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概要 

京都大学では 2010 年度に統合認証基盤の運用を本格的に開始した. 以降, 全学アカウン

トによる認証と属性情報取得が可能な認証サービスを LDAP と Shibboleth IdP を使用して

提供している. 本稿ではこれらを中心とした統合認証システムの現状と課題, 取り組みに

ついて述べる.  

 

1 はじめに 

京都大学では 2010 年に統合認証基盤の本格運

用を開始した. 以前から教職員や学生等の構成員

に提供していた全学アカウントに加えて, IC カー

ドの提供を開始し, 学生ポータル, 教職員グルー

プウェアなどのシステムの認証に利用している. 

構成員の認証および属性情報取得のためのシステ

ムとして, 統合 LDAPと Shibboleth IdPの運用を行

っている. 京都大学全体向けだけでなく, 部局の

独自システム等からの利用も推奨しており, 実際

に広く利用されている.  

本稿では統合認証基盤の中から統合 LDAP と

Shibboleth を中心とした京都大学の統合認証シス

テムの現状と課題, 取り組みについて述べる.  

2 統合認証システム 

2.1 全学アカウント 

京都大学では教職員アカウント(SPS-ID)と学生

アカウント(ECS-ID)の二種類の全学アカウントを

構成員に提供し, 学内システムやネットワークな

どのサービス利用時の認証に利用している . 

SPS-ID は, 主に京都大学と雇用関係にある教職員

に対して提供している. 一方, ECS-ID は全学生に

加えて, 名誉教授や学外非常勤講師など SPS-IDの

対象外となっている構成員向けにも提供している. 

また, 現状, SPS-ID と組み合わせて提供している

認証 IC カードを用いた多要素認証を財務会計シ

ステムが必須としているため, 予算管理を行う必

要のある一部の学生などにも財務会計システム利

用に用途を制限して SPS-IDを提供している. 2017

年 9 月時点で有効なアカウント数は SPS-ID が約

12,000, ECS-IDが約 25,000である.  

2.2 システム構成 

統合認証システムの構成を図 1に示す.  

 

 

全学アカウントの発行や停止, 付随する属性情

報の更新等には, 独自に開発した利用者管理シス

テムを使用している. SPS-ID については, 電子申

請システム及び人事・給与システムから, 在籍状

況等の情報提供を受けている. SPS-ID 保持者向け

に提供している認証 IC カードの運用のために認

証 ICカード発行機と電子認証局があり, 利用者管

理システムと連携して発行・失効等を行っている. 

ECS-IDについては, 教務情報システムから情報提

供を受けている. 学生以外で ECS-ID の利用を希

望する対象者については窓口での受付とし, 京都

図 1構成図 



大学や部局, 日本学術振興会が発行した身分証を

確認した上で発行している.  

全学アカウントで認証処理が可能な認証シス

テムとして, LDAP サービスである統合 LDAP と

Shibboleth IdPを運用している. 統合 LDAPには利

用者管理システムから全学アカウントやパスワー

ドを始めとする属性情報を配信している .  

Shibboleth IdPは, 統合 LDAPに接続して認証処理

と属性情報の取得を行っている.  

2.3 ICカード/電子認証局 

SPS-ID 保持者向けに認証 IC カード, 学生には

学生証を提供している. また両方に該当しない構

成員向けには必要に応じて施設利用証を提供して

いる. IC チップの対応と発行枚数は表 1 の通りで

ある.  

表 1  ICカード 

 非接触 

チップ 

接触 

チップ 

発行枚数 

認証 ICカード 〇 〇 約 12,000 

学生証 〇 × 約 23,000 

施設利用証 〇 × 約 4,000 

 

認証 ICカードには, 接触式の ICチップを搭載

している. SPS-ID に対応したクライアント証明書

を記録し, 財務会計システムや人事系の一部のシ

ステムの認証に使用している. 認証 ICカードのク

ライアント証明書については, 独自の電子認証局

(プライベート認証局)を使用して発行, 失効等の

処理を行っている. 電子認証局は 2010年に運用を

開始し, 安定した運用を行ってきたが, サーバが

老朽化しており, 2018 年 1 月運用開始を目指して

新規電子認証局の構築を進めている.  

認証 IC カードと学生証 , 施設利用証には , 

FeliCa Common-use Format (FCF)の非接触 ICチッ

プを搭載し, 個人番号や氏名を記録している. 研

修や講義の受講確認, 施設の入退室管理などに利

用している.  

2.4 統合 LDAP 

統合LDAPは全学アカウントと付随する氏名な

どの属性情報を提供するディレクトリサービスで

ある. 2008 年度に運用を開始し, 2017 年度時点で

安定してサービス提供できている. サーバ構成は

学内の 2 台, 災害対策(DR)のために 2012 年 12 月

に学外のデータセンターに構築した 2 台の計 4台

である. 389 Directory Serverを使用して運用してい

る. メールや無線 LAN, VPN など全学向けのサー

ビスからの利用に加えて, 申請を元に部局の独自

システムからの利用を認めている. 2017年 9月 12

日時点で 55 のシステムが認証と属性情報取得の

ため利用している.  

2.5 Shibboleth IdP 

京都大学では, 国立情報学研究所(NII)の学認プ

ロジェクトへの参加を機に 2009年度にNIIと協力

して Shibboleth IdPの試用を開始し, 2010年度より

本格的な運用を開始した. 2017 年 9 月時点で ID/

パスワード認証用途の 2 台に加えて, 学生が利用

できる教育用コンピュータシステム用として

Kerberos 認証に対応させた 1 台の計 3台を運用し

ている. また DR 対策として学内のデータセンタ

ーに 2台を追加で構築中である. Shibboleth IdPに

はバージョン 3.2.1を使用し, 認証と属性情報の取

得には統合 LDAPを利用している.  

全学アカウントで使用できるシングルサイン

オンサービスとして, 学術認証フェデレーション

の Service Provider(SP)の利用だけでなく, 学内の

部局の独自システム等からの利用を推奨している. 

2017年 9月 12日時点で 62のシステムが Shibboleth 

IdP を利用して認証, 属性情報の取得を行ってい

る. 特に学生向けのシステムが先行しており, 全

学生共通ポータル , 学生向け教務情報システム

(KULASIS), 教育用コンピュータシステム等の多

くのシステムの Shibboleth 対応が完了している. 

教職員向けのシステムについても対応が増えつつ

ある.  

3 課題と取り組み 

3.1 学外サービス利用の増加 

前述の通り京都大学では統合 LDAP, Shibboleth 

IdP 共に認証システムとして, 部局の独自システ

ムでの利用を認めている. 学内でのサービス提供

開始時期が早かったことや Shibboleth 対応の制約

から統合 LDAPを認証システムとして利用してい

る学内システムは多くある.  

しかし, 近年, Office365 などの学外サービスの

利用が増えつつあり, ID やパスワードといった情

報を学外のシステムに渡すことは情報セキュリテ

ィ上のリスクであると考えられるようになってい

る. そこで, 学外のサービス利用時にも認証処理

を学内のサーバで行えることや, シングルサイン

オンを実現できる利便性から, 現在は Shibboleth 

IdPの利用を推奨している.  



3.2多要素認証のサポート 

京都大学では, 2017年 9月時点で Shibboleth IdP

で学内に提供できている認証方法は, 全学アカウ

ントとそのパスワードを用いる方法のみで認証 IC

カードの認証には対応できていない. そのため認

証 IC カードによる認証を必須としている財務会

計システムや人事系システムなどの Shibboleth 対

応ができていない. また学外からの利用時のセキ

ュリティ向上などを目的にワンタイムパスワード

等の多要素認証も求められるようになってきてい

る.  

最初の取り組みとして認証 IC カードや NII 

UPKI 電子証明書発行サービスで発行したクライ

アント証明書による認証の検証を行っている. 京

都大学で運用中のバージョンである Shibboleth IdP 

3.2.1で属性情報の送信同意機能を有効にして認証

ICカードで認証を行った際に一部画面遷移がされ

ない問題が見つかっており, 3.3.1 へのバージョン

アップを検討中である. また, 認証 IC カードのク

ライアント証明書を管理している京都大学独自の

電子認証局が発行する失効リスト (CRL)の

「X509v3 Issuing Distribution Point」の内容の一部

に問題が見つかり, Shibboleth IdPで CRLの確認を

有効にすると有効な認証 IC カードも認証エラー

になるという問題を確認している. 2018 年 1 月の

電子認証局の更新に向けて失効リストの修正を予

定している.  

3.3 Shibboleth SP化が困難なシステムの対応 

既存のシステムを Shibboleth の SP として改修

するには, 認証処理や属性情報の取得などについ

て変更が必要になる. また, 全学アカウント以外

のシステム独自のアカウントが必要になる場合な

どは, Shibbolethの仕組みとは別の ID管理, 認証機

能も用意する必要がある. これらの問題がシステ

ムの Shibboleth 対応時の負担になっている. また, 

費用や利用パッケージの問題などによって改修が

困難なシステムも存在している. このようなシス

テムへの対応としてオープンソースである

OpenAM導入の検討を開始している.  

3.4 Active Directory 

現状, 京都大学では全学的な統合認証システム

としては Active Directoryのサービス提供は行って

おらず, 必要に応じて個々のシステムがその一部

として構築, 運用を行っている. 教育用コンピュ

ータシステム, 事務用ファイルサーバなどが該当

する. 利用者管理システムや統合 LDAP 等からア

カ ウ ン ト 情 報 を 配 信 , 同 期 す る こ と で

SPS-ID/ECS-ID による認証をそれぞれ実現してい

るが, 共通して使用できる Active Directoryのサー

ビス提供を求められている. 要件の検討と技術検

証を開始しており, 2017 年度中に一部のサービス

での試用を予定している.  

4 おわりに 

本稿では, 京都大学で運用している統合 LDAP, 

Shibboleth IdPを中心とした統合認証システムの現

状と課題, 取り組みについて述べた. 2010 年の本

格運用開始以来, 統合認証システムを利用する学

内システムは増えてきている. また, 近年は学外

サービスの利用が増えてきており, 情報セキュリ

ティを一層考慮した認証が求められるようになっ

ている.  

今後も安定した運用を実現すると共に, 多要素

認証の対応や Shibboleth 対応が困難なシステムへ

の対応などに取り組んでいく所存である.  


