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特　　集

１．はじめに
　国立情報学研究所では次世代の学術情報インフ
ラストラクチャを構築するために，最先端学術情
報基盤（CSI）構築事業を行っている．CSI事業
は物理的なネットワークからバーチャルな研究組
織構築までを含む非常に幅広い個別の事業から成
り立っている．本稿では，CSI事業の概要と電子
認証基盤について紹介する．

２．最先端学術情報基盤（CSI）構築事業
2. 1　CSI 事業の目的
　最先端学術情報基盤（Cyber Science Infrastructure，
CSI）構築事業がターゲットとする領域は，図１
に示すように幅広く，物理的なネットワークなど
のハードウェア，認証システムや大規模計算のた
めのミドルウェア，コンテンツ，およびバーチャ

ルな研究組織の構築など多岐にわたる．これらを
一体として構築することによって包括的な最先端
の学術情報基盤が出来上がり，今後の学術・産業
分野での国際協調に貢献し，さらには国際競争で
も有利な立場に立てると考えられる．諸外国でも
CSI事業に含まれる分野が研究され，実用化され
ている例も少なくない．たとえば欧州の学術ネッ
トワークである GÉANT2 １）や，internet2 が開発
する認証基盤である shibboleth２），JA-SIGが開発
する Single Sign-Onシステムである CAS３），およ
び米国で機関リポジトリを推進する SPARC４）な
どが挙げられる．しかし，これらは個別の研究機
関，研究組織などがそれぞれ行っている場合が多
く，必ずしも有機的に結びついているとは言いが
たい．
　日本の場合には，国立情報学研究所が国内の多
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くの研究機関とともに CSI事業を推進していくこ
とによってそれぞれの分野間の有機的な繋がりを
作るとともに，日本としての標準的なモデルを作
ることにより，CSI事業の成果として構築された
システムをさまざまな研究機関が導入しやすい状
況を作り出し，下記の項目を実現することを目的
とする．
　● 知的技術立国化の加速
　● 新たな ICT産業の創出，および ICT人材育成
　● 国際・産官学の共同研究
　● 大学の社会基盤化の促進
　● 世界最先端の学術研究基盤の実現
　● NAREGI，SINET，GeNiiとの連携
　● 学術資源（コンピュータ，ネットワーク，コ
　　ンテンツ）の安全・安心な共有・利用・流通
　　基盤の実現

2. 2　国内研究機関との連携
　前述のように，CSI事業が目的とするものは幅
広く，かつ専門性を要求されることから，国立情
報学研究所だけでなく，全国のさまざまな研究機
関と連携をとりながら進められている．具体的に
は，国立情報学研究所と大学・研究機関が共同で
学術情報ネットワーク運営・連携本部と学術コン
テンツ運営・連携本部を設置し，前者には７つの
旧帝大，東工大，高エネルギー加速器研究機構な
どの研究機関が，後者には７つの旧帝大，早稲田

大，慶応大，国文学研究資料館などが参画してい
る．学術情報ネットワーク運営・連携本部は，情
報基盤センター（名古屋大学の場合には，情報連
携基盤センター）などの計算資源，ネットワーク
資源を管理・運用する部局のセンター長がメン
バーとなり，次世代学術情報ネットワーク，電子
認証基盤，グリッド環境の整備を目的とする．一
方，学術コンテンツ運営・連携本部は附属図書館
長や情報関連部局長などがメンバーとなり，学術
コンテンツ形成と学術機関統合情報発信システム
の構築を目的とする．それぞれの運営・連携本部
の下部には，より具体的に事業を推進するために，
現在，下記の合計５つの作業部会が設けられている．
　学術情報ネットワーク運営・連携本部
　　・ネットワーク作業部会
　　・認証作業部会
　　・セキュリティポリシー策定作業部会
　　・グリッド作業部会
　学術コンテンツ運営・連携本部
　　・機関リポジトリ作業部会
　本稿で紹介する大学間連携のための全国共同電
子認証基盤（UPKI）は認証作業部会が中心となっ
て推進している．また，いずれの作業部会も単独
で行動しているわけではなく，互いに連携して事
業の推進にあたっている．
　CSI事業の概要はこのぐらいにして，以下では，
本稿のテーマである UPKIの紹介を行う．

図１　CSI事業の概要
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３．大学間連携のための全国共同電子認証基盤
　　（UPKI）
3. 1　UPKI の概要
　UPKIは認証作業部会が中心となって構築が行
われている事業であり，学内認証基盤を相互認証
しあうことで大学間連携を実現することを目的と
する．大学には教育研究用のコンピュータや電子
コンテンツ，学内 LANなどの資源が存在する．
これらの資源を安全・安心に有効活用することが
できれば，最先端学術研究の加速の支援や，学術
人材の流動への対応が可能になる．たとえば，名
古屋大学の教員が他の大学に出張した場合，出張
先の大学の認証基盤では，名古屋大学の教員が本
当に名古屋大学の教員であるかを認証することが
できないし，どのような権限を持っている人であ
るのかを確認することもできない．もし，それぞ
れの大学の学内認証基盤が相互認証しあい，他の
大学の教員や学生であってもその素性を知ること
ができれば，その人にさまざまな資源を安全・安
心に提供することができる．具体的には，無線 /
有線 LANの提供や電子コンテンツの共有，単位
互換などに利用できると考えられる．
　ところで，UPKIとは，どういう意味であろう
か？　GPKI（政府認証基盤）５）や LGPKI（地方
公共団体における組織認証基盤）６），JPKI（公的
個人認証）７）など，さまざまな分野で PKI（公開
鍵認証基盤，Public Key Infrastructure）という技
術が使われるようになってきている．PKIの技術
的な詳細は省くが，この技術を用いることにより，
人間ひとりひとりや役職に，あるいはコンピュー
タ（Webサーバなど）に電子的な証明書を付与す
ることが可能になる．この電子証明書を使用する
と，本人の真正性が証明できるだけでなく，電子
ファイルや電子メールに電子署名を施してデータ
の真正性を保証したり，暗号化したりするという
ことが可能になる．UPKIでは，主にこの技術を
使い，大学（University）の実情に即した汎用的
な（Universal），どこでも（Ubiquitous）使える認
証基盤を構築することを目的としており，これが
UPKIの名称の由来である．ただし，PKIに限定
せず，利用目的に応じた認証技術を幅広く扱う．
なお，便宜上，本原稿の英文表題には「University 
Public Key Infrastructure」と表記した．

3. 2　想定する UPKI の効果
　UPKIは，PKIを利用した学内認証基盤のため
のガイドライン作りと，学内認証基盤の相互認証
による大学間認証基盤の構築，という２つの目的
を持っている．学内認証基盤が構築されるだけで
も学内の情報リソースや電子データ（電子メール
や電子ファイルなど）を安全・安心に利用できる
環境を構築することが可能になるが，これに大学
間認証基盤が加わることにより，下記の効果が期
待できる．

・大学間の相互認証：研究資源・教育コンテ
ンツの有効活用（e-learning，単位互換）
・電子署名・暗号化：情報漏洩・なりすまし
の防止によるセキュリティ強化．研究成果
の真正性の証明．電子決済・電子回覧によ
る効率化
・ネットワークローミング：無線LAN．公衆

Web端末
・グリッドコンピューティング：７大学ス
パコンリソースをCSI上に統合．京速コン
ピュータ時代へ向けての利用者管理基盤

　さらに，副次的な効果としては，大学間連携の
強化が挙げられる．

3. 3　UPKI のアーキテクチャ
　UPKI事業で採用する中心的な認証方法は
PKIである．前述のように，PKIは Public Key 
Infrastructureであるが，PKIにはいわゆる Public
なものと Privateなものが存在する．前者はベリ
サインや NTTコミュニケーションズ，セコムト
ラストシステムズなどが運用する認証局（CA，
Certificate Authority）を利用するもので，身元を
証明し，料金を支払えば誰でも利用できる．後者
は特定の組織内だけで利用できる CAを利用する
ものである．一般向けに公開するサーバ（Webサー
バなど）や，不特定の人とのメールのやり取りに
おいては，Publicな CAから発行された電子証明
書を利用する必要がある．一方，組織内だけに公
開するサーバや，組織内で回覧される電子ファイ
ルに対する電子署名や暗号化では必ずしも Public
な電子証明書は必要ではなく，Privateなもので十
分である．なお，一般的に Publicな電子証明書を
購入するには，発行する枚数に応じた料金が必要
になる．Privateな証明書の場合には，Private CA
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の運用の仕方に依存するが，もし組織内で運用す
るのであれば運用コストのみが必要となるし，運
用をアウトソーシングするのであれば枚数に応じ
た料金が必要になる場合もある．
　UPKI事業では，Public PKIと Private PKIの両
方を併用することを計画している．図２に UPKI
のアーキテクチャを示す．UPKIでは３層の PKI
を考えており，それぞれ一般公開用サーバやメー
ルの署名・暗号化用の Public PKI，学内の学生・
職員などを対象とする Private PKI，およびグリッ
ドコンピューティング用の Private PKIである．
なお，図２では３つの階層が描かれているが，
CAの階層（木構造になっており，上位 CAが下
位 CAを認証する）とは一致しない．各層につい
て，もう少し詳しく説明する．Public PKIの層では，
国立情報学研究所（NII）が設置する Public CAか
ら発行される電子証明書を，Webサーバやメール
クライアント（Thunderbirdや Outlook Expressな
どのメーラー）などに組み入れ，暗号化・署名な
どに使用する．このような Publicな用途に使え
る電子証明書は場合によっては非常に安価で，あ
るいは無料ででも入手できるが，これらの証明書
は，サーバの運営者やメールの受け取り手本人の
存在・真正性を確認しないまま発行されることも
少なくない．一方で，大手の電子証明書発行企業
で発行してもらうためには，非常に手間がかかる
上に，費用も高い．そこで，国立情報学研究所で
は，大学相手であるという制限を設けた上で，大

学の実情にあった発行手順で，比較的安価に存在
性・真正性の確認を行った電子証明書を発行する．
　2番目の階層である「学術系 PKI」とは，各大
学に用意される CAの層である．これによって大
学内向けのサーバとクライアント間の暗号化通信
や，電子ファイルの署名・決済などの大学に閉じ
た用途向けの電子証明書の発行を行う．ただし，
このままではある大学で発行された電子証明書
は，その大学内でしか使用できない．そこで，各
大学の CAを相互認証させることにより，たとえ
ば名古屋大学の職員が名古屋大学で発行された電
子証明書を使って，大阪大学でユーザ認証を受け，
大阪大学の情報リソース（無線 LANやコンピュー
タなど）を利用できたり，学生の単位互換が可能
になったりする．
　３層目のグリッドコンピューティング用の「グ
リッド認証基盤」は，大学に設置されているスー
パーコンピュータを仮想的な巨大なコンピュータ
として使えるようにするためのもので，ユーザ
に Privateな電子証明書を発行することによって，
ユーザはグリッドコンピューティングに参加する
任意のスーパーコンピュータで認証され，自動的
に負荷が低いコンピュータでプログラムを実行さ
せることが可能になる．

3. 4　国立情報学研究所と各大学の役割
　認証作業部会には，国立情報学研究所といくつ
かの大学・研究機関が参画している．それぞれの

図２　UPKIのアーキテクチャ
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役割は，
　国立情報学研究所：UPKIの構築
　大学：学内認証基盤の構築，および UPKI上で
　　　　動作するアプリケーションの開発
となっている．
　名古屋大学の学内認証基盤は，CSI事業が開始
される以前に構築がなされており，実際に学生
や職員が利用している．現在は，PKIは導入され
ていないが，全学 IDとパスワードで本人認証を
行い，名古屋大学ポータル８）や情報メディア教
育センターの端末利用，メールエイリアス実験
サービス９）などで使われている．その他，http://
www2.itc.nagoya-u.ac.jp/center/id.htm に全学 ID で
認証を行うサービスの一覧が公開されている．今
後，ICカードを搭載した学生証・職員証の導入や，
PKIの導入なども計画されており，より安全で，
より使いやすい学内認証基盤になるように検討を
進めている．
　各大学が行うべきもう一つの役割であるアプリ
ケーションの開発について各大学の提案を図３に
示す．名古屋大学からは「ICカードによる公衆
端末の個人専用機化」を提案している．学内のさ
まざまな場所にユーザ認証を行わない設定になっ
ている公衆 PCが存在し，誰がいつ使ったのか分
からない状態となっている．また，このような公
衆 PCで古い OSが稼動している場合には，その
公衆 PCに不特定の人間がソフトウェアをインス
トールできる可能性もある．これは大学として非
常に危険な事態を引き起こす可能性がありうる．
たとえば，SPAMメールやウィルス・メールを撒

き散らすようなソフトウェアをインストールされ
たり，出版社から購入している電子ジャーナルを
大量にダウンロードされたりするかもしれない．
このような事案は，行為者のほかに，大学として
の責任を問われる可能性がある．
　もし，大学が利用資格を与えたものだけが公
衆 PCを使用でき，誰がいつ使ったかが分かれば，
犯罪的な行為の抑止効果があり，万一，犯罪的な
行為が行われたとしても犯人を特定することが可
能になる．そこで，我々は文献10）において，ICカー
ドによる本人確認を行った者だけが利用できる
PC端末を実現するソフトウェアの作成を行った．
このソフトウェアは PC端末にインストールする
だけで任意の LDAPサーバ（ユーザ認証用のサー
バの一種）に接続し，ユーザ認証を行うことがで
きる．もし LDAPサーバとして情報連携基盤セン
ターが運営している LDAPサーバ（全学的なユー
ザ認証を行っている）に接続するように設定すれ
ば，PC端末の管理者はユーザの管理を行う必要
がなくなる．なお，このソフトウェアは情報連携
基盤センターで開発し，無償で配布する予定であ
るので，PC端末の管理者が用意するべきものは
カードリーダのみである．

４．UPKI イニシアティブ
　国立情報学研究所といくつかの大学・研究機関
のみが参加している認証作業部会によって UPKI
事業が推進されているが，本事業の成果として得
られる知見やソフトウェアなどは全国の大学・研
究機関で使えるものにする必要がある．そこで，

図３　国立情報学研究所と各大学の役割
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UPKI構築推進のための認証技術および利用に関
して，仕様の検討・意見交換・情報公開などをお
こなうため，UPKIイニシアティブが組織された．
会員資格は，「大学・短期大学・高等専門学校ま
たは大学共同利用機関等の教職員であること」で
あるが，これ以外の人でも準会員として参加する
ことが可能である．詳細は下記の URLを参照し
ていただきたい．
https://upki-portal.nii.ac.jp

５．むすび
　本文では，CSI事業，および UPKI事業の概要
を紹介した．これらの事業は，特定の大学・研究
機関を対象としたものではなく，日本全国（ある
いは海外も）の大学・研究機関を対象とし，日本
の次世代学術情報インフラストラクチャのモデル
となるべきものである．国立情報学研究所では，
毎年２月末ごろにシンポジウムを開催し，これ
らの事業の広報に努めている．現在，CSI事業や
UPKI事業に関与していない機関も，シンポジウ

ムに参加していただき，忌憚のないご意見を聞か
せていただきたい．また，UPKI事業に関しては，
４節で述べたように「UPKIイニシアティブ」を
組織し，さまざまな機関との意見共有の場を設け
ているので，ぜひ参加いただき，さまざまな機関
での使用に耐えうる成果（知見やプログラム，シ
ステム）の創出にご協力いただければ幸いである．
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