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概要 

本稿では、革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）を構成

する認証基盤に関わる国立情報学研究所の活動について報告する。 
 

1 はじめに 

革新的ハイパフォーマンス・コンピューティ

ング・インフラ（High Performance Computing 
Infrastructure: HPCI）[1]では、ネットワーク上に分

散した計算資源や Web アプリケーションに対して

統一したアカウント情報で認証できる環境（シン

グルサインオン）を提供している。シングルサイ

ンオンを実現するため、国立情報学研究所（NII）
と計算資源を提供する機関（HPCI システム構成機

関）において、公開鍵認証基盤に基づく Grid 
Security Infrastructure（GSI）[2]および Shibboleth[3]
を用いた認証基盤の運用を行っている。 

本稿では、HPCI 認証基盤の活動について報告

する。2 節では、HPCI 認証基盤の概要ついて述べ

る。3 節から 5 節では、HPCI 認証基盤の近年のト

ピックや日々の取り組みなどについて報告する。

最後に 6 節では、まとめを述べる。 
 
 

 
図 1 HPCI 認証基盤 

2 HPCI 認証基盤 

HPCI 認証基盤では、HPCI 上の計算資源および

Web アプリケーションに対するシングルサインオ

ンを提供している。計算資源の利用時は HPCI 認

証局が発行する電子証明書を用いたGSI認証、Web
アプリケーションの利用時は HPCI アカウントを

用いた Shibboleth 認証が行われる。[4] 
HPCI 認証基盤は、HPCI 認証局とその関連シス

テム、HPCI システム構成機関の Identity Provider
（IdP）サーバおよび GSI-SSH サーバで構成されて

いる。 
NII は、HPCI 連携サービス運営・作業部会 認

証基盤サブワーキンググループ（Sub-WG）として

HPCI 認証局を運用しており、これに加えて HPCI
証明書発行システムや Discovery Service（DS）サ

ーバなどの関連システムの運用や HPCI 認証基盤

に関連するソフトウェア開発を行っている。また、

認証基盤 Sub-WG は、HPCI の運用開始当初から

HPCI 運用事務局ヘルプデスクに対する運用支援

業務も担当している。 
図 1 は、HPCI 認証基盤の構成と利用者が計算

資源にシングルサインオンする際の手順を示して

いる。利用者は、計算資源利用時の GSI 認証に使

用する電子証明書の発行を HPCI 認証局から受け

るため Web アプリケーションである HPCI 証明書

発行システムに HPCI アカウントを用いてサイン

オンする。証明書発行システムにおける利用者認

証は Shibboleth 認証により行われ、認証処理は DS
サーバを介して当該利用者の HPCI アカウントを

管理する組織（プライマリセンター）の IdP サー



バにリダイレクトされた後、IdP サーバでの認証に

成功すると当該利用者の属性情報が証明書発行シ

ステムに通知される。証明書発行システムは、

HPCI 利用者にクライアント証明書および代理証

明書を発行する。クライアント証明書は、利用者

に対して 1年に 1回発行される電子証明書であり、

発行後は証明書リポジトリに格納される。これに

対して代理証明書は、利用者のクライアント証明

書から作成される有効期間の短い（最長 1 週間）

電子証明書であり、利用者は証明書発行システム

上で自らの代理証明書を作成して、ローカル端末

内に保存することができる。代理証明書が保存さ

れたローカル端末からは、HPCI システム構成機関

が運用する GSI-SSH サーバの GSI 認証によりパス

ワード等を入力することなく計算資源にサインオ

ンできる。 

3 HPCI 認証局 

この節では、HPCI 認証基盤の中核となる HPCI
認証局について述べる。 

 
3.1 概要 

HPCI 認証局は、各種電子証明書の発行を行う

にあたり、HPCI 認証局ポリシー管理委員会が定め

る HPCI 認証局運用規程[5]に従って運用されてい

る。HPCI 認証局運用規程は、Interoperable Global 
Trust Federation（IGTF）[6]が規定する認証局に対

する最低限の運用要件（認証プロファイル）の１

つである MICS （ Member Integrated Credential 
Services）プロファイル[7]に準拠しており、HPCI
認証局は MICS 運用要件を満たす認証局として、

平成 26 年 8 月に IGTF の認定を受けている。 
MICS プロファイルに従う認証局には、発行局、

登録局、公開リポジトリに加えて、認証局とは独

立に運用されるアイデンティティ管理システムが

存在する。認証局は、アイデンティティ管理シス

テムで管理されているアイデンティティ・データ

を利用して証明書を発行する。[8] 
HPCI 認証局運用規程では、アイデンティティ

管理システムを「HPCI-ID 管理機関」と定義して

おり、HPCI 運用事務局（HPCI 利用の課題選定お

よび共通窓口業務を行なう。）、最寄りセンター（課

題の申請代表者または代理としての副代表者が対

面により本人確認を行なう。）およびプライマリセ

ンターがこれに相当する。また、HPCI システム構

成機関が証明書検証者に該当する。 

表 1 証明書発行枚数（平成 28 年 10 月 18 日現在） 
証明書 総発行枚数 有効枚数 
クライアント証明書 1911 枚 269 枚 
ホスト証明書 410 枚 76 枚 
サービス証明書 521 枚 105 枚 

 

HPCI 認証局では、認証局のソフトウェア実装

として NAREGI-CA[9]を採用しており、利用者向

けのクライアント証明書の他に、GSI-SSH サーバ

や共用ストレージ向けのサーバ証明書として使用

されるホスト証明書およびサービス証明書の発行、

これらの証明書失効リスト(CRL)の発行を行って

いる。 
平成 28 年 10 月 18 日現在の HPCI 認証局におけ

る証明書発行枚数は、表 1 に示すとおりである。 
 

3.2 監査 
HPCI 認証局では、HPCI 認証局運用規程に準拠

すなわち MICS 運用要件を満たす運用がなされて

いるかについて、年 1 回の内部監査を実施してい

る。内部監査は、HPCI 運用事務局、最寄りセンタ

ー、プライマリセンターおよび HPCI システム構

成機関を対象として実施を依頼する。また、HPCI
認証局については認証局自身による自己監査を行

う。各機関からの回答および自己監査の内容を

HPCI 認証局にて精査を行い、改善すべき事案があ

る場合は対応案を検討の上、必要が有れば HPCI
連携サービス運営・作業部会へ展開し、該当機関

には対応策の実施を依頼する。 
平成 28 年度は、プライマリセンター向けの内

部監査においてアカウントのライフサイクルおよ

び認証情報送信に関する問題が確認され、現在は

当該機関と協力しつつ改善に向けて検討を進めて

いる。また、これまで MICS 運用要件を満たす認

証局向けの監査チェックリストは IGTF でも確立

されておらず、HPCI 認証局で独自に用意したもの

を利用していたが、今回 MICS 運用要件に従う他

の認証局でも利用可能なように整理し、それを平

成 28 年 9 月に開催された EUGridPMA face-to-face 
meeting にて共有しており、我々のチェックリスト

が IGTF からも参照されている。 
 
3.3 GSI 認証のホスト同定方法変更 

Globus Alliance が提供する Globus Toolkit の
GSI 認証におけるホスト同定のデフォルトアルゴ

リズムが RFC2818 準拠のものを既定とする“strict 
mode”に変更された[10]ため、これに対応すべく 



表 2 DNS ラウンドロビンの例 
FQDN 正引きして得られる IP アドレス 
login 10.0.0.1 または 10.0.0.2 
login1 10.0.0.1 
login2 10.0.0.2 
 
HPCI 認証局は、既存のサーバ証明書の失効および

複数 subjectAltName 値を設定した証明書の再発行

を平成 28 年 2 月に行った。その詳細は以下のとお

りである。 
これまでの GSI 認証におけるホスト同定は、以

下の手順にて行われていた。 
1. クライアントが FQDN でサーバにアクセス 
2. FQDN から正引きした IP アドレスを使用し

て FQDN を逆引き 
3. 逆引きして得た FQDN がサーバ証明書の

subjectAltNameまたはCNに含まれているこ

とを確認 
新たにデフォルトアルゴリズムとなった“strict 

mode”では、以下のとおり逆引きを求めない。 
1. クライアントが FQDN でサーバにアクセス 
2. FQDN がサーバ証明書の subjectAltName に

含まれていることを確認 
クライアントが“strict mode”を利用する場合、

DNSラウンドロビンを利用して冗長化かつこれま

でのサーバ証明書を使用しているとアクセス時の

FQDN がサーバ証明書の subjectAltName に含まれ

ないためホスト同定することができない。表 2 に

示すように名前解決される場合、login にアクセス

すると実際は login1 または login2 のどちらかにア

クセスする。アクセス先が login1 であった場合、

そのサーバ証明書の subjectAltNameの値は"login1"
で、アクセス時の FQDN と異なるためである。 

HPCI認証局では、今回の変更への対応として、

同一 IP アドレスを返す FQDN のうち、アクセスす

る際に利用されるその全てをサーバ証明書の

subjectAltName に含めることができるよう証明書

プロファイル[11]を変更した。例えば、表 2 に示す

ように名前解決される場合、login1 で使用するホ

スト証明書の subjectAltName には"login, login1"を
設定することになる。（図 2） 

HPCI 認証局では、ホスト証明書およびサービ

ス証明書の発行申請を HPCI 証明書発行システム

から行うことができるが、平成 28 年 10 月時点で

は subjectAltName に複数の FQDN を持つ証明書署

名要求（CSR）には対応しておらず、ご不便をお 

 
図 2 “strict mode”への対応例 

 

かけしたが、次回の証明書更新申請に間に合うよ

う本年度内のシステム改修を予定している。 
今回の変更のように証明書利用者の不備では

ない事象により証明書の置き換えをせざるを得な

い場合も失効申請の提出が必要な証明書失効フロ

ーであった。証明書利用者に起因しないが、HPCI
認証局が失効を必要と判断する状況において証明

書の失効が行えるよう HPCI 認証局運用規程を改

定し、業務の改善を行う予定である。 

4 システム運用・ソフトウェア開発 

この節では、NII が担当する HPCI 認証基盤のシ

ステム運用およびソフトウェア開発に加えて

HPCI 認証基盤全体に関わる近年のトピックを報

告する。 
 

4.1 NAREGI-CA 
NAREGI-CA ソフトウェアは、認証局において

電子証明書を発行するためのソフトウェアであり、

電子証明書を扱う上で必要な暗号を利用できるラ

イブラリを内包し、認証局を運用するために必要

な機能を提供するプログラムを含む self-contained
なパッケージである。一般的な認証局構築模型を

実現するために、NAREGI-CA ソフトウェアは認

証局機能を分離した複数のサーバ上で連携して動

作するように設計されている。 
NAREGI-CA バージョン 2.x では、認証局構成

サーバ間通信に SSL3.0 を利用していたが、平成

26 年 10 月に発見された SSL 3.0 の深刻な脆弱性

（それを利用する攻撃手法は POODLE と名付け

られた）に可及的速やかに対応するため、TLS 1.2
の提供する機能のうち、必要最小限のものを実装

した。また、暗号ライブラリの強化を行ない、次

世代ハッシュアルゴリズムである SHA-3 および

SHA-2 ファミリから SHA-512/224 と SHA-512/256
を実装した。これらの改修をまとめて多くのバグ

フィックスを施したものをバージョン 3.0 として

公開した。SHA-3 を利用する電子署名機能につい

て、将来の導入および展開に迅速に対応可能とす

るために、先行的に開発に取り組んでいる。 



NAREGI-CA バージョン 3.0 における TLS ライ

ブラリは、必要最小限の機能しか実装されていな

いため、近年その重要性が認識されている前方秘

匿性を有していなかった。前方秘匿性とは、サー

バの秘密鍵が漏洩しても、過去の暗号化された通

信データの復号化を容易に実行できない特性のこ

とである。秘密鍵の漏洩は現実的問題として意識

共有されており、前方秘匿性は安全なサーバ構築

ガイドライン[12]では必須の特性とされ、また、

TLS 1.3 では必須の機能となることはほぼ間違い

のない状況である。本機能強化では、従来の TLS 
1.2 の実装に加え、前方秘匿性をもつ鍵交換アルゴ

リズムおよび標準となりつつあるブロック暗号モ

ードの実装を行い、より安全な暗号スイートを利

用して通信を行う機能を NAREGI-CA ソフトウェ

アに実装した。本機能強化により、サーバ間通信

の安全性が向上し、より安全な認証局運用を行う

ことが可能となった。前方秘匿性を有する TLS 機

能が利用できる NAREGI-CA ソフトウェアはバー

ジョン 3.1 として本年度に公開する予定である。 
 
4.2 パスフレーズルール強化 

HPCI 証明書発行システムには、利用者が設定

する全てのパスフレーズについて、入力時にその

安全性確認を行う機能がある。安全性確認は、定

義された判定ルールの組合せに基づいて判定され

るが、その判定ルールにパスフレーズと英字氏名

の一致を判定するもの（英字氏名判定ルール）、代

理証明書と電子証明書のパスフレーズの一致を判

定するもの（代理証明書パスフレーズ一致判定ル

ール）がある。 
改修前の英字氏名判定ルールでは、事前に与え

られた英字氏名全体を比較文字列としており、姓、

名等のそれぞれが独立に考慮されていないため、

例えば、パスフレーズの一部に姓を含んでいる場

合、強度不足と判定されない問題があった。また、

現在の代理証明書パスフレーズ一致判定ルールで

は、電子証明書と代理証明書のパスフレーズが完

全一致するかを判定するのみで、電子証明書およ

び代理証明書のパスフレーズの最低文字数の差異

が考慮されていないため、例えば、電子証明書の

パスフレーズの一部に代理証明書のパスフレーズ

を含んでいる場合、強度不足と判定されないとい

う問題もあった。昨今のセキュリティ事情を鑑み、

より強度なパスフレーズを実現するため、英字氏

名判定ルールにおいては利用者が入力したパスフ

レーズと事前に与えられた英字氏名の姓名等を比

較対象として安全性を判定する機能を、代理証明

書パスフレーズ一致判定ルールにおいては利用者

が入力した代理証明書のパスフレーズと電子証明

書のパスフレーズを比較して安全性を判定する機

能を証明書発行システムに実装した。 
これらの変更は、平成 27 年 10 月 30 日に適用

を開始しており、電子証明書のパスフレーズにつ

いては、以下の全てを満たす必要がある。 
1. 12 文字以上であること 
2. アルファベット大文字、アルファベット小

文字、数字、記号の内、3 種類以上を含む

こと 
3. HPCI アカウントや、HPCI アカウントの

一部（@より前の部分、@より後ろの部分）、

HPCI-ID の数字部分を含まないこと 
4. 英字氏名の一部（姓、名、ミドルネーム）

を含まないこと 
また、代理証明書のパスフレーズは、下記の全

てを満たす必要がある。 
1. 8 文字以上であること 
2. アルファベット大文字、アルファベット小

文字、数字、記号の内、3 種類以上を含む

こと 
3. HPCI アカウントや、HPCI アカウントの

一部（@より前の部分、@より後ろの部分）、

HPCI-ID の数字部分を含まないこと 
4. 英字氏名の一部（姓、名、ミドルネーム）

を含まないこと 
5. 電子証明書のパスフレーズと一致しない

こと 
6. パスフレーズ全体が、電子証明書のパスフ

レーズの一部に含まれないこと 
 
4.3 代理証明書の取り扱いについての注意喚起 

HCPI 証明書発行システムからダウンロードし

た代理証明書には秘密鍵も含まれており、代理証

明書が漏えいすると同時に対をなす秘密鍵も漏え

いすることとなる。最長１週間の有効期限内に代

理証明書の漏えいしたアカウントを使って HPCI
システム構成機関の計算資源へ第三者が不正にサ

インオンする可能性があるため、平成 28 年 2 月よ

り、ダウンロードした代理証明書の取り扱いにつ

いて利用者に注意喚起を促すメッセージを証明書

発行システム利用時に表示することでダウンロー

ドした代理証明書の安全な管理の徹底の要請、漏



えいの疑いがある場合は HPCI 運用事務局ヘルプ

デスクへ連絡が必要なことへの利用者のご理解と

ご協力が得られるよう周知に努めている。 
代理証明書の漏えいが疑われる場合、HPCI 申

請支援システムに用意されているアカウント失効

フローを実施して該当の利用者の HPCI アカウン

トおよびローカルアカウントを失効することにな

るが、代理証明書の有効期限は最長１週間である

ため、その有効期限を確認した上でアカウント失

効フローを実施するかを判断する対応フローを新

たに作成し、可及的速やかに対応できるよう業務

の改善を行った。 
 
4.4 GSI-SSHTerm 

HPCI において計算資源にアクセスするための

推 奨 仮 想 端 末 ソ フトウ ェ ア の １ つ と して

GSI-SSHTerm（NII 改修版）があり、NII では必要

に応じて独自の改修を実施している。例えば、リ

モートサーバ上のコマンドには処理に時間を要す

るものがあり、その処理中はクライアントとサー

バ間に通信が行われないため、結果としてセッシ

ョンが切断されることがある。これを回避する機

能としてハートビート機能があり、多くの SSH ソ

フトウェアが実装している。GSI-SSHTerm にはオ

リジナルからフォークしたものがいくつかあるが、

GSI 対応のソフトウェアでは、Globus Alliance によ

る GSI-enabled OpenSSH を除けば、我々が調査し

た限り NII 改修版の GSI-SSHTerm だけである。 
平成 26 年 7 月、GSI-SSHTerm を利用すると特

定のシステム構成機関のログインサーバにサイン

オンできない事象があり、調査の結果、この事例

ではクライアント・サーバ間で実行される

Transport Layer Security（TLS）ハンドシェイクに

おいて、クライアント（GSI-SSHTerm）が Finished
をサーバに送信した後、サーバからの電文

（ChangeCipherSpec および Finished）の読み込みバ

イト数が他の構成機関のサーバと比較して当該サ

ーバで少ないことが原因であると判明し、当該サ

ーバの挙動に対応するための実装強化を行った。 
平成 28 年 4 月、理化学研究所 計算科学研究機

構が資源提供する「京」へのログイン用 GSI-SSH
サーバにおいて利用可能なメッセージ認証コード

および Cipher（ブロック暗号及び暗号利用モード

の組み合わせ、ストリーム暗号）を高度化する設

定変更が行われ、GSI-SSHTerm が対応するメッセ

ージ認証コードの全てが当該サーバでは利用対象

外となりサインオンできない状態となったが、

「京」には別途のログイン用 GSI-SSH サーバとし

て HPCI ゲートウェイが用意されており、そのサ

ーバでは GSI-SSHTerm が対応するメッセージ認

証コードを利用できるため、「京」の利用時に

GSI-SSHTerm を使用する際はそちらに接続するこ

とを一時的な回避策として利用者に案内している。 
平成28年9月には、Globus.orgがGlobus Toolkit 

6.0 として提供する GSI-SSH サーバ用パッケージ

gsi-openssh-server を Version 7.1p2 に更新すると、

GSI-SSHTermを使用して GSI-SSHサーバにサイン

オ ン で き な い 事 象 が 報 告 さ れ て お り 、

gsi-openssh-server Version 7.1p2 の標準設定で

は GSI-SSHTerm が対応する Cipher の全てが使用

されないよう変更されたことが判明している。こ

れに対する一時的な回避策として、GSI-SSH サー

バの設定ファイル（/etc/gsissh/sshd_config）の項目

Ciphers に設定値として GSI-SSHTerm が対応する

Cipherであるblowfish-cbcを追加することをHPCI
システム構成機関へ案内している。 

前述のとおり、これらの事象それぞれに一時的

な回避策は存在するものの、昨今のセキュリティ

動向を踏まえて、安全なメッセージ認証コードお

よび Cipher の利用ができるようクライアント側に

おいても対応を行うことは重要である。問題の解

決および HPCI へのアクセス環境の安全性強化を

図る目的として、メッセージ認証コードは

HMAC-SHA2-256、Cipher については、ブロック

暗号は鍵長 128 ビットの AES、暗号利用モードは

CTR と CBC のそれぞれが利用できるよう、他の

GSI-SSHTerm 実装に先行して、本年度内に改修

を実施することを計画している。 
 

4.5 Shibboleth IdP Version 3 への移行 
HPCI 認証基盤では、これまで IdP サーバとして

Shibboleth Consortium が 提 供 す る Shibboleth 
Identity Provider（Shibboleth IdP） Version 2 をプラ

イマリセンターにおいて運用してきたが、平成 28
年 7 月 31 日をもってサポート終了となった。NII
とプライマリセンターでは、これに対応すべく、

後継となる Shibboleth IdP Version 3 への移行準備

を昨年より推進してきたが、平成 28 年 7 月末まで

に移行に関する全工程の着手を終えており、

Shibboleth IdP Version 3 による IdP サーバの運用が

開始されている。 



 
図 3 ログイン画面 

 

 
図 4 属性送信確認画面 

 
Shibboleth IdP Version 3への移行において、HPCI

証明書発行システムや HPCI 申請支援システム、

HPCI 情報共有 CMS などのサービスプロバイダ

（SP）への属性情報の通知を利用者が明示的に確

認できるようになったことが最も大きな変更点と

言える。この確認は、ログイン画面（図 3）に続

いて表示される属性送信確認画面（図 4）にて行

う。属性送信確認画面（図 4）には、IdP サーバが

SP へ通知する利用者の属性情報が表示される。属

性送信確認画面（図 4）で利用者が通知に同意し

ない限り属性情報は SP へ送信されない。属性情報

の通知に同意する際、SP に属性情報を提供するこ

とへの同意および同意の継続可否を選択すること

ができる。 
 

4.6 Discovery Service の実装 
DS サーバについては、これまで Shibboleth 

Consortium が 提 供 す る Shibboleth Centralized 
Discovery Service（Shibboleth CDS）を利用してき

たが、Shibboleth IdP Version 2 と同時にサポート終

了となったため、これに替わる実装として NII が

開発する学認DSを使用してDSサーバを再構築し、

既存の DS サーバに替えて平成 28 年 6 月 30 日よ

り運用を開始した。 

 
図 5 プライマリセンター選択画面 

 

 
図 6 デフォルトプライマリセンター保存画面 
 

 
図 7 デフォルトプライマリセンター確認画面 
 
DSサーバを Shibboleth CDSから学認DSに変更

するにあたり、両者の違いを考慮しつつ、利用者

が操作に迷うことがないよう、IdP サーバを選択す

るプライマリセンター選択画面（図 5）に表示す

る内容を極力合わせるようにした。 
学認 DS に置き換えたことにより、使用中の

Web ブラウザで利用するデフォルトプライマリセ

ンターを設定すると、次に HPCI アカウントによ



る認証が必要になった際にプライマリセンター選

択画面（図 5）を経由することなく、あらかじめ

選択しておいたデフォルトプライマリセンターの

IdP サーバで認証を行うことができるようになり

利便性が向上している。 
デフォルトプライマリセンターを設定する方

法は大きく分けて２つある。第一の方法としては、

プライマリセンター選択画面（図 5）にてプライ

マリセンターを選択する際にオプションを選択す

ることで行う。オプション選択内容によりデフォ

ルトプライマリセンターが記憶される期間は異な

る。第二の方法として、デフォルトプライマリセ

ンター保存画面（図 6）にてデフォルトプライマ

リセンターを選択する方法がある。デフォルトプ

ライマリセンターを未設定の状態で以下の URL
にアクセスした際はデフォルトプライマリセンタ

ー保存画面（図 6）が表示されデフォルトプライ

マリセンターを設定することができる。また、デ

フォルトプライマリセンターを既に設定している

場合にはデフォルトプライマリセンター確認画面

（図 7）が表示され、現在の設定内容の確認およ

び設定解除をすることができる。 
 
https://ds.hpci.nii.ac.jp/DS/WAYF 
 

4.7 ソフトウェア脆弱性情報の収集 
HPCI 認証基盤における脆弱性への対応は日常

業務として行っており、実施手順は以下のとおり

である。 
各ベンダーが提供するセキュリティアドバイ

ザリや Japan Vulnerability Notes（JVN）の脆弱性レ

ポート[13]に新規の脆弱性情報の掲載があるかを

１日１回確認するほか、NII の情報セキュリティイ

ンシデント対応チーム（NII CSIRT）からの注意喚

起等を契機として、NII 内部で情報共有を行い、対

応を開始する。 
 

表 3 対象別件数（カッコ内は影響なし件数） 
脆弱性の対象 件数 
Java Development Kit (JDK) 5 
OpenSSL 2 
Xerces-C 2 
Apache Tomcat 2 (1) 
OpenLDAP 1 
OpenSSH 1 
Shibboleth IdP 1 (1) 
Shibboleth SP 1 (1) 

HPCI 認証基盤において HPCI システム構成機

関の運用するシステムに影響する可能性がある脆

弱性の場合、速報として HPCI 情報共有 CMS にお

知らせページの作成を行う。これと並行して、脆

弱性が HPCI 認証基盤全体に及ぼす影響を調査し、

影響を受ける場合は検証環境にてセキュリティパ

ッチの動作確認や一時的な回避策の手順確認を行

った後、HPCI 認証局および関連システムのサーバ

に対しては緊急メンテナンスとして対応策を適用

する。HPCI システム構成機関に影響がある脆弱性

については HPCI 連携サービス運営・作業部会の

メーリングリストに調査結果を展開し、HPCI 情報

共有 CMS に作成したお知らせページに対応方法

等の情報を掲載する。脆弱性の影響を受けない場

合、HPCI 情報共有 CMS に作成したお知らせペー

ジは「影響なし」で更新し、該当システムのサー

バについては、年 4 回実施している定期メンテナ

ンス時に当該対応策を適用する。 
平成 27 年 9 月から平成 28 年 8 月までの期間に

おいて、HPCI システム構成機関に影響する可能性

がある脆弱性として HPCI 情報共有 CMS にお知ら

せページを作成したのは 15 件、その内訳は脆弱性

の影響を受けるため対応が必要だったものが 13
件、残り 2 件は提供マニュアル通りに環境構築を

行っていれば脆弱性の影響を受けないものである。

また、脆弱性の対象別での件数は、表 3 に示すと

おりである。 
これらの対応は平日 9 時 00 分から 17 時 45 分

の間に２名体制で行っており、脆弱性情報の認識

から対応完了までに要したのは平均 79.7 時間であ

った。また、祝日や長期休暇中に脆弱性情報が公

開される場合の対応については今後の課題である。 
 
 
 

表 4 問い合わせ対応件数 
問い合わせ内容 件数 
対面認証・本人確認関連 31 

Shibboleth IdP 関連 14 

GSI-SSHTerm 関連 6 

証明書発行システム関連 5 

Shibboleth SP 関連 3 

Globus Toolkit 関連 3 

Shibboleth DS 関連 2 

インシデント 1 

その他 3 



5 ヘルプデスク業務 

認証基盤 Sub-WG では、運用開始当初より HPCI
運用事務局ヘルプデスクなどを通じて利用者や各

機関等からの問い合わせに対して、技術的な調査

のみならず HPCI 認証基盤としての方針などの回

答を行っている。平成 27 年 4 月から平成 28 年 9
月末までの問い合わせ対応件数は 68 件で、その内

訳は表 4 に示すとおりである。 
対面認証・本人確認関連の問い合わせが 31 件

とほぼ半数を占める。このうち 20 件は対面認証に

おいて提示された身分証が本人確認書類として有

効であるかという確認であった。HPCI の本人確認

において使用される身分証は、利用者の所属組織

が発行するものであり公的な身分証とは違い、そ

れぞれの記載内容に差があるため、このような確

認の問い合わせが発生する。また、残りの 11 件は

対面認証・本人確認の手続き自体に関するもので

ある。 
次に多いのは Shibboleth IdP 関連の 14 件である

が、このうち 4 件は Shibboleth IdP Version 3 への移

行期間中の技術的な問い合わせであり、残りにつ

いても 1 件を除いてソフトウェアの振る舞いや設

定に関する技術的な内容であった。 
問い合わせのあった対面認証・本人確認の手続

き方法に関すること、ソフトウェアの振る舞いや

設定内容等については、各種関連ドキュメントへ

の反映を随時行っており、今後も内容の充実を図

る。 

6 おわりに 

本稿では、HPCI 認証基盤の活動について報告

を行った。この他、これからの予定としては、

HPCI 認証局を構成する機器の一部は、平成 29 年

度中に導入から 5 年を経過する。今後の継続的な

運用性の確保のため、該当機器の更新を計画して

いる。 
今後もシステムの安定運用を継続し、安全な

認証基盤の提供ができるよう、日々取り組んでい

く所存である。 

謝辞 

HPCI 認証基盤の活動に対する HPCI 連携サー

ビス運営・作業部会メンバーの方々のご理解、ご

協力に感謝申し上げます。 

参考文献 

[1] 文部科学省、“革新的ハイパフォーマンス・コ

ンピューティング・インフラ（HPCI）の構築

に つ い て ” 、
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/jouhou/hp
ci/1307375.htm 

[2] R.L.Morgan, Scott Cantor, Steven T. Carmody, 
Walter Hoehn, Kenneth J. Klingenstein 、

Federated Security: The Shibboleth Approach、
EDUCAUSE Quarterly、Vol.27、No.4、2004． 

[3] Von Welch, Frank Siebenlist, Ian Foster, John 
Bresnahan, Karl Czajkowski, Jarek Gawor, Carl 
Kesselman, Sam Meder, Laura Pearlman, Steven 
Tuecke、Security for Grid Services、Proc. of the 
12th IEEE International Symposium on High 
Performance Distributed Computing、2003． 

[4] 合田 憲人, 坂根 栄作, 本山 一隆, 青木 道
宏, 漆谷 重雄、HPCI のためのネットワー

ク・認証基盤、大学 ICT 推進協議会 2013 年

度年次大会論文集、2013． 
[5] HPCI 認証局、“証明書ポリシー／認証局運用

規 程 (CP/CPS) 履 歴 ” 、
https://www.hpci.nii.ac.jp/ca/CP_CPS.html 

[6] IGTF: Interoperable Global Trust Federation、
http://www.igtf.net/ 

[7] Derek Simmel、Profile for Member Integrated 
X.509 Credential Services with Secured 
Infrastructure Version 1.3 、
http://www.igtf.net/ap/mics/IGTF-AP-MICS-1.3.
pdf 

[8] 坂根 栄作, 合田 憲人, 本山 一隆、HPCI 認
証局の現在とこれから、大学 ICT 推進協議会

2014 年度年次大会論文集、2014． 
[9] NAREGI-CA、http://ca-dev.naregi.org/ 
[10] Globus Alliance 、 “ Bringing your Globus 

services in line with RFC 2818 compliance”、
https://docs.globus.org/security-bulletins/2015-12
-strict-mode/ 

[11] HPCI 認証局、“証明書／プロファイル設計書

履 歴 ” 、 
https://www.hpci.nii.ac.jp/ca/Profile.html 

[12] 独立行政法人情報処理推進機構、“SSL/TLS
暗号設定ガイドライン”、
https://www.ipa.go.jp/files/000045645.pdf 

[13] Japan Vulnerability Notes、“脆弱性レポート”、
http://jvn.jp/report/ 


	1 はじめに
	2 HPCI認証基盤
	3 HPCI認証局
	3.1 概要
	3.2 監査
	3.3 GSI認証のホスト同定方法変更

	4 システム運用・ソフトウェア開発
	4.1 NAREGI-CA
	4.2 パスフレーズルール強化
	4.3 代理証明書の取り扱いについての注意喚起
	4.4 GSI-SSHTerm
	4.5 Shibboleth IdP Version 3への移行
	4.6 Discovery Serviceの実装
	4.7 ソフトウェア脆弱性情報の収集

	5 ヘルプデスク業務
	6 おわりに
	謝辞
	参考文献

