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大学における統一認証基盤としての CAS とその拡張
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本論文では，大学における複数の情報システムで共通に利用できるセキュアな認証基盤の実現の 1 つ
の方法として，Yale 大学で開発された Central Authentication Service（CAS）を拡張した Central
Authentication and Authorization Service（CAS2 ）について述べる．CAS による認証システム
は，個々の情報システムが認証情報を知ることなく認証結果だけを得ることが可能な，標準的な Web
技術だけを用いて実装することができるシングルサインオンサービスである．我々は CAS のセキュ
リティ上の問題点などを指摘し，単なる Authentication だけでなく Authorization にまでサービス
を拡張することによってそれらの問題点を克服した．さらに，CAS2 を用いたシステムとして，名古
屋大学ポータルおよび学務情報システムの運用結果にも触れ，CAS2 のさらなる拡張についても議論
する．

CAS and Its Extension as an Unified Authentication and
Authorization Information Infrastructure for Institutions
Hisashi Naito,† Shoji Kajita,†† Tomoko Kojiri,††
Yasushi Hirano†† and Kenji Mase††
In this paper, we discuss an institutional unified authentication and authorization infrastructure using Central Authentication Service (CAS) developed by Yale University and its
extension to Central Authentication and Authorization Service (CAS2 ). Since CAS server
only treats authentication information, hence CAS provides a Single Sign On service in a
more secure manner. Moreover CAS is implemented on typical standard Web technologies so
that the required implementation cost is quite low. We also discuss security problems of CAS,
and we improve CAS as CAS2 . Furthermore, we explain the deployment of CASified Nagoya
University Portal and a Web-based course registration application at 2005 first semester and
summarize our experiences with the discussion of further extensions in CAS2 .

システムなどが混在する．また，それらの管理も，学

1. は じ め に

科・学部・各部門など，多様な管理レベル・形態のシ

近年の情報システムでは，不特定多数のユーザに対

ステムが混在している．管理形態の多様さは認証シス

して一様な情報を提供するだけではなく，ユーザを特

テムの多様さに直結し，ユーザにとってはシステムに

定して情報を提供したり，個人情報をシステムに蓄積

よってユーザ ID を使い分ける必要性が生じる場合が

することを求めたりする状況が頻繁に発生している．

ある．

多くの場合，このような情報システムにおいて，個人

このようなシステム管理体系の多様さは，システム

を特定するための「認証」は各システム上で独自にイ

運用コストの増大をもたらすだけでなく，可用性やセ

ンプリメントされることが多い．

キュリティの低下をもたらす原因となることが考えら
れる．そのため，認証データベースの統一化が図られ，

高等教育機関における情報システムは，機関内の多
様な管理階層を反映して，情報システム自身も多様な

全学レベルでの認証基盤の上に立った情報システムの

管理形態がとられている．たとえば，機関全体で利用

構築が進められることが多いが，一方では，情報サー

するシステムだけでなく，学部・学科などで利用する

ビスのきめ細かさや学部・学科ごとの特殊性をともな
う情報システムの存在があり，すべての情報システム
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の認証系を統一することは，高等教育機関内の多様性
を損なう可能性があるため困難をともなう．
統一認証データーベースを利用した場合には，ユー
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ザ ID やパスワードなどの認証情報を取り扱うなど，
多様な管理形態を持つ情報システムが認証データベー
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基づいて CAS の概要および認証の流れを述べ，CAS
Version 2 の問題点について整理する．

のもののセキュリティ上の問題に直結することが考え

2.1 概
要
CAS は Java Servlet API 2.3 をベースにした Web
アプリケーションであり，その特徴は，以下のように

られる．

まとめることができる．

スの管理下にあるデータに深く関与するため，情報シ
ステムのセキュリティ上の問題が認証データベースそ

しかしその一方では，インターネットなどの情報技

• 認証過程においては，Java Script によるリダイ

術の普及にともなう教育・研究活動での情報技術の活

レクション・クッキー・URL パラメータなどの

用は不可欠となってきている．このため，各管理階層

標準的かつ基本的な Web 技術だけが利用される．

において多様な情報システムが構築され，教職員だけ

• CAS による認証を利用するアプリケーションに

でなく学生に対しても多くのサービスを提供する必要

は，CAS クライアントと呼ばれる，CAS サーバ

に迫られている．このように，現在の高等教育機関の

との通信を行うライブラリを組み込む必要がある．

情報システムに代表される多様な組織構造を有する大

CAS クライアントは Java・PHP・Perl・PL/SQL・
Python など，アプリケーションで標準的に利用
されるプログラム言語で利用できるほか，静的な

規模組織においては，単なる認証システムの統一化だ
けでなく，組織構造の多様性に配慮したセキュアな認
証システムもしくは認証インタフェースの実現が必要

アクセスコントロールを行う Apache 用モジュー

不可欠である．そのような認証インタフェースは，利

ルなどがある．

用者が多様であってもユーザフレンドリであることが
求められるとともに，多様な利用者が多様な情報シス
テムを利用するため，シングルサインオン機能の実現
も不可欠な要素である．

• 認証データ（ユーザ ID・パスワード）はユーザ
（Web ブラウザ）から CAS サーバに対してのみ
送信され，CAS を利用するアプリケーションに
は認証データは送信されない．

我々は，高等教育機関における多様な情報システム

• CAS サーバ自身は認証データベースを持たず，外

の認証基盤の統一化を実現するための 1 つの方法とし

部データベースを利用する．外部データベースと

て，Yale 大学による Central Authentication Service
（CAS）を拡張し，強力な権限管理機構を持つ Central

しては，LDAP・SQL データベースなど種々の形
式に対応可能である．

Authentication and Authorization Service（CAS2 ）
を開発した．本論文では，CAS2 を利用した全学認証

• 北米を中心に豊富な採用実績（2005 年 6 月現在，
30 を超える大学で採用）を持つ．

基盤について述べる．また，CAS2 を用いて運用を行っ

2.2 認証メカニズム
CAS による認証過程において重要な役割を果たす

た実例として，名古屋大学ポータルと学務情報システ
ムを紹介し，平成 16 年度後期成績入力・平成 17 年度
前期履修登録の実運用結果についてまとめる．

2. Central Authentication Service

のは次にあげる 2 つの「チケット」である．

• “Ticket Granting Cookie”（TGC）：TGC とは
CAS サーバからブラウザに与えられるクッキー

CAS は Yale University ITS Technology & Plan-

であり，ブラウザが認証済みどうかを判断する．
• “Service Ticket”（ST）：ブラウザが CAS 認証

ning によって開発された，主に Web ベースのアプリ

を利用するアプリケーションへアクセスする際の

ケーション（以下では，単に「アプリケーション」と

“One-Time Ticket” の役割を果たす URL パラ

書く）に対してシングルサインオン環境を実現するた

メータ．ブラウザが CAS サーバにアクセスして

めの認証機構である1),2) ．現在は，Java Architecture

得る．

Special Interest Group（JA-SIG）のオフィシャルプ

これら TGC・ST は CAS サーバ内部のデータベー

ロジェクトとしてオープンソースで継続的に開発が進

スにも記憶される．ユーザ情報は TGC に付随し，ST

められている．JA-SIG uPortal Summer Conference

をキーにして TGC およびユーザ情報を検索すること

（2005 年 6 月）において，CAS Version 3 3),4) が発

ができる．また，TGC・ST ともに「有効期限」を持

表され，DI（Dependency Injection）コンテナとして

ち，TGC のタイムアウトは関連するアプリケーション

最近注目を浴びている Spring Framework による実装

全体に対する「セッションタイムアウト」として機能

に大幅に更新されたが，基本的な動作に変更はない．

する．一方，ST の有効期限は Man-in-Middle attack

ここではこれまで利用されてきた CAS Version 2 に

を防ぐため短い値に設定する．
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図 1 CAS の動作（1）
Fig. 1 Action of CAS (1).
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図 2 CAS の動作（2）
Fig. 2 Action of CAS (2).

CAS サーバは以下の 2 つの基本的なサーブレット
から構成される．

• “Login” ： ブラウザからのアクセスを受理する
サーブレットであり，必要であればユーザに「ロ

WEB Application
WEB
Browser

6. Response
5a. Send ST ST

5b. Validation
Result

CAS Server

グイン画面」を提示して認証データを得る．また，

TGC および ST をブラウザに対して供給する．
• “Validation”： アプリケーションからのアクセス

LDAP Server

図 3 CAS の動作（3）
Fig. 3 Action of CAS (3).

を受理するサーブレットであり，ST の正当性を
検証し，アプリケーションに対してユーザ情報を
供給する．

リケーションは ST を Validation サーブレット

2.2.1 CAS 認証（1）
まず，CAS 認証を必要とするアプリケーションに

に送付する（図 3-5a）．Validation サーブレッ

ユーザが初めてアクセスする際の動作過程を解説する．

ば，該当のユーザ情報をアプリケーションに送

(1)

アプリケーション（たとえば https://app.foo/）

付する（図 3-5b）．アプリケーションはユーザ

にアクセスする（図 1-1）．初回のアクセスで

情報に従ってブラウザに HTML データを送付

は ST を持たないため，アプリケーション内の

CAS クライアントライブラリは CAS サーバ
（Login サーブレット：https://cas.foo/login）

有効な TGC を持つブラウザ，すなわち，認証を済
ませたユーザがログイン時と同じアプリケーション，

リダイレクション先の URL には service パ

または異なったアプリケーションにアクセスする際に

ラメータと呼ばれる URL パラメータを挿入

も同様の過程を経てレスポンスを得る．

し再転送先の URL を CAS サーバに伝える

有効な TGC を持つブラウザのアプリケーションへ

（https://cas.foo/login?service=https://app.

のアクセスの過程において，ログイン時と異なる動作

理した Login サーブレットはブラウザが有効な
TGC を持つかどうかを判断し，有効な TGC

をするのは以下の部分である．

• 有効な TGC を持っているため「ログイン手続き」
が省略され，Login サーブレットからはアプリケー

を持たない場合には，ブラウザに対して「ログ

ションへの ST を含むリダイレクションが発生す

イン画面」を提示する（図 1-2b）．

る．すなわち，2.2.1 項 ( 1 ) のログイン手続きが

ユーザからの認証データを受理した Login サー

省略される．

ブレットは外部認証サーバを利用して認証を

この有効な TGC を持ち他のアプリケーションへ初め

行う（図 2-3）．認証に成功した場合には，ブ

てアクセスする場合においてもまったく同様の過程を

ラウザに対して TGC を発行し，service パ

経る．すなわち，同一の CAS サーバを利用するアプ

ラメータで指定された URL に対するリダイ

リケーションに対してもシングルサインオン環境を提

レクションを発生する（図 2-4）．リダイレク

供している．

ション先の URL には ticket パラメータの形で

ST を挿入する（https://app.foo/?ticket=ST(3)

する（図 3-6）．
2.2.2 CAS 認証（2）

へのリダイレクションを発生する（図 1-2a）．

foo/）．リダイレクションによるアクセスを受

(2)

トは ST の正当性を検証し，正当な ST であれ

NNN-XXXXXX）．
ST をパラメータに含むアクセスを受理したアプ

2.3 アプリケーションの CAS 化と CAS クライ
アント
通常のアプリケーションは Form 入力などを受理し
た直後に認証ルーチンを呼び出し，その結果に従って
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HTML データを生成することが多い．このような記
述を行っているアプリケーション（プログラム）に対
してはその CAS 化はきわめて容易である．実際，認
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3. Central Authentication and Authorization Service

証ルーチンを，呼び出し部分を CAS クライアントの

冒頭に述べたように，高等教育機関における統一認

呼び出しに変更するだけで CAS 化が実現できる．こ

証基盤は種々の管理階層によるアプリケーションのセ

のような動作を行う CAS クライアントの動作アルゴ

キュリティと高可用性をサポートするものでなければ

リズムは以下のとおりである．

ならない．統一認証基盤として CAS を利用するだけ

アルゴリズム 1（CAS クライアント）
if （URL パラメータ内に ticket を含まない） then
CAS サーバ（Login）へリダイレクト ;

では 2.4 節 ( 3 )，( 4 ) の問題点があるだけでなく，ア

else begin
ST を CAS サーバ（Validation）へ送付 ;

tion）や二重ログインの防止・セッションタイムアウ
ト・セッション維持機構などを各アプリケーションご

Validation 結果を受理 ;
if （Validation Failure） then
rc.result := FAIL ;
else begin
rc.result := SUCCESS ;
rc.netid := UserInformation ;
end
return rc ;
end
2.4 CAS の問題点
このように，CAS を用いることにより容易にセキュ
アなシングルサインオン環境を構築することができる
が，CAS には以下のような問題点が存在する．

(1)
(2)

クセス権を持つユーザの設定・クライアントの制限・
アクセス時間の制限などの権限管理機構（Authoriza-

とに組み込む必要がある．特に，各アプリケーション
に権限管理機構を組み込むためにはユーザ ID などの
ユーザ識別情報以上のユーザ情報を CAS から受け取
る必要があり，
「ユーザ認証情報は CAS だけが扱う」
という基本ポリシに反する場合がありうる．
我々はこのような権限管理機構を CAS に組み込み，
アプリケーションのセキュリティと高可用性をサポー
トすることに成功した．以下では権限管理機構を組み
込んだ CAS，すなわち CAS2 の権限管理機構とその
管理方法について述べる．

3.1 Access Control List
CAS2 での Authorization は service パラメータを
権限管理の鍵とする認証体系であり，この考え方を

GET 入力メソッドにのみ対応でき，POST 入
力メソッドに対応していない．

“Service Based Authorization” と呼ぶこととする．
権限管理は Validation サーブレットによって行われ，

国際化に対応していない．すなわち，Form の

アプリケーションから Validation サーブレットに渡さ

入力に日本語を含むアプリケーションに対応で

れた service パラメータを CAS2 が持つ権限管理デー

きない．

タベースと照合する．

(3)

Validation サーブレットへのアクセス制限に対
応していない．

CAS2 において，権限管理データベースは認証デー
タベースと同じく，外部データベースを利用する☆ ．

(4)

クロスサイトスクリプティング脆弱性が存在し，
標準的な手法での TGC の流出が発生しうる．

権限管理データベースに従って我々は以下の意味で
の権限管理機構を導入した．

( 1 )，( 2 ) は CAS サーバ内部のパラメータ処理の問
題であり，実運用上は対応が必要不可欠な機能である
．一方，( 3 )，( 4 )
（対応方法については 3.4 節を参照）

• ST の検証（Validation）要求を受理した際，ア
クセスを行おうとするユーザが当該の URL に対
してアクセス権を持つかどうか．

はアプリケーションのセキュアな運用のためには，ク

• アクセス権がある場合にアプリケーションに送信
するユーザ情報を任意に設定可能とする．

リアしなければならない重大な問題であるが，我々は

CAS に権限管理機構を組み込むことでこの問題をク
リアした．特に Validation サーブレットへ無制限な
アクセスが許されることは，ランダムな ST を発生し，
Validation サーブレットで検証することにより，ユー
ザ情報が詐取される可能性を含むセキュリティ上の問
題となりうる．

この権限管理機構を実現するアクセス権限リストを

“CAS Access Control List”（CAS-ACL）と呼ぶこ
ととする．CAS-ACL は，LDAP を利用した場合に
は，以下のように記述される．

☆

以下では，権限管理データベースは LDAP ディレクトリサー
バ内に格納されていると仮定して議論を進める．
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• 標準的な CAS-ACL エントリ：
dn: cn=uPortal,ou=cas,o=NU
cas-auth-type: basic
cas-attributes: uid,username,MailAddress
cas-service: https://app\.foo/.*

1131

cas-attributes の属性値で指定可能とした．次節（3.3
節）では nextticket に関するセキュリティについても
議論する．

3.3 認証メカニズム
アクセス権限機構と nextticket の導入により，従来

各 CAS-ACL エントリはアクセス条件とアプリケー

の CAS と比較して，認証メカニズムに多少の違いが

ションに渡すユーザの属性値が同一であるサービス

生じる．

cess Control Class”（CAS-ACC）と呼ぶこととする．
CAS-ACC は，CAS を利用するアプリケーションの

3.3.1 CAS2 認証（1）
まず，2.2.1 項と同じく，CAS 認証を必要とするア
プリケーションにユーザが初めてアクセスする際の動

制限とそのアプリケーションを利用できるユーザを制

作過程を 2.2.1 項と比較しながら解説する．

限する機構を以下のように提供する．

(1)

（URL）からなるクラスを定義する．これを “CAS Ac-

アプリケーション（https://app.foo/）に ST な

• ユーザ認証の結果得られたユーザ情報と CASACL の cas-allow 属性に基づき，
「誰が」
・
「いつ」
・
「どこから」アクセスできるかを規定する．

しにアクセスする．このとき，アプリケーショ

• CAS-ACL の cas-service 属性に基づき，
「どのア
プリケーション」にアクセス可能かを規定する．

て「ログイン画面」が提示される．この過程は
2.2.1 項 ( 1 ) と同一である．

CAS-ACL による権限管理の手順は以下のとおりで
ある（詳細は 3.3 節を参照）．
( 1 ) service パラメータに従って，それと一致する

(2)

(3)

ン（CAS クライアントライブラリ）から Lo-

gin サーブレットへのリダイレクションによっ

(2)

2.2.1 項 ( 2 ) と同じく，CAS サーバ（Login）
は認証を行い，ブラウザに対して TGC を発行
する．ここで，ST を発行する際に service パ

cas-service 属性値を持つ CAS-ACC を選択す
る（「どのアプリケーション」にアクセス可能か）
．

ラメータおよびユーザ情報などを用いて CAS-

選択された CAS-ACC を用いてアクセス権限

用いたアクセス権限の照合（Authorization）に

の検証を行う（「誰が」
・
「いつ」
・
「どこから」ア

成功したときのみ ST を発行し，リダイレクショ

クセス可能か）．

ンを発生する（図 4-2）．また，CAS2 サーバ内

アプリケーションへ送信するユーザ情報の属性

の ST データベースには該当した CAS-ACC

ACL との照合を行う（図 4-1）．CAS-ACL を

値を cas-attributes エントリから読み取る．

3.2 Service Ticket の発行方法の変更
我々は権限管理機構の導入と同時に，ST の発行方法

（CAS-ACL の dn の値）が保存される．

(3)

2.2.1 項 ( 3 ) と同じく，ST アクセスを受理した
アプリケーション（CAS クライアント）は Val-

たん利用した ST は再度利用されることはない．した

idation サーブレットに ST を送付し（図 5-3），
ST の正当性・有効性をチェックする（図 5-4）．
ここでの正当性にはアクセスされた URL から

がって，同一ページまたは他のページへのアクセス時

得られる CAS-ACL に基づくアクセス権限の照

には必ず Login サーブレットへのリダイレクションが

合だけでなく，ST データベースに保存された

発生する．具体的には，1 つのページへのアクセスの

CAS-ACC と，この段階で得られた CAS-ACC
との照合を行う．これら ST の正当性が確認で
きた場合に，当該のユーザ情報をアプリケー

も変更した．ST はアプリケーションへのアクセスのた
めの “One-Time Ticket” の役割を果たすため，いっ

ためには 3 回のブラウザと CAS サーバまたはアプリ
ケーションとの通信が必要となる．
このアクセス回数を減少させるため，我々は Validation サーブレットからアプリケーション経由でブラ

ションに送付する．その際に送付するユーザ情

ウザに「次回，同一の CAS-ACC に属する URL にア
クセスする際に有効なチケット」を発行するように変
更した．このサービスチケット（ST）を “nextticket”
と呼ぶこととする．これによって，同一の CAS-ACC
に属する URL へのアクセスに際しての通信回数は 1
回に減少することとなる．また，各 CAS-ACC に対
して nextticket を発行するか否かは，CAS-ACL の

図 4 CAS2 の動作（1）
Fig. 4 Action of CAS2 (1).
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図 5 CAS2 の動作（2）
Fig. 5 Action of CAS2 (2).

報は CAS-ACL で指定されたユーザ情報のみ

図 6 CAS2 の動作（3）
Fig. 6 Action of CAS2 (3).

様にシングルサインオン環境は維持されている．

の送付が指定されている場合には，新規に生成

3.4 その他の改良
CAS-ACL に基づく Service Based Authorization

した ST をアプリケーション経由でユーザに送

のほかに，我々は以下のような機能を CAS2 で実現

付する（図 5-5）．新規 ST は，旧 ST と同一の

した．

である．また，CAS-ACL において nextticket

CAS-ACC に対応するものとして生成する．
以上の過程では，ST を発行する段階と，ST の照
合を行う段階の 2 回にわたって “Service Based Au-

• POST メソッドへの対応および国際化対応．
• 二重ログインの防止．
• ユーザを一意に識別可能な任意のキーによるログ

thorization” が行われる．重要な検証過程は後者であ
り，前者で CAS2 サーバ内部に保存された ST データ
ベースの CAS-ACC 値と後者での照合を行うことによ

トで実現可能である．しかしながら，上記の POST メ

り，service パラメータの改竄による不正アクセス（許

ソッドへの対応および国際化は，CAS サーバの改良

可されていない URL へのアクセス：Man-in-Middle

および CAS で利用されていたリダイレクトのための

attack）を防止することができる．
3.3.2 CAS2 認証（2）
次に，nextticket として発行された ST を持つブラ

Java Script の改良が必要となる．そのため，我々は
ブラウザおよびアプリケーションと CAS2 サーバ間で
通信されるパラメータに以下の事項を追加した．

ウザが前回アクセスした URL と同一の CAS-ACC に

• CASREQUESTMETHOD パラメータ：アプリ
ケーションへのリクエストメソッドが GET また

属する URL へアクセスする場合を考えてみる．

イン機能．
前節の CAS2 認証の過程は従来の CAS クライアン

この場合にはブラウザからアプリケーションへのア

は POST のいずれかを示すパラメータ．デフォー

クセスにおいて有効な ST が含まれているため，2.2.2

ルト値は GET とした．これにより，リダイレク

項で示した Login サーブレットへのアクセスは発生せ

トに用いる Java Script を切り替える．
• ENCODING パラメータ：アプリケーションが要
求している character encoding の値を示すパラ

ず，アプリケーション（CAS クライアントライブラ
リ）から Validation サーブレットへのアクセスで ST
の有効性が検証される．このアクセス方式では，ブラ

メータ．デフォールト値は UTF-8 とした．これに

ウザと CAS サーバまたはアプリケーション間の通信

より，CAS2 サーバ内部でのパラメータ値のエン

回数は 1 回に減少していることが分かる．

コーディングおよび，リダイレクトに用いる Java
Script を含む JSP の character encoding を変更
する．

一方，異なった CAS-ACC に属する URL へのアク
セスを行う場合（図 6-1）には，nextticket として入
手した新規 ST の検証の際に，ST 発行時点での CAS-

ACC と，アクセスされた CAS-ACC が異なるため，
ST の検証が失敗する（図 6-2，3，4）．したがって，
ST の検証に失敗したアプリケーション（CAS クライ
アント）は Login サーブレットへのリダイレクション
を生成し（図 6-5），ブラウザに対して，新規 ST の取
得を求める．しかし，この場合においても TGC 自身

これらのパラメータを利用することにより入力メ
ソッドの適切な選択と国際化に対応した．
なお，
「二重ログインの防止」は，TGC の新規発行時
に既存の TGC を検索し，同一ユーザによる異なるブ
ラウザからのログイン状況を把握することで実現した．

3.5 Access Control List の管理形態
CAS-ACL は CAS2 の起動時に読み込まれるだけ

が有効である限りブラウザに対して「ログイン画面」

でなく，CAS2 の動作を妨げることなく随時更新可能

の提示は行われないため，従来の CAS 認証過程と同

である．この機能を実現するために，我々は CAS2 に
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表 1 限界性能試験結果
Table 1 Results of performance test.

新規のサーブレット（Admin）を導入した．Admin
サーブレットにアクセスすることにより，CAS2 内部
の CAS-ACL データベースの更新が可能となる．
また，Admin サーブレット自身も CAS-ACL によ
る権限管理を受けるが，cas-auth-type: trusted で示
される，通常とは異なる CAS-ACL の制御に従う．

• trusted な CAS-ACL エントリ（1）：
dn: ou=cas,o=NU
cas-allow: (uid=naito)
cas-auth-type: trusted
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処理内容

スループット（ページ/秒）

レスポンス（秒）

履修登録
集中登録
ポータル

37.5
60.0
17.5

1.5
1.1
2.4

plication Server（Sun Fire V210：2 台および Sun
Fire V120：2 台）を名古屋大学ポータルと同一の負
荷分散装置に接続し，Oracle 9i 上の PL/SQL で独
自開発したソフトウェアをデータベースサーバ（Sun

Fire V240：1 台）で利用した．

ACL に関するサブツリーのルートノードであり，こ

CAS2 認証については，uPortal では uPortal パッ
ケージおよび Java 用 CAS クライアントを，教務シ

こに示された uid=naito に一致するユーザは CAS-

ステムについては PL/SQL 用 CAS クライアントを

ACL の全エントリをアップデートする権限を持つ．
さらに，Admin サーブレットは，CAS-ACL の分

用いて個別に認証を行った．

この CAS-ACL は LDAP DIT 内において CAS-

散管理も可能な仕様を持つ．

• trusted な CAS-ACL エントリ（2）：
dn: ou=uPortal,ou=cas,o=NU
cas-allow: (|(uid=kajita)(uid=naito))
cas-auth-type: trusted
上に示した CAS-ACL は，ou=uPortal,ou=cas,o=

4.2 実運用結果
名古屋大学における平成 16 年度後期成績入力は，
授業担当教員約 1,000 名，科目数約 4,000 を対象に，

2005 年 2 月中旬に 19 日間（464 時間）で行い，アク
セス元を名古屋大学学内からに限るという制限を設け
て運用した．また，平成 17 年度前期履修登録は，新

NU 以下のサブツリーのルートノードであり，ここに示

2 年生から新 4 年生，約 6,500 名を対象に，2005 年 3
月下旬に 9 日間（203 時間）で行い，学内だけでなく，

された uid=kajita または uid=naito に一致するユー

学外からのアクセスも許可して運用した．ともに，各

ザはこのサブツリー以下の全エントリをアップデート

日 2 時間程度の保守時間を設定した以外には，深夜の

する権限を持つ．このように，Admin サーブレット

アクセスも許可した．

による CAS-ACL の管理機構は，CAS2 を利用するア

また，CAS2 の「ログイン機能」として「電子メー

プリケーションの管理者たちによる分散管理を実現し

ルアドレス」をログイン ID とする認証機能を提供し

ている．

て運用を行った（3.4 節参照）．

4. 運 用 実 績

4.2.1 限界性能試験
履修登録に先立ち，e-Test を用いた負荷実験を行っ

ここでは，CAS2 を用いた実運用結果として，名古

た．表 1 には，ボトルネックとなることがあらかじ

屋大学ポータルおよび学務情報システムを用いて行っ

め分かったアプリケーション固有のデータベースサー

た，平成 16 年度後期成績入力・平成 17 年度前期履修

バの CPU 使用率が 85%以上に達したときの値を示し

登録の実運用結果を報告する．

てある．また，CAS サーバのサーブレット呼び出し

4.1 名古屋大学ポータルの概要
名古屋大学ポータルは，Web サーバ群（Sun Microsystems 社 Sun Fire V210：5 台），CAS および

分☆ の呼び出しが行われていることを確認した．この

LDAP サーバ（Sun Fire V480：1 台），データベー

の CPU 使用率は 40〜50%程度で推移した．

回数も同時に計測し，集中登録時に最大で 3,000 回/
限界性能試験においての CAS および LDAP サーバ

スサーバ群（Sun Fire V240：1 台および StorEdge

この結果から分かるように，レスポンスは最大でも

3150FC：1 台）から構成され，Web サーバ群の負荷
分散には Nortel Networks 社の Alteon を，データ
ベースサーバ群の負荷分散には Oracle 10g Real Ap-

1〜2 秒程度で推移しており，外部認証システムである
CAS2 認証を用いても高負荷が予想される履修登録に
おいて十分な性能が得られることが分かった．

plication Cluster を利用したシステムで，この上で，
大学ポータルフレームワークである uPortal を用いて

4.2.2 実運用時での CAS2 の性能
成績入力・履修登録の実運用時の CAS サーバのサー

名古屋大学ポータルを構築している．

Web での履修登録および成績入力には，Oracle Ap-

☆

データベースサーバの最大負荷とは異なる時点での値である．
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表 2 CAS サーブレット呼び出し回数
Table 2 Counts of calling of CAS servlets.
運用内容

最大（回/分）

成績入力
履修登録

時間平均（回/時間）

500
1,236

341
6,986

大学においては，他大学からの訪問者に対して
サービスを提供しなければならない場面も少なか
らずありうる．そのような場面においては他大学
などで動作している CAS サーバを経由して認証
結果などの交換が必要となる．また，大学間での

ブレット呼び出し回数は表 2 のとおりであり，限界

Authentication および Authorization サービス

性能試験時の 3,000 回/分の実績と比較して大幅な余

の実現を目的としている Shibboleth 5) との比較

裕があったことが分かる．また，履修登録時における

検討も必要である．

CAS サーバのサーブレット反応時間についても計測
を行った結果，Login サーブレットについては，平均

な統一認証基盤の実現が可能と考えられる．

0.2 秒程度，Validation サーブレットについては，平
均 0.05 秒程度で推移し，アクセス数の増大にともなっ

産の電子的な保存・活用を支援するソフトウェア技術

て急激に反応時間が低下するなどの現象は見られな

基盤の構築」研究開発課題「ユビキタス環境下での高

かった．

等教育機関向けコース管理システム」（研究代表者：

5. まとめと今後の課題

これらの機能の実現により，より大規模かつ広範囲
謝辞 本研究は，文部科学省平成 16 年度「知的資

間瀬健二），および，文部科学省科学研究費基盤研究
「地域学術コンソーシアムにおける e-Learning 地
（A）

本論文では，多様な管理形態を持つ情報システムの

域ハブに関する研究」（研究代表者：梶田将司，課題

統一的かつセキュアな認証基盤の実現の 1 つの方法と

番号：15200054）の助成を受けて実施されている．ま

2

して，我々が拡張した CAS を用いて構築した認証

た，本論文を執筆するにあたり，図版の作成を快諾し

基盤について論じた．我々が行った CAS への権限管

ていただいた名古屋大学大学院多元数理科学研究科・

理機構の組み込みは，Queens’ University などでも検

久保仁講師に感謝する．

討されており，Central Authentication and Autho-

rization Service の必要性の存在が明らかであると考
えられる．
今回の CAS2 拡張は CAS Version 2 を基本として
行ったが，冒頭にも述べたとおり，新たに発表された

CAS Version 3 では Spring Framework による記述
に全面的に変更され，種々の機能追加・動作方法の変
更などが容易に実現できるようになった．したがって，
我々の CAS2 拡張も Spring Framework 内で実現す
ることにより，CAS の拡張手段の 1 つとして独自に
提供でき，CAS 本体との明確な分離により保守性も高
まる．これにより，より容易に高機能な Central Au-

thentication and Authorization Service の実現が可
能であると考えられる．
また，今回の CAS2 拡張で見送った機能拡張の例と
して次のようなものがあげられる．

• CAS サーバ自身の負荷分散
今回の実運用よりもさらに高負荷環境で CAS を
利用するためには CAS サーバ自身を負荷分散
対象とする必要があるであろう．そのためには，

TGC/ST を保持するデータベースを外部に持ち
出すか，Java RMI などのリモート呼び出し機構
などを用いて TGC/ST の共有を行うなどの方法
が考えられる．

• 広域認証網での CAS の利用
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報メディア教育センター助手．2002

究科情報工学専攻修士課程修了．同

年情報連携基盤センター助教授，文部科学省メディア

年日本電信電話公社（現 NTT）入

教育開発センター客員助教授併任，2003 年株式会社

社．1988〜1989 年米国 MIT メディ

エミットジャパン取締役兼任．博士（工学）．大学にお

ア研究所客員研究員．1995〜2002 年（株）国際電気

ける教育・研究活動での IT 活用に関する研究に従事．

通信基礎技術研究所研究室長．2002 年より，名古屋大

1996 年電気関係学会東海支部連合大会奨励賞，1998

学情報連携基盤センター教授．コンピュータによるコ

年日本音響学会第 15 回粟屋潔学術奨励賞，2001 年電

ミュニケーション支援の研究を推進している．人工知

子情報通信学会第 56 回論文賞．電子情報通信学会，日

能学会 1999 年度論文賞．IEEE，ACM，電子情報通

本音響学会，日本教育工学会，IEEE 各会員．

．
信学会，VR 学会，画像電子学会各会員．博士（工学）

小尻 智子（正会員）

1975 年生．2003 年名古屋大学大
学院工学研究科情報工学専攻博士課
程後期課程修了．工学博士．同年名
古屋大学大学院情報科学研究科助手，

2004 年同大学情報連携基盤センター
助手，現在に至る．教育支援システム，特に分散環境
下での協調学習支援に関する研究に従事．人工知能学
会，教育システム情報学会各会員．

