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1.　はじめに
私の所属する京都大学術情報メディアセン

ターは、かつて旧大型計算機センターと呼ば
れていた国立の旧 7 帝大のセンターのひとつ
です。昔はそれぞれのセンターは管轄の府県
が決まっていて、地域の大学の核としての役
割を担っていました。また、他大学のセン
ターのリソースを使う全国共同利用の枠組み
も昔からあり、同じ ID で他大学のセンター
も簡単に使える仕組みになっていました。

現在では国立大学も法人化され、認証基盤
はそれぞれの大学が、自己責任で構築するも
のという位置づけです。ですが、外に向いた
部分の仕様を共通化することで、例えば無線
LAN のローミングをできるようにするとか、
学生が単位互換で他大学に行ってそこのシス
テムが利用できるとか、いろいろなメリット
が出てきます。「大学間連携のための全国共
同電子認証基盤構築事業」のコンセプトはこ
うした仕様の共通化を目指すもので、その際
に技術として PKI を活用していることで
UPKI と呼んでいます。ただし PKI オンリー
ではないことは申し上げておきます。

2.　UPKIの経緯
旧 7 帝大にそれぞれあった大型計算機セン

ターに、後からできた国立情報学研究所（以
下、NII と略す）を加えた 8 センターは、現
在では全国共同利用情報基盤センターと呼ば
れています。平成 16 年に、この 8 センター
のセンター長会議の下に、情報交換を目的と
して認証研究会を作りました。情報交換だけ
では力がないので、平成 17 年に認証研究会
のメンバーを中心に認証作業部会というのを
つくりまして、8 センター共同で文部科学省
に概算要求を行うとともに、実質的な活動の
スタートを切りました。さらに平成 18 年度
からは、文部科学省により「大学間連携のた

めの全国共同電子認証基盤構築事業」が、3
年間の事業として予算措置を認められること
になりました。予算は要求から大幅に圧縮さ
れましたが、大義名分があることで堂々と進
めることができるようになりました。認証作
業部会は 7 大学プラス NII、東工大、高エネ
研等のメンバーを中心として構築を推進して
います。

さらに 7 大学だけでは推進できませんの
で、UPKI イニシアティブ 1）というバーチャ
ルの組織を作りました。新しいことを始める
ときにこの枠組みを使ってパブリックコメン
トをしたり、情報公開を積極的に行っていき
ます。大学関係者ならメール登録するだけで
正会員になれますし、企業の方でも準会員と
してメーリングリストを購読することができ
ます。

それでは UPKI の効果は何かというと、ま
ず、7 大学の情報基盤センターと NII が連携
した体制がとられたことが挙げられます。7
大学はそれぞれに認証基盤を構築する必要に
迫られていますが、正直にいいまして、私立
大学や小規模な国立大学の方が先行している
のが実情です。組織が大きい上に、部局の自
治とか、いろいろな要素が足枷になって遅れ
てしまったところを何とか挽回して、昔の 7
センターのモデルに従って地域の核になりた
いという思いがあります。一方の NII も
SINET のようなインフラ提供だけでは将来
性がないわけで、今後は上位レイヤーとの認
証連携も含めたサービスを提供していかない
と生き残れないという危機感があります。

それらによって期待される効果ですが、ま
ず大学間の相互認証によって研究リソースや
コンテンツの有効利用が可能になります。例
えば教育コンテンツとして e ラーニングを共
有するとか、あるいはさらに進んで単位互換
までいくかもしれません。

セキュリティに関していえば、今は平文の
電子メールが当たり前ですが、これはいつ大
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事故が起きても不思議でない状態といえま
す。また大学に限ったことではありません
が、積極的に電子署名と暗号化を使うこと
で、電子決済や電子回覧の安全性が向上し、
事務の効率化が可能になります。そして無線
LAN のローミングなど、他大学に行っても
安全にネットワークを貸し借りすることも可
能になります。

さらに 7 大学の情報基盤センターはスー
パーコンピューターセンターでもありますの
で、グリッドも対象になります。神戸に超高
速のペタコン・コンピューターができること
になりましたが、それを全国の大学関係者は
どのように使うのか、提言していく必要性を
感じています。

こうした事業コンセプトが認められたわけ
ですが、これを全国共同でやる意義はといえ
ば、リソースとかコンテンツの共有、グリッ
ド、電子図書化など多方面に広がります。ま
た、学生とか教員の流動性がこれから高まっ
ていくことは避けられず、学生の単位互換や
卒業生のサポートなどを、国立大学としても
考えざるをえない時代となりました。教員は
昔から非常勤講師や共同研究、あるいは他大
学に転出したけれども前の大学で実質研究し
ているなど、いろいろなケースがあります。
そういう状況をいかに電子的にサポートして
いくかということも必要になります。

もう一つ、国立大学間では事務系職員は人
事交流が非常に盛んだったのですが、法人化
によってハードルが高くなってしまいまし
た。そんな状況下でも情報交換を促進するこ
とによって、国立大学間の新たな絆を作って
いくことにも貢献できると思っています。

UPKI を採用した大学における効果として
は、例えばセキュリティレベルを上げていく
のに、全国標準のレベルでやろうということ
です。セキュリティポリシーと実施手順を見
直すときに、システムそのものが共通仕様に
なっているとやりやすいのです。あるいは何
か新しいシステムを導入するときに、国立大
学では自学のやり方をそのまま電子化するこ
とが多く、そのため非常に高コストになって
しまいがちです。そういうところを共通仕様
にすることで、コスト削減が可能になるとい
うことです。

さらには国際連携とか、産学連携、地域連
携に展開していくこともあります。国際標準
に対応していくことも必要ですし、日本の電
子政府の認証基盤である GPKI、LGPKI、
JPKI などとの連携も考えていきたいと思っ
ています。セキュリティポリシーについて
も、2006 年度に「政府機関の情報セキュリ

ティ対策のための統一基準」2）ができまして、
国立大学法人もこれに準じた対応をするよう
に、いわれています。それをシステムに実装
していくのに UPKI の活動は役に立つと
思っています。

ちなみに諸外国の状況ですが、Web のサー
ビ ス と し て は、 米 国 の Internet2 の
Middleware Architecture というワーキング
グループで作られた、Web のシングルサイ
ンオンの仕組みである Shibboleth 3）がありま
す。これは SAML と呼ばれる Web のシング
ルサインオンの標準化に大きな貢献をしてい
て、SAML2.0 の仕様にも反映された部分も
あります。Shibboleth は、米国よりもヨー
ロッパでの採用が多く、特に図書館系での実
績が豊富です。そして大学系 PKI としては、
Internet2 の HEPKI 4）というプロジェクトが
1994 年ごろからスタートしていて、10 年以
上の歴史があります。調査に出向いた際に
も、最初は非常に美しい話だったのですが、
突っこんで聞いていくと、「いまだにパイ
ロット事業のレベルを出ていない」というよ
うな発言も飛び出し、PKI の運用は本当に大
変なことだと再認識させられました。UPKI
は PKI を積極的に使おうとしていますが、
米国の轍を踏まないように、先達の経験に学
びつつ、それを乗り越える方法を研究してい
きたいと思っています。

図 1

UPKI は PKI ベースですが、基本アーキテ
クチャを図 1 の通り考えています。この 3 階
層を、われわれは実印・認印・銀行印モデル
とか呼んでいます。まず 2 層目で、各大学で
は各キャンパスで PKI を持つこを想定して
います。これはすでに東京工業大学や大阪大
学で導入されているものですが、ここは各大
学で独自に運用されるものになります。

PKI の一番実用的な例としては Web の
SSL サーバ証明書があります。それは全世界
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で通用するものでないと意味がありませんか
ら、2 層目のキャンパスの部分と 1 層目の
オープンドメインと呼んでいるパブリックの
部分は、独立でないといけません。もうひと
つ 3 層目にグリッドの世界があります。これ
は国際的に通じるものでないといけないので
すが、通常の PKI 証明書とは違うセキュリ
ティモデルで運用されています。このように
3 階層が独立しながら、なおかつ縦の連携、
大学同士の横の連携を実現していくのが
UPKI の考え方になります。

3.　UPKIの成果
これまでに実現した UPKI の成果を 6 項

目にまとめてありますので、これを順番に紹
介していきます。

3.1　UPKI 共通仕様の制定
UPKI 共通仕様は UPKI の根幹となるもの

で、先ほど説明した 3 層モデルのキャンパス
PKI の部分において共通仕様を作るもので
す。共通仕様を作る意味ですが、1 点目は連
携性にあります。大学間でお互いに信頼関係
を作るために、相互運用性を考慮した共通仕
様を作って、保証レベルを平準化するもので
す。2 点目として、コストの削減があります。
CP/CPS という UPKI のポリシーを策定する
ための人的コストを削減すること。さらに、
同一仕様のシステムを全国の大学が導入する
ことで、ベンダーのカスタマイズ費用が削減
され、結果的に大学の調達費用が削減される
ことになります。

キャンパス PKI の運用モデルには 3 種類
あります。1 つ目の「フルアウトソースモデ
ル」とは完全にサービスを企業に任せてしま
う方式で、大阪大学はこのモデルです。2 つ
目の「IA アウトソースモデル」は、PKI の
発行局（CA）うち発行局（IA）をアウトソー
ス先に置き、登録局（RA）は自学内に持つ
タイプで、東京工業大学はこのモデルです。
3 つ目が、全部自学で持ってしまう「イン
ソースモデル」で、東京大学の UT―CA が
このタイプになります。

共通仕様とはそもそも何なのか。国立大学
の調達は入札が原則ですから、導入にあたっ
ては仕様書を書く必要があります。今までは
他大学の仕様書を参考にしたりしていました
が、最近はセキュリティの格付している中で
こうした文書のやりとりですら面倒になって
きています。そこで、仕様書の雛型があると
みんな便利だろうということで、調達仕様の
ガイドラインを作りました。これは仕様のテ

ンプレートが付いていて、これを使うと誰で
も間違いない仕様が書けます。さらに運用に
必要な CP/CPS ガイドラインも作成しまし
た。これらは 2006 年度の成果としてまとめ
まして、2007 年 1 月にパブリックコメント
を求め、2007 年 6 月から UPKI のホームペー
ジに公開しました。

3.2　 サーバ証明書発行・導入の啓発・評価
研究プロジェクト

平成 18 年度に SINET 加入機関を対象と
して、SSL サーバ証明書に関する調査を行い
ましたが、利用が進んでいない状況が分かっ
てきました。使われていない理由を聞いてみ
ても未回答が半分以上で、これは「分からな
い」人だと想像できます。そこで NII が SSL
サーバ証明書を発行し、それを各大学に使っ
てもらうことで、サーバ証明書の意義を理解
してもらうという啓発プロジェクトをはじめ
ました。

これを UPKI 的に言いますと、図 1 の 1 層
目のオープンドメインと呼ばれる全世界に通
用する部分の話になります。そこで必要とな
るのは、機関と申請者の本人性確認と実在性
確認になります。実在性確認は機関が本当に
あるのか、申請者が本当にその機関に所属し
ているのか、本人性確認というのは、申請が
本当にその機関のその申請者から出されたも
のであるかということを確認する作業です。

通常、ベンダーから電子証明書を購入する
と確認の電話かかってきます。その時に不在
で、秘書が「後で折り返し電話します」と
言っても、「本人がいてくれないと駄目です」
ということで、また何日もかかることが現実
にあります。きちんと確認することは当然な
わけですが、大学で PKI に基づいた認証基
盤があれば、本人性は IC カードで確認でき
るようになりますというのが UPKI の考え
方です。

例えば、国立大学の京都大学の中に学術情
報メディアセンターという組織があって、そ
こに教授として岡部寿男という人間がいると
いうことを、大学自らが示せないで、ベン
ダーからのそういう電話によって確認してい
る現状には、違和感を感じます。そこで、機
関の実在性認証と申請者本人がその機関に所
属しているということの確認を、NII と機関
とでうまく役割分担することによって、より
セキュアで低コストのシステムができるので
はないかと考えたわけです。

今回考えた枠組みは、まず NII がレンタル
している認証局を使って、責任を持って証明
書を発行し、一方で大学の中にどういうサー
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バが立っていて、それを誰が管理しているか
という責任審査は、各大学に担当してもらう
ものです。NII が中央から直接やろうとする
とコストがかかりますし、事故の確率が上が
りますので、そこを最適化しようというのが
趣旨です。実際には、各大学で機関責任者の
もとに登録担当者を立てていただいて、その
方が学内からの申請を確認した上で、NII に
一括申請するような枠組みを作っています。
商用サービスには、オンライン認証と機関認
証の 2 タイプありますが、オンライン認証
は、メールが届く人が申請したということだ
けしかありません。それに対して機関認証は
本当にその人がいることを電話などで確認す
るタイプです。UPKI ではその中間で、ナ
イーブにやるとバツが付くところを、その大
学で責任を持ってもらうことでマルにしよう
という考え方をとっています。その結果、電
子証明書の発行対象の部分にドメイン証明と
機関認証をつけることができるようになりま
す。

対応プラットフォームとしては、主要な
Web サーバ、ブラウザに対応できるように
なっています。

参加対象ですが、基本的には SINET 加入
機関のうちの大学、短期大学、高専、大学共
同利用機関、独立行政法人と公益法人です。
それから日本には法人格を持たない学会が多
くあって、それらにも組織ドメインに対応し
た、機関認証付きの証明書を発行することが
大事だろうとわれわれは思っております。そ
のために日本学術会議協力学術研究団体に
オーソライズされた団体については、法人格
がなくても証明書を発行します。

機関単位に責任者を立てて申込をいただ
き、機関で一つのドメインを使うことを想定
しています。条件は幾つかありますが、まず
は評価プロジェクトなのでフィードバックを
してもらうこと、組織内で本人性確認はきち
んとやってもらうこと、最後に機関と NII と
のやりとりは試験的に S/MIME を使って安
全性保証しています、それをお手伝いくださ
いということになってます。

発行条件のハードルは高くありません。他
の組織に発行してはいけない、ドメインは原
則として ac.jp ドメインとする、本当に必要
なときに発行することなど、幾つかの条件は
付けていますが、基本的には特別な条件は付
けていませんし、費用も取っていません。こ
ういうかたちで 2007 年 5 月にスタートして、
35 機関に参加いただいてます。

3.3　大学向け認証局スタートパックの開発
NII に NAREGI 5）というグリッドのプロ

ジェクトがありまして、そこで NAREGI-CA
という PKI 用のソフトウェアを開発してき
ました。これはオープンソースとしてフリー
で配布していますが、商用の CA 製品と同等
の運用が可能ですので、UPKI をオープン
ソースで実現するときのソフトウェアとして
活用できます。

NAREGI-CA を、無線 LAN の認証用に
パッケージ化したものが、大学向け認証局ス
タ ー ト パ ッ ク で す。FreeRadius と
OpenLDAP との組み合わせで、比較的簡単
に無線 LAN の 802.1X のサーバー認証を実
現できます。802.1X 認証にはバリエーショ
ンがありますが、このスタートパックで使う
のは一番セキュアな EAP-TLS で、クライア
ントにも証明書を入れるタイプです。

3.4　大学間無線 LANローミング
次に大学間無線 LAN ローミングの話にい

きます。EduRoam 6）は、ヨーロッパを中心
とした学術系、大学関係の無線 LAN のロー
ミング方式です。ヨーロッパの大学関係では
デファクトスタンダードであり、オーストラ
リアや香港、台湾などでも使われています。
簡単にいうと、EduRoam に参加する大学に
所属する利用者は、他の参加組織で無線
LAN を使える仕組みです。

日本でも eduroam.jp 7）という Web サイト
が上がっていて、参加組織は NII、北大、東
北大、高エネ研、京大、九大です。正直、ま
だ実験段階で、所属の組織全員にアカウント
を配布しているのは、高エネ研だけです。高
エネ研の人たちはヨーロッパに行く機会が多
くて、向こうで何もせずにネットワークが使
えるので喜ばれています。逆に東北大や北大
は技術開発に力を入れています。

仕組みは簡単で、端末から ID パスワード
送信すると、RADIUS 連携を使ってその人
の所属大学の RADIUS サーバーに聞きにい
きます。非常にシンプルなのが利点ですが、
本格的に運用しようとするとセキュリティ上
で不安なところがあります。一つの問題は、
他大学に移動してそこで認証をもらったら利
用者は、他大学のアドレスが付いているので
所属大学のリソースにアクセスできないとい
う問題があります。もう一つは、何か悪いこ
とをしたときに移動先のアドレスになるの
で、クレームも移動先の大学に来るわけで
す。そういうことがあると、ネットワークを
貸したくないという話が当然出てきくると思
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います。
そこで eduroam.jp では、認証をしても

らったら、そこから先は所属大学に VPN を
張って使ってもらうことを提案しています。
これは私が昔からやっている「みあこネッ
ト」8）で実現している方式そのものですが、
VPN を通して使うことによって、外へ出て
いくときも所属大学のアドレスになります
し、学内アドレスなので所属大学のリソース
を使うことができます。ヨーロッパの人はこ
れに対して、セキュリティと利便性のトレー
ドオフですので、ポジティブな意見とネガ
ティブな意見とありまして、今議論をしてい
るところです。

3.5　SAML、Shibboleth等のSSO調査・検討
Web のシングルサインオンの方式につい

ては現在調査・検討の段階なのですが、米国
等で中心になっている Shibboleth という方
式を日本に持ってくることを検討していま
す。コンテンツサービスの国内における先進
事例としては CAS2 を使った名古屋大学
ポータル等のシステムがあり、これを大学で
行うコンテンツサービスや大学間連携に使う
にはどうしたらいいかを検討しているところ
です。

3.6　S/MIME 証明書の実証実験
S/MIME という、PKI ベースの電子メー

ルの証明暗号化方式がありますが、実用化が
進んでいません。政府機関統一基準でも「暗
号メールは S/MIME」と推奨されています
が、実使用に際しては面倒なことが多くあ
り、UPKI ではそのあたりの検証を行ってい
ます。

4.　国立大学法人等における情報セキュ

リティポリシー策定

NII の「国立大学法人等における情報セ
キュリティポリシー策定作業部会」と、電子
情報通信学会の「ネットワーク運用ガイドラ
イン検討 WG」の合作した、「高等教育機関
の情報セキュリティ対策のためのサンプル規
程集」9）について説明します。

大学のセキュリティレベルを上げる必要性
は、誰もが分かっていることです。しかし、
セキュリティポリシーや実施規程を策定し、
学内のコンセンサスを得て、それを定着させ
ていくには大変なコストがかかります。しか
もそのためには、大学業務の特殊性であると
か、教育とか研究の実際を理解した上で、最

新のセキュリティ事情などの広範な専門知識
が必要になってきます。専門家でも一人では
やっていられない状態になってきています。
そこで専門家が集まって、雛型作りを行うこ
とになりました。2001 年度の「大学におけ
る情報セキュリティポリシーの考え方」策定
という 7 大学共同の活動をスタートに、電子
情報通信学会の活動などの積み重ねがありま
して、平成 18 年度から平成 19 年度にかけて
最終的な成果物にまとまり、出来上がったサ
ンプル規定集は、600 ページを超えました。
逆にいえば、きちんとやるとこれぐらいの量
になる内容があるわけで、これを各大学個別
に一から作るなどあり得ないことなのです。

規程集の「証明書ポリシー認証実施規程」
の部分は、UPKI 共通仕様がリファーされる
形で取り入れられています。そのまま適用可
能な部分と、カスタマイズが必要な部分があ
るのですが、こうした雛型があるだけで、ず
いぶん各大学の担当者が楽になるだろうと考
えています。

また政府統一基準に従わないといけないの
ですが、これにもいろいろ問題がありまし
た。例えば大学教員は政府機関統一基準でい
うところの行政事務担当者なのか否かという
ことです。成績を付けているときだけ行政事
務担当者なんじゃないかとか、いろいろな意
見がありましたが、そういうことも含めてサ
ンプル規程集に盛り込まれています。高品質
でかつ共通仕様のものを皆さん簡単に使って
いただけるのが今回のサンプル規定集の特長
です。

5.　京都の大学連携
大学の連携をどうやって考えていくかとい

うことで、京都の事例を申します。京都には
大学コンソーシアム京都 10）という財団法人
があります。これは京都に足掛かりのある
47 大学によるコンソーシアムで、メインと
なる単位互換制度が数年前から動いていま
す。他大学の授業を受講するためには、本来
ならば科目等聴講生などの手続をしなければ
いけませんが、無料で受講できるようになっ
ています。しかも京都駅前に、京都市が建て
たキャンパスプラザ京都という立派なビルが
あり、幾つかの講義はここで受講できるよう
になっています。従って 1 時間目は立命館の
講義、2 時間目は京都大学の講義のようなこ
とが可能です。これを本当に動かしていくた
めに今後何が必要かというと、一つは紙ベー
スでやっている単位認定の電子化です。本来
的には e ラーニングコンテンツも含めてオン
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ラインで他大学のリソースにアクセスできる
ようにならないといけませんし、成績のやり
とりも電子化されるべきだと思います。また
現在はお金のやりとりをするとかえってコス
トがかかることもあり、受講料が無料になっ
ていますが、将来的には受講科目数に応じて
お金が流れる仕組みも必要だと考えていま
す。

もう一つ、キャンパスプラザ京都には共用
の Web 端末があるのですが、認証がありま
せんので誰でも使える状態になっています。
この施設は誰でも入れるので、セキュリティ
上非常によろしくないのですが、こういうと
ころにこそ大学間共通の認証システムがあっ
てしかるべきだろうと考えています。

また現在、京都大学は、学内認証基盤の構
築に取り組んでいます。京都大学の学術情報
メディアセンターと事務本部の電子事務局
は、共同で情報環境機構というバーチャルな
組織を作っており、その配下の認証タスク
フォースは教職員系と教育系の二系列の認証
系システムの設計をしています。

さらに京都大学は、今後の取り組みとし
て、遠隔講義とか、TV 会議をつなぐ認証も
考えていますし、電子メールの暗号化も検討
しています。またオープンコースウェアを
やっているのですが、その延長線上に e ラー
ニングがあります。オープンコースウェアと
e ラーニングの違いですが、オープンコース
ウェアはオープンなので全部見せてしまうの
ですが、e ラーニングは学生に最後まで答え
を見せないで、問題を解いてから採点して答
えを見せるので、そういうところには認証が
必須になってきます。そういうところにも活
用していけるかなと思っています。

6.　まとめ
事業の今後の課題としては、今行っている

活動に加えて、先ほど説明した 3 階層モデル
それぞれについてもう少し深めていく必要が
あると思っています。事業主体は NII プラス
7 大学ですが、7 大学は決して先行している
わけではありませんし、まして 7 大学限定で
考えているわけではありません。7 大学はと
にかく自分のところをしっかり固めた上で次
を考えないといけないので、なかなか大変な
状況で、そのためにもぜひ先例を学びたいと
思っています。出来るだけ情報交換の機会を
つくっていきたいと思っていて、そのための
枠組みが UPKI イニシアティブですので、皆
様にもこれをぜひ活用していただければと
思っています。
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