に利用者情報・認証の統合を軸に

作業を行った。この更新により、利用者情報の収集が容易となりまた、学内の各種情報システムへの認証の

提供が可能となった。
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Abstract

Saga University replaced its main information system in March, 2006. Based on the same concept as in the
previous system, the new system includes a student information system by introducing the new framework
for cooperating with administration sections. The core of the system is a unified user management and
authentication system, where data are collected online by the student-affairs sections and the human-
resource section. The system provides user information and authentication to various information systems
in our university.
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1 はじめに

総合情報基盤センター (以下、センターとする)で
は、2006年 3月にシステムの更新を行った。今回
のシステム更新では前回のシステムを踏襲しつつ、

利用者情報・認証の統合を中心的な課題として事務

組織との連携の強化を図っている。

新システムでは、センターの教育研究用システム

だけではなく、利用者情報・認証の統合を考慮し、

人事情報、学生情報、事務情報、図書館情報を包括

的に設計した。事務との連携が強化されたことで、

これら利用者に付随する情報の統合的な管理を行う

ことが可能となった。

新システムはセンターの教育研究システム、図書

館システム、教務システム、事務端末、統合認証シ

ステムに分けることができる。

教育研究システムの演習用端末は、前回導入した

ディスクレス端末システムである VID[1]の最新機
器を導入し、更なる保守管理コストの削減を図った。

また、センター内だけではなく図書館および就職相

談室にも同じ端末を設置した。プリンタの管理には

PrintProcucer[2]を導入し、利用者あたり月 300枚
の印刷制限を行っている。

図書館システムは以前のシステムと同じNALIS[3]
を導入し、センターとの更なる連携を図っている。

教務システムにはLiveCampus[4]を導入した。以
前の教務システムは独立したシステムであったが、

新システムではセンターの統合認証システムと連携

が可能となるようにカスタマイズを行った。

事務端末はセンターの認証の配下に置き、利用時

にユーザ名、パスワードで認証を行う仕様となった。

人事担当との連携のため、統合認証システムに人

事入力インタフェースを開発した。既存の人事シス

テムは現状のままとし、既存システムには無い詳細

な検索機能などを付加することで両システムを共存

させていくこととした。統合認証システム [5]は教
務システム、図書館システム、人事担当とオンライ

ンで結ばれ、連携が強化された。

システム構成を図 1に示す。

2 利用者情報・認証の統合

2.1 必要性

利用者情報は情報システムにおける最も基本的な

情報である。また、この情報に基づいて、認証と権

限管理が行われる。この情報が不完全、不正確であ

ることは、情報システムの管理運用の大きな障害と

なる。

近年、大学内に多数のオンライン情報システムが

構築されている。従来は、個々の情報システムごと

に利用者管理が行われてきた。このことが、利用者

情報が不完全、不正確であることと、管理コストの

増大の大きな原因となっている。また、利用者側か

らみると、複数のアカウントを持たされることにな

り、パスワード忘れやパスワード遺漏の原因となっ

てきた。

組織内の情報システムに共通の利用者情報管理と

認証機構を提供することは、システムの合理化の面

だけでなく、利便性及び安全性の観点から非常に重

要である。利用者情報と認証の統合により、複数の

情報システムに対して、一貫した権限管理を導入し、

効率性と安全性を高めることができる。利用者は、

一つのアカウントだけを持つことになり、利便性が

高まる。さらに、不正アクセスや情報遺漏の場合に、

迅速に原因を特定できる。

特に、共通の利用者情報が、人事担当や教務担当

などの原情報を有する部署から提供されることで、

その情報の完全性と正確さが高められる。つまり、

情報システムだけではなく、人事担当や教務担当と

の連携が不可欠である。

2.2 利用者情報収集

利用者情報を収集するにあたり、新システムでは

対応する事務部署との連携を強化した。特に、統合

認証システムでは図書館システム、教務システム、

人事担当との連携の強化が行われ、学生情報及び教

職員情報、図書館情報はすべてオンラインで統合認

証システムに統合されることとなった。

各システム及び他の組織との関連図を図 2に示す。
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図 1: システム構成
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図 2: 統合認証関連図

利用者は大きく学生と教職員とその他に分けるこ

とができる。学生は教務システムから、教職員は人

事担当から、その他については直接利用者情報がセ

ンターへ届けられる。

教職員の情報を扱う人事担当には既存の人事シス

テムが存在する。新システムでは統合認証システム

に既存の人事システムを参考に同じ項目を入力可能

なインタフェースを構築した。人事担当は統合認証

の人事インタフェースから必要な情報を入力する。

その結果を既存の人事システムが取り込み可能な

形式のファイルで保存し既存の人事システムに取り

込む。

学生の利用者情報は教務システムで登録が行われ

る。教務システムは、登録された学生の利用者情報

のうち必要な情報のみを統合認証システムにオンラ

インで送る。統合認証システムは送られてきた学生

情報をもとにセンターの IDを作成するとともに必
要な情報のみを図書館システムにオンラインで送る。

図書館システムは学生の利用者情報に図書館で必

要な情報を付加し、統合認証システムにオンライン

で送る。統合認証システムは学生の利用者情報に図

書館情報とセンター情報を付加し、教務システムに

送る。

教務システムは必要な情報を学生証に印字し学生

に配布する。学生の登録にかかる作業では、すべて

をオンラインで行うことが可能となった。

教職員の利用者情報は人事担当で登録が行われ

る。人事担当から入力された利用者情報は既存利用

者と比較し、既存の利用者に同一利用者の存在の有

無を確認する。同一利用者が存在しない利用者は登

録候補の一覧として統合認証システムの管理画面に



表示される。センターの事務職員は登録候補一覧を

確認し、登録が必要かどうかを判断し採用日を考慮

して登録を行う。

3 利用者情報・認証の提供

3.1 認証の提供

センターでは統合認証システムに登録された利用

者情報・認証を学内のサービスに提供している。

演習端末及び事務端末の認証のために統合認証シ

ステムでは認証を提供している。演習端末はWin-
dowsとLinuxのデュアルブートである。そこで、統
合認証システムではWindowsのために ActiveDi-
rectoryでの認証を提供し、Linuxのために LDAP
での認証を提供している。事務端末はWindowsだ
けのシングルブートなので、ActiveDirectoryでの
認証を提供している。

Web認証方式はサイトを運用するWebサーバの
実装により様々な方式が存在する。これらの認証方

式に対応するために統合認証システムではLDAPS、
POP3S、IMAPS、RADIUSなどのいくつかの一般
的な認証を提供している。

Opengate[6, 7, 8, 9, 10, 11]はセンターで開発した
端末認証システムである。学生の個人所有の PCな
ど、外部から持ち込まれた端末などでネットワーク

を利用際に認証を行う。この認証のためにセンター

は認証を提供している。

3.2 利用者情報の提供

従来、人事以外の事務組織で必要な職員情報は人

事担当から書類による提供を受けていた。新システ

ムから、アクセス元及び利用者を制限しながらオン

ラインによる提供を行うこととなった。

現在、学内の一部で入退室管理のために電子錠の

導入が行われている。電子錠を運用するためには利

用者を一意に特定し、権限を管理する必要がある。

しかし、既存の学内の組織で利用者を一意に特定が

可能なのはセンターの統合認証システムだけであ

る。そこで、センターから入退室管理のための利用

者情報を提供することとした。

3.3 実装

利用者情報・認証の提供には、利用者情報を保持

するデータベースとウェブサーバ、認証を提供する

LDAPサーバにより構成される。
各組織から入力された利用者情報はデータベース

と連携したウェブサーバにより利用者情報を必要と

する組織に提供される。

認証を提供する LDAP サーバは複数の LDAP
サーバにより構成され、各 LDAPサーバはメイン
の LDAPサーバと同期がとられている。但し、同
期をとるのはユーザ名とパスワードのみである。各

LDAPサーバはセンターの演習端末の Linux認証
のための LDAP サーバとWindows 認証のための
ActiveDirectoryサーバ、事務端末認証のためのAc-
tiveDirectoryサーバ、POP3Sなどの各種認証サー
ビスのための LDAPサーバが置かれている。
事務端末は取り扱いに注意が必要な情報へのアク

セスを行うため、ログインは厳密に規制しなければな

らない。このため、事務端末認証用ActiveDirectory
サーバへは初期登録状態では全てのアカウントが無

効となっている。事務端末が利用可能な利用者を事

務局の情報部門が統合認証システムを通して把握

し、事務端末認証用 ActiveDirectoryサーバのアカ
ウントを有効化する。また、退職などで利用者がい

なくなった場合、センターのアカウントはしばらく

残るが、事務端末認証用 ActiveDirectoryサーバの
アカウントは即座に無効化される。

複数の LDAPサーバが置かれているため、パス
ワードの変更の同期は非常に重要である。本システ

ムではパスワード変更専用ウェブページを用意した。

利用者がこのパスワード変更用ウェブページを介し

てパスワードを変更すると、メインの LDAPサー
バからリアルタイムで各 LDAPサーバにパスワー
ドの同期が行われる。

4 まとめと議論

センターでは 2006年 3月に新システムを導入し
た。新システムでは特に利用者情報・認証の統合を

主に更新を行った。事務組織との連携が強化され、

利用者情報の収集などの管理コストが削減され、厳



密な管理が可能となった。統合された利用者情報・

認証により学内の各種サービに対して情報の提供が

可能となった。

近年、業務の効率化のために様々な情報システム

が導入されるようになった。一般に、情報システム

の導入時のコストは考慮されるが、運用に要するコ

ストは考慮されにくい。特に、情報システムの利用

者情報を厳密に管理するための運用体制とコストは

考慮されてこなかった。

組織内に複数の情報システムが導入され、組織の

構成員が多数の情報システムを利用する場合には、

利用者情報の管理は非常に重要になる。利用者情

報の統合は運用コストの面だけではなく、セキュリ

ティ面からも重要になる。システムへの組織内から

の不正アクセスや、個人情報などの重要情報の漏洩

を未然に防ぐためにも、利用者情報とアクセス権限

の適切な管理が行われなければならない。その管理

が継続して行われるためには、利用者情報の統合を

可能とする技術的及び組織的対策が必要である。

新システムでは上記を考慮し、利用者情報及び認

証の統合を行った。教育研究用情報システムを中心

に据え、そこに人事担当部署と教務担当部署が情報

を提供し、かつ事務情報システム及び教務情報シス

テムに利用者情報を提供する形態とした。

大学業務のオンライン化が進むにつれ、様々な情

報システムが構築される。こうした情報システムが

適切に、かつ効率よく運用されるためには、全額統

一的な利用者情報と認証の統合が必要である。新シ

ステムは、全額統一的な利用者情報と認証の統合を

可能とする技術的方法を導入することに成功した。

しかし、このシステムを運用するための組織的、規

則的整備が残されている。
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