2005−DSM−39（1）
2005／10／14

社団法人 情報処理学会 研究報告
IPSJ SIG Technical Report

徳島大学における大学ポータルの構築とその運用について
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徳島大学 高度情報化基盤センター, 徳島大学 工学部

あらまし 現在，高等教育機関において，学内の様々な情報を有効利用するため，分散さ
れたデータベースを共有し，利用者の属性に適応的に振る舞う，WEB ベースのシステム
が導入されている．現状のさまざまな大学ポータルシステムを俯瞰しながら，大学ポータ
ルシステムの定義をおこない，徳島大学で我々が導入した大学ポータルの概要とその運用
について報告する．

Construction and Operation Method of the University Information Portal
in the Tokushima University
Kazuhide Kanenishi†, Kenji Matsuura†, Takahiro Ooie‡, Yasuo Miyoshi‡,
Masahiko Sano†, Syunichirou Ooe† and Yoneo Yano‡
†
Center for Advanced Information Technology, Tokushima Univerity
‡
Faculty of Engineering, Tokushima Univerity
Abstract Presently, in order to promote on-campus computerization, the introduction of the
university information portal has been advanced in higher education institutes. There are many
university information portals. In this paper we propose a model for the university information
portal. In this paper, the information portal of Tokushima University is taken as a case example
and the problems of its development and operation are examined. The practice use is shown
following the explanation of the method for sharing the contents. It is shown that our portal is
within the range of practical use though the accomplishment of the usage is still small in number.

うに思われる[7]．大学ポータルは，ある単一

１．はじめに

のシステムを指すものではなく，高等教育機

学生お知らせシステム，授業ポータル，図

関内に分散するデータベースと，そのフロン

書館ポータル等，現在，高等教育機関におい

トエンドの複数のWEBベースのシステム，及

て学内情報の活用を目的とした複数の WEB

びそれらを統合的システムとするための付加

ベースのシステムが導入され，ポータルシス

的な機構（フレームワーク）の全てを総称し

テムと呼ばれている．大学ポータルと呼ばれ

たものである．大学ポータルとは，単一の休

るシステムの導入が急速に進む一方で，必ず

講情報システムや，成績管理システムのこと

しも定義が明確になっているとはいえない．

ではない．アプリケーション間でのアカウン

そこで，大学という組織の特徴から，大学ポ

トの統一やデータベースの共有をおこない，

ータルのモデル化をおこなう．

幾つかのシステムを統合して運用したとき，

大学ポータルの定義は幾つかに分かれるが，
それが指し示す概念は現在収束しつつあるよ

統合されたシステム全体を大学ポータルと呼
ぶのが相応しい．
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次に，平成 17 年度より徳島大学で運用を

大学内に情報システムが林立するようにな

開始した大学ポータルを事例に採り上げ，運

ったのは，サービスがシステム構築者の視点

用，構築に関する問題を具体的に考察する．

から導入されたからにほかならない．今後，

大学ポータルを構築するためには，認証情報

如何に並立するシステムを統合し，利用者の

の共有とデータの共有の枠組みを実現する必

利便性を高めるかが問題となる．個々の利用

要がある．そこで，本稿では認証基盤の導入，

者に適したユーザ中心の情報提供が実現され

データ共有の方法について提案する．また，

なければならない．さらに，大学内の組織を

我々の運用の様子についても述べる．さらに，

超えた情報共有の場が構成されるならば，知

大学ポータル構築・運用に関しての考察をお

識の共有化が進展する．そこで，こうした課

こなう．

題に対する一つの解決法として大学ポータル

以下，2 章では大学ポータルのモデルにつ

が生み出された．

いて述べる．3 章では徳島大学の事例を基に

大学は独特の組織であり，大学ポータルも

大学ポータルの構築方法を述べ，4 章では運

独自の特徴を持つ．大学ポータルに求められ

用例を示し，5 章で全体をまとめる．

る機能として以下のようなものが挙げられる
[1-3]．

２．大学ポータルの構成

(1)多様な利用者の管理
(2)個人適応性

高等教育機関では，現在，休講情報，履修
情報，図書・論文（検索）情報，研究室で管

(3) 拡張性への対応

理しているデータベース等さまざまな情報が，

(4)マルチデバイス対応

個々に処理されている．その結果，利用者は

(5)コンテンツの共有（データの共有）

複数のシステムを使い分けせざるをえない．

(6)システムの可搬性

結局，必要な情報がどこにあるかの管理は利

(7)認証情報の共有

用者に求められる．

図 1 に大学ポータルのモデルを示す．大学
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図 1．大学ポータルの構成の概念図
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…

電子
メール

ポータルは複数の WEB システムから構成さ

管理することへの不満が高まっている．した

れている．幾つかのサービスは共通のプラッ

がって，統一的なアカウントの導入は必須で

トホーム上で作成され，プラットホーム内の

ある．また，利用者の所属学部，学科，学年

モジュールとして提供されている．大学内に

等，本来全ての情報サービスで共通して利用

分散化したデータベースはメタディレクトリ

される情報も，各アプリケーションがそれぞ

の機能を通じて，各 WEB システムと情報を

れデータベースを用意して管理している．そ

交換する．メタディレクトリを導入すること

こで，徳大ポータルでは，学内の認証基盤の

によって，WEB システムは情報の実体がど

導入と，それに基づく SSO 環境，及び，情

のような形式なのかを知る必要がなくなる．

報コンテンツの集約化の実現を目指す．

また，利用者のアカウント情報は認証基盤を

徳大ポータルでは，認証基盤の導入の方に

通じて共用されている．図では認証情報管理

重点を置いた．つまり，SSOの実現に関して

サーバとして示した．利用者は，WEB サー

は，ある意味で簡易な形式を用いた．認証基

バにログインする際，HTTP リダイレクショ

盤とSSOの実現では，Yale大のCAS(Central

ン等によって認証情報管理サーバに導かれ，

Authentication Service)は一つの手法を提示

認証をおこなう．認証が済めば，認証管理サ

している[4,5]．しかし，多くの大学ポータルは，

ーバに認証情報が保存され，WEB サーバと

既存のシステムと新しく導入されるシステム

はサービスチケット等を通じて認証情報を交

がモザイクのように絡み合っており，既存シ

換する．利用者がリンク情報等を通じて

ステムを新しい認証方式に全面的に合わすの

WEB サーバを移動した場合，新しく利用さ

は困難である．我々が新たに導入した認証基

れるアプリケーション側の WEB サーバは認

盤も既存システムとの整合性に配慮した．そ

証情報サーバとサービスチケットを交換する

のため，SSO環境は簡易な実現となっている

ことによって，利用者に再度ログインを求め

が，今後，CASのサービスチケット等による

ない．また，認証情報管理サーバは AD(Active

認証情報管理機能を我々の認証基盤に追加す

Directory)サーバや LDAP サーバ等と連動し

る予定である．

て，利用者の属性情報も WEB サーバと交換

３．２ 徳大ポータルにおける認証基盤

する．また，WEB システム側は認証情報だ

徳大ポータルでは，学生用と教職員用の 2

けではなく，全学的に認証された権限情報も

種類の認証基盤を用意した．これは大学構成

認証情報管理サーバを通じて手に入れること

員の異動の特性が異なるため，またシステム

ができる．このようにして，WEB システム

を利用する構成員のセキュリティレベルが異

間の Single Singe On (SSO)が実現される．

種なためである．
まず，教職員における認証基盤を利用した

３．徳大ポータル

SSO について述べる．各 WEB システムは，
LDAP のパスワードフレーズを使ったアカウ

３．１ 大学ポータルにおける SSO の実現
徳島大学ポータルシステム（以下，徳大ポ

ントとパスワード入力による認証と，証明書

ータル）では，学内の既存の WEB システム

による認証の二種類の認証が可能となってい

（ EDB シ ス テ ム ， 履 修 登 録 シ ス テ ム ，

る．証明書による認証の場合，利用者が各

e-Learning システムと商用の学生用お知ら

WEB アプリケーションを移動した場合，サ

せシステム）を統合することを目的としてい

ーバを変わる毎に認証がおこなわれるが，利

る．さらに，上記以外の WEB システムの統

用者はアカウントやパスワードを入力する必

合も想定されている．

要はない．これは，見かけ上の SSO である

現在，学生，教職員を問わず，学内の様々

が，結果的にサービス毎にアカウントを管理

な情報サービスに対して複数のアカウントを

しなければならないという利用者の負担は軽
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減されている．現在，徳大ポータルでは，教

盤の導入と共に統合したものである．各

職員に対し個人証明書の作成による SSL 認

WEB システムは，現在のところ，それぞれ

証を推奨している．しかし，現状ではパスワ

バックエンドにデータベースシステムを持っ

ード認証の利用者が多数を占めている．これ

ている．一方，EDB は各 WEB システムに対

は，証明書による認証に慣れていない等の理

してディレクトリサービスと，認証基盤の利

由に因ると思われる．

用者向けのインタフェースの機能も提供して

次に，学生の場合について述べる．学生の

いる．例えば，シラバスのデータは EDB の

認証は AD でおこなっている．そこで，SSO

データベースに格納されおり，e-Learning シ

を実現するには，複数の WEB システム間で

ステム等では EDB のデータベースにあるシ

ユーザアカウントの情報を交換する必要があ

ラバス情報を利用している．そのため，EDB

る．クッキードメインの調整や認証チケット

は WEB システムへ対し，XML 形式によるデ

など様々な方式が考えられるが，なるべく既

ータ交換用のポートを提供している．認証基

存の WEB システムに対する変更コストが少

盤は複数のサーバから構成されており，認証

ない方式を用いることとした．現在，学生お

及び SSO をどのように利用するかは現在の

知らせシステムから他の WEB システムへ学

ところ WEB システム側に任せられている．

生がサービスを変更した場合，ID と認証キー

学生用お知らせシステムが，徳大ポータル

を一時的に共有する方式で実運用している．

の入り口の役目を受け持つ．認証は学生の場

３．３

合，AD サーバに対しておこなう（ただし，

徳大ポータルの構成

徳大ポータルの構成を図 2 に示す．上述の

LDAP モジュールを用いておこなう）．学生

通り，徳大ポータルは，学生用お知らせシス

の場合は，LDAP 認証，証明書認証，ローカ

テム，履修登録システム，e-Learning システ

ル認証のいずれかの方法での認証をおこなう．

ム，EDB の 4 種類の WEB システムを認証基

複数の認証方式に対応するため，現在 WEB

利用者

WEBアクセス

Client

徳大ポータル

学生用お知らせ
システム
e-Learning
システム
学生用お知らせシス
テム用データベース

e-Learningシステム
用データベース

EDB
認証処理

履修登録システム

EDBによる
データ連携

EDBデータベース
プライマリ

EDBデータベース
セカンダリ
履修登録システム用
データベース

SSO連携

認証基盤
ADサーバ
プライマリ

ADサーバ
セカンダリ

ROOT証明
サーバ

認証サーバ
（証明書）

学生用

LDAP
サーバ

教職員用

図 2．徳大ポータルの構成
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RADIUS
サーバ

システムは，各認証サーバに対して順に問い

受講生の多くは 1，2 年生である．お知らせ

合わせをおこない，認証が成立するアカウン

システムは，認証基盤に登録されている徳島

トがあればサーバから OK が返される．ロー

大学の学生約 8,000 名と教職員 2,100 名（非

カル認証まで一致することがない場合は，徳

常勤講師・職員の一部は未登録）がログイン

大ポータル上にはアカウントが存在しないも

利用可能である．
4 月からのお知らせシステムの利用状況は，

のとして取り扱われる．最近の多くの WEB
サーバは SSL に対応しており，また，LDAP

学生に講習会を複数回おこなった 4 月中旬の

による認証も一般的な認証として普及してい

アクセスが最も多く，5 月の連休明け以降，

る．EDB，履修登録システム，e-Learning

利用が落ち着いた．また，講義がおこなわれ

システムは大学内で開発をおこなっており，

ている時間帯にアクセスが集中している．こ

複数の認証方法へ対応するようシステムを改

れは，アクセスを学内に限定しており，自宅

良することは可能である．商用のシステムで

からのアクセスが不可能であるためだと思わ

ある学生用お知らせシステムは，まず SSL に

れる．

よる証明書に対応していなかったため，ベン

また，アクセスのほとんどが，高度情報化

ダーと協力して認証に機能を追加した．また

基盤センター内の教育計算機の端末からのア

LDAP 認証における AD との連携に関しても，

クセスであった．一部研究室等からのアクセ

若干の改造をおこなった．

スもあったが，これは工学部の学生の利用だ

徳大ポータルの利用者は，学生お知らせシ

と思われる．現在サービスの対象が，工学部

ステムをブラウザ上でのトップ画面に登録し

以外の学生は 1 年生，2 年生が中心であるた

ておけば，各システムに移動することができ

め，研究室等からアクセスする手段を持たな

る．履修登録をセメスター開始時に行い，そ

いことによる．なお，アクセス許可の範囲を

の後，日常的に休講情報を確認するといった

順次拡大する予定である[7]．

使い方が一般的である．また，証明書の発行

現状では，スループットや，ネットワーク

や，OTP の発行，LDAP 用のパスフレーズ変

のトラフィック等は問題になっていない．ま

更の管理は，EDB を通じておこなう．例えば，

た，サーバ側の負荷も問題とはなっていない．

利用者が EDB 上で OTP を発行することで，

ただし，実際の運用が始まってしまったため，

EDB が LDAP サーバのパスワード情報を書

限界性能の評価が充分でない．今後，負荷の

き換える．そして，EDB は一定時間後，LDAP

限界性能について目安を得る必要があると思

サーバのこのパスワード情報を消去する．

われる．
なお，2 ヶ月半の間に，一般お知らせ記事

４．徳大ポータルの運用

が 318 件，個人向けの記事が 322 件掲載され

本節では徳大ポータルの運用実績について

た．学生用お知らせシステムは，メールの転

述べる．なお，上述の通りポータルの一部は，

送機能を有しており(携帯電話のメールサー

既存 WEB システムである．そこで，大学の

ビスへの転送を想定)，360 人の学生がアドレ

学生用お知らせシステムが，徳大ポータルの

ス登録している．しかし，2 ヶ月の間にアド

入り口という位置付けから，以下では学生用

レス変更している学生が多数おり，不達メー

お知らせシステムを中心に大学ポータルの運

ルが 73 件発生している．

用実績を述べる．

５．おわりに

学生用お知らせシステムは平成 17 年度４

本稿では，徳大ポータルを事例に挙げ，大

月よりサービスを開始した．現在，共通教育
の授業，及び工学部の授業を対象にしている．

学ポータルの構成，設計，運用方法について

共通教育は全学の学生を対象としているが，

述べた．
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まず，高等教育機関の教育研究活動を支援

基盤の構築，情報処理学会研究報告(DSM)，

する，大学ポータルのモデルを示した．大学

Vol.2005，No.39，pp.35-40，(2005)．

ポータルは，単一のアプリケーションのこと

[6] 梶田将司:コース管理システムの発展と我が

ではなく，幾つかの WEB システムやデータ

国の高等教育機関への波及, メディア教育

ベース等を統合したシステムである．

研究, Vol. 1, No. 1, pp. 85-98 (2004).

次に，徳島大学でサービスを提供している，

[7] VPN サービス運用開始のお知らせ，熊本大

ポータルの構成について述べた．徳大ポータ

学情報基盤センターニュース，No.157，

ルは学内の既存の WEB システムを統合する．

(2004)．

既存のシステムとの連携を実現するための，

http://www5a.cc.kumamoto-u.ac.jp/cnews/cnew

認証基盤と SSO について述べた．本稿では，

s157.html

現実的な観点から簡易型 SSO を提案する．
さらに，徳大ポータルの運用状況について
示した．現在，利用開始直後ということもあ
り，利用率はそれほど高くない．ただし，重
篤な問題は起こっておらず，利用者に一定の
サービスは提供できていると思われる．
今後，徳大ポータルでは，さらに WEB シ
ステム間の連携を図るため SSO 機構を洗練
したものに改良する予定である．また，図書
館システム等の学内の未だ連携していない
WEB システムとの統合を進めていく予定で
ある．
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