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Moodle を利用した学生用無線 LAN 自動受付システム 

鈴鹿工業高等専門学校 ○箕浦弘人, 石原茂宏, 青山俊弘，岡芳樹

1. はじめに

鈴鹿工業高等専門学校（以下、本校）では、教育

改善 PDCA サイクルのために、学生との意見交換会

を行っている。その中で、学生から無線 LAN アクセ

スポイントの設置要望が毎年挙がっていた。また、

高専機構全体の流れとして ICT活用環境の整備が求

められ、本校年度計画にも無線 LAN アクセスポイ

ントの整備として取り込まれた。このような背景か

ら、本校情報処理センターを中心に、学生用無線

LAN アクセスポイントの設置が進められることと

なった。 

2. 設計方針

情報セキュリティ諸規程に則り、未承認ユーザや

未登録機器では利用できないこと、利用履歴を採取

することができることを必須とした。その上で、で

きるだけ運用コスト（特に人的コスト）をかけるこ

とのないように工夫をすることとした。 

2.1 利用者とネットワーク機器の登録 

 ネットワーク機器の登録では MAC address の採

取とユーザとの紐づけが最もコストがかかるタスク

と考えられた。また、MAC address の取得方法を知

らない利用者が多いと考えられ、情報処理センター

に相談されたとき、様々なデバイスや OS などに対

してその都度個別対応することはできる限り避けた

かった。そのため、MAC address の自動採取の仕組

みを作ることとした。 

2.2 利用履歴の採取 

 学外との通信では proxy を経由することで利用履

歴を採取する。そのために、IP address と利用者及

び利用機器の紐づけをすることとした。 

 さらに、上記 2.1 及び 2.2 の作業において、情報

処理センターでの作業を発生させない様にすること

とした。 

3. 自動受付システム

3.1 利用の流れ 

図 1 は利用者の利用申請から利用開始までの流れ

を表している。 

 全学生・全教職員は学内 Moodle のアカウントを

持っている。Moodle には、校内無線 LAN 利用に関

する情報をまとめた「校内無線 LAN」コースを開設

してある。このコース内に設置されている「校内無

線 LAN 利用申請」ブロックの申し込みボタンを押

し、受付番号を受け取る。 

次に、登録したい機器を用いて、学内の憩いの場

に設置してある機器登録用アクセスポイントに接続

する。そして、登録用 web ページにアクセスし、ユ

ーザ ID と受付番号を入力すると機器の登録が完了

する。 

この登録された機器を、学生用無線 LAN アクセ

スポイントにユーザ ID とパスワードを入力して接

続する。この後、学内 LAN へのアクセスが許可され

る。 

3.2 認証シーケンス 

図 2 に本システムの認証シーケンスを示す。 

 最初に、Moodle にログオンして「校内無線 LAN

利用申請」ブロックで「申し込み」をすると、ワン

タイム受付番号が生成され、利用者に提示されると

ともに、受付サーバにユーザ ID と受付番号が送ら

れ、紐づけされる。 

次に、登録したい機器を機器登録用アクセスポイ

ントに接続し、受付サーバの登録用 web ページにア

クセスする。ここでユーザ ID と受付番号が入力さ

れると、接続している機器の MAC address を取得し、

ユーザ IDとMAC addressが紐づけされると同時に、

DHCPサーバに MAC address が送信される。DHCP

サーバは、受け取った MAC address を用いて、MAC 

address – IP address 固定割り当ての設定を行う。機

器登録用アクセスポイントには未登録の機器が接続

されるため、学内 LAN から独立させ、受付番号を用

いることにより、機器登録用アクセスポイントを含

むネットワーク内にパスワードが流れることはない。 

図 1：利用フロー 
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 そして、登録した機器を学生用無線 LAN アクセ

スポイントに接続する。この時認証サーバの

RADIUS 認証を用いて IEEE802.1x 認証される。こ

の段階で利用者の認証が完了する。アクセスポイン

トに接続されると、MAC address を用いて IP 

address がリースされる。この段階で機器の認証が完

了する。 

 なお、機器登録の有効期限は年度単位としており、

新年度には再度機器登録を行う必要がある。 

4. 運用状況

本システムは平成 28 年 2 月から試運用を開始し

た。試運用時は問題点を洗い出すため、ある程度の

レディネスを備えていると考えられる電子情報工学

科やプロコンプロジェクト（プログラミングコンテ

スト等に取り組む課外活動）の学生を中心に利用し

てもらった。特に問題なく運用できたので、平成 28

年度 4 月に全教職員・全学生にアナウンスし、本運

用を開始した。 

本運用を開始してから平成 29 年 8 月までで、利

用者数 259 人、登録端末数 346 台であった。表 1 に

学科別利用者数、表 2 に学科・OS 別の登録端末台

数を示す。学科別では、やはり電子情報工学科が最

も多かった。しかし半数以上の学生はレディネスの

低い学科であるため、インストラクション資料を分

かりやすく丁寧に作成する必要があると考えられる。

OS 別では、iOS が最も多く、約半数を占めている。

学生向け ICT サービスでは iOS 最適化の優先度を

高くする必要があることが分かった。 

これまで問題なく運用できており、完成度の高い

システムとなっている。また、Moodle に掲載してい

るインストラクション資料では、学生用無線 LAN サ

ービスの利用方法についてかなり丁寧に説明してお

り、情報処理センターへの問い合わせはなかった。 

5. おわりに

本校技術職員が、他業務がある中本校の業務とし

て Moodle ブロックやサーバなどシステム全体を自

作し、約 1 か月で完成させた。そのため、本校から

学外への支出はない。 

本システムで用いられている機器には一昨年前に

機構本部に示された全高専一斉導入機種を用い、今

年度の一斉導入に備えていた。しかし、導入機種が

変更されたため、今年度の一斉導入でのテスト項目

が増えることとなった。最悪の場合、システム再構

築や機器のリプレースの可能性がある。 

現在は本校にアカウントがある学生・教職員向け

のサービスとなっている。今後は、学外利用者が接

続できるよう、システムをバージョンアップしてい

く予定である。 

機械工学科 電気電子工学科 電子情報工学科 生物応用化学科 材料工学科 専攻科 教職員 計 

46 44 100 16 27 14 12 259 

機械工学科 電気電子工学科 電子情報工学科 生物応用化学科 材料工学科 専攻科 教職員 計 

Windows 9 8 41 0 3 1 8 70 

Android 12 19 43 2 6 4 5 91 

iOS 34 26 67 14 18 12 10 181 

その他 1 1 2 0 0 0 0 4 

計 56 54 153 16 27 17 23 346 

表 1：学科別利用者数 

図２：認証シーケンス 

表２：学科・OS 別登録端末台数 
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認証システムと新ネットワーク組替計画

○金山 典世 †, 岡田 康 ‡, 池田 総一郎 ‡, 川見 昌春 ‡ 稲葉 洋 †, 杉山 耕一朗 †, 原 元司 †, 廣瀬 誠 †

† 松江工業高等専門学校　情報工学科, ‡ 松江工業高等専門学校　実践教育支援センター

概要

松江高専における新システムの導入とシステム組み替えについて報告する。本校では 5年前の更新において既に有線・

無線における認証を行うシステムを構築しているが、今回の更新で全ての高専において Cisco 製品による認証システム

が可能になったことに関連し、本校で実施している認証システムについても報告を行う。

1 はじめに

高専機構による統一仕様に基づく情報システムの更

新が本年度一斉に各高専で行われており、松江高専の更

新も 9 月に予定されている。この更新における仕様や

技術審査に筆者も高専機構情報基盤専門部会委員とし

て関与していたが、機器やケーブルのレベルでは 10G

Ethernet に対応したものとなっているが、更新自体は

基幹ネットワークも 1Gとなっている。元々これは、更

新以前の時点で基幹ネットワークを 10G に移行させて

いる高専も少なからずあったために ( 本校も 2011年度

更新で対応済)、レベルダウンしないようにという配慮

からであった。しかしながら、それをどのように実際の

更新計画に組み込み、個々の設計に生かすかという点で

は、当然ながら統一的なものがある訳ではなく、個別の

高専に任されていた。本報告では、更新計画をどのよう

に組み替えて 10G ネットワークに適応させるのかとい

う点について報告を行う。また、本更新によって、全高

専に Ciscoスイッチが配置されたことを受け、認証ネッ

トワークを当該装置を用いてどのように実現するかとい

う点について、前回の更新において既に有線・無線を含

めた認証ネットワークを実現している本校の例 [1, 2] に

ついても再度報告する。

[連絡先] 〒690-8518 島根県松江市西生馬町 14-4
　　松江工業高等専門学校情報工学科
金山 典世 TEL:0852-36-5111 FAX:0852-36-5119
　 e-mail:kanayama@matsue-ct.jp
[キーワード] ネットワーク,　有線・無線 , 認証シ
ステム

2 現行ネットワーク

まず図 1 に現行ネットワーク図を示す (富士通・金山

作成)。

コアルータとして、Cisco6504が 2台あり、VSS (Vir-

tual Switching System) 構成となっている。今回の更

新における標準構成でも、Cisco3850 2 台を VSS 構成

するようになっており、近年ルータ、スイッチを冗長化

する基本的な技術である。Cisco6504 から 2-5 棟及び

寮の間は 10Gbase-LR が 2 本づつ張られ、2 本がリン

クアグリゲーションに設定されている。これも、今回の

更新の標準構成と帯域幅は異なるが、技術的手法は同

じである。異なるのは、各棟に配備されているのは L2

スイッチである Cisco2960S である点である。従って、

Cisco6504 と各棟の Cisco2960S とは同じ VLAN を所

有し、Cisco6504上で経路制御されている。

一方、1棟については、2棟より 10Gbase-SR , MMF

(Multi Mode Fiber) で各階の Cisco2960S に接続され

ている。これは元々は 1棟はセンターから配線されてい

たが、棟の耐震改修の際に業者が誤って切断したために、

2棟から配線する構成に変更されたためである。本校の

校舎の内、1棟から 3棟までは通常の渡り廊下での接続

というよりも、各階が全て繋がった、同一の建屋と言っ

て良く、1棟には事務室や校長室、教員室、会議室などで

あるために、帯域的な要求も高くないために、このよう

な配線のままになっている。勿論、今回の更新時の標準

設計では、全ての建屋にセンターから直接 SMF(Single

Mode Fiber)を張る設計になっていたが、松江高専とし

てはこのような無駄な工事を行うべきではないと考え、

- 3 -
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図 1 現行ネットワーク

センターからは配線されていない。但し、後でも述べる

が、1棟のみが各階独立になっているのは、メンテナン

ス的にも不便であるために、今回の更新では 2階に集中

させるようにケーブルを配線しなおすのと、将来のため

に別途 SMFを 2棟と 1棟 2階間で配線を行っている。

6棟についても、ほぼ事情は同じで、5 棟と 6 棟は各

階で接続された一つの建物に近いものであるために、5

棟より 6棟に MMF を配線する構成になっている (ここ

も将来のために SMF を更に今回配線を行った)。

各棟の Cisco2960S は、VSS と同様の技術である

StackWise で仮想的に一つのスイッチとして動作させ

ている。Cisco2960 ( 3650 も同じだが)で、スタックを

行うには、スタックモジュールとケーブルが必要にな

る。利点の一つとして、スタックを組んだスイッチでは、

アップリンクに SFP+ を持っていなくても、いずれかの

スイッチにアップリンクがあればスタック内でそのアッ

プリンクが共有される点が上げられる (実は今回の更新

ではここの対応に問題がある)。

3 更新と組み替え

次に、図 2に機構の標準構成案に基づいた図を掲げる

(富士通作成)。

この構成の問題点は、単に基幹ネットが 1Gだというだ

けではなく、各棟に置かれた Cisco3650と、Cisco2960X-

48TS の間の接続にある。Cisco3650は、SFP+ のポー

トを 4つ持っているのだが、Cisco2960X-48TS (24TS)

には SFP+ のポートはなく、SFP のポートしかない。

元々、基幹ネットワークを 1G で設計しているために、

スイッチ間接続も 1G 仕様であり、その問題がここに集

中的に表れている。

次に、筆者が組み直した構成図を図 3 に掲げる (金山

修正)。

この組み替えでは、現行 Cisco6504をそのまま生かし

て利用し、2 棟から 5 棟の接続については、Cisco3650
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図 2 標準構成案

をスタック構成にし、これによって既存 Cisco6504

との 10Gbase-LR 接続と同時に、新たに設置される

Cisco3850 との接続も可能にしている。なお、SMF は

前回更新時に各棟に 4 本づつ配線しており、現行では

2本が予備ラインとなっているものをそのまま活用して

いる。

一方、今回配備される Cisco3650 はセンターにそ

のままスタック構成で配置し、現行 Cisco6504 と

10Gbase-CX での接続としている (SFP+ cupper ケー

ブルで接続、ケーブルは本校調達)。また、Cisco3850と

Cisco3650 間の接続については、この構成案では、今回

配分される 1000BASE-LX の SFP+ モジュールをその

まま利用し 1G 接続となっているが、10Gbase-LR の

SFP+ モジュールは既に互換品ならば 1 万円を切って

おり、16個を調達しても約 10万円程度であるので、年

度末の予算を見ながら購入し、入れ替え予定である。

1棟及び 6棟については、Cisco3650の数が足りない

ために、Cisco2960X でのサポートとなる。この場合、

問題はアップリンクに SFP+ がないために、10Gでの

接続がこのままでは出来ない点にある。実は、幸いにも

本校には Cisco2960X-24TD と Cisco2960X-48TD が、

2棟のマルチメディア実習室に 2年前の更新時に配備さ

れていた。今回は、このスタックを組んでいる 2台をば

らして、1棟と 6棟に利用することにした。何故ならば、

同じ 2960X 同士ならばスタックを組め、問題はアップ

リンクのみなので、現有 2960X には両方に SFP+ が装

備されているからである。10Gbase-SR モジュールは現

行品をそのまま流用すれば良く、もし 10Gbase-LR モ

ジュールが更に手に入れば、SMF も配備しているので、

そちらに切り替えることも出来る。

この構成を実現するために、予算的に一番重かった

のは Cisco3650 をスタックさせるためのモジュールを

用意する点にあった。通常の価格であれば、スタックモ

ジュールは 20万近くし、それが組み替え案では 8 個必

要であったためである。最も安価な日本の業者でも 1個

9万円であったが、手を尽くした結果、大体 1個 8万円
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図 3 組み替え構成

程度で調達を行った。しかし、amazon.com での価格で

言うならば $400 程度であるために、個人輸入で入手す

れば更に安く調達が可能である点を指摘しておきたい。

また、2960Xのスタックモジュールも 2個だけ調達をし

ている。なお、2 棟のマルチメディア教室には、現行の

Cisco2960S のスタックを配置し直す予定である。

4 経路制御と IP

先に述べたように現行では経路制御は Cisco6504 で

全て行っていたが、今回は Cisco3650が 4つの棟に配置

されることから、Cisco6504, 3850, 3650 の間で OSPF

による経路制御を行う予定である。本校は筆者が赴任

した際に、マイクロセグメント化を実施し、部屋ごとに

VLANが異なる設計になっている。このために、セグメ

ント数は非常に多く、利用している /24 セグメントは

優に 300を越えている。しかし、経路制御すべきアドレ

ス空間は最適化して設計しているので、OSPF的に交換

される情報量は非常に少なくなっている。表 1 に現在の

IPセグメント割当を掲げる。

棟 教職員関係 一般アクセス

1 10.16/13 10.128/13

2 10.24/13 10.136/13

3 10.32/13 10.144/13

4 10.40/13 10.152/13

5 10.48/13 10.160/13

6 10.56/13 10.168/13

C 10.64/13 10.176/13

表 1 IPブロック割当

更に、各棟の各階は /16 で割り付けを行い、最終的に

各部屋では/24 での割当となるのだが、OSPF的に交換
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すべき経路は上記に掲げただけになるので、Cisco LAN

BASE でサポートされている OSPF の制限を越えるこ

とはない (勿論、これに属さないセグメントも一部ある

が、そうした例外は 10前後程度に収まっている)。

5 認証設定

本校で実施している有線認証は Cisco スイッチの認

証機能を利用して実現している。利用しているのは、

IEEE802.1Xポートベース認証におけるマルチ認証モー

ド (一つのポート上で、複数の端末を認証、これにはハブ

配下も含む)、Web認証 (端末との間の認証にWebを利

用した認証を用い、そのデータには 802.1X認証を利用)、

MAC アドレス認証 (MAC アドレスをユーザ名として

Radius で登録することで、端末は MAC アドレスで認

証し、Radiusとは 802.1XにおけるMAC認証を利用)、

ACL ベース Open1X(認証前に ACL に基づく通信制

限、あるいは通信許可を行う)、Flexible Authentication

Ordering ( 802.1X認証、MAC認証、Web認証の順序

を任意に変更する機能)などがある。

特に、IEEE802.1X マルチ認証において、端末毎に

Radius で設定された ACL を認証後に端末毎に割り当

てる機能を利用している点が大きな特徴となる。実は、

この機能は Cisco 独自だと思われているために、オープ

ンソース (OSS) の FreeRadius での設定は筆者らが初

めて成功したもので、予めスイッチに設定した ACL名

を FreeRadius 側で認証後に指示することで実現されて

いる。

次に、Open1Xを利用している理由は、通常は 802.1X

認証では、認証前には端末は EAP での認証のみが通信

として許されているのだが、Open1Xを利用することで、

認証前に ACL ベースで許可された通信は許されるよう

になる。例えば、802.1X 認証に失敗し、MAC 認証の

対象でもない端末は、Web認証にフォールバックする。

この際、Web 認証が可能であるためには、ブラウザが

HTTP でのリクエスト要求を出す必要があるが、DNS

などが使えない状態や、IPアドレスがない状態では、こ

れ自体が困難となる。そこで本校の設定では、DHCP に

よる IPの取得と、DNSサーバへのアクセスのみは許さ

れた状態にしている。これによって、Web認証にフォー

ルバックした際に、端末に認証画面を出すことが可能に

なっている。勿論、DHCP や DNSサーバへのアタック

がこれによって可能になるが、もしセキュリティを確保

したいならば、閉鎖された認証用 DHCP,DNSサーバを

用意するなどの方法を考えても良いだろう。

参考のために、以下に Cisco スイッチでの基本的な設

定を掲げておく。✓ ✏
! aaa 関連設定

aaa new-model

aaa authentication login default \

group radius

aaa authentication login remote line

aaa authentication login LINE-CON line

aaa authentication dot1x default \

group radius

aaa authorization network default \

group radius

aaa authorization auth-proxy default \

group radius

aaa accounting auth-proxy default \

start-stop group radius

aaa accounting dot1x default \

start-stop group radius

✒ ✑
(紙面の都合上、行末に \ のあるものは次行が継続行で

ある)✓ ✏
! device トラック & Web認証定義

ip device tracking

ip admission name rule1 proxy \

http absolute-timer 1440

✒ ✑✓ ✏
! 802.1X認証の有効化

dot1x system-auth-control

✒ ✑✓ ✏
! Web認証に最後にフォールバックする設定

fallback profile web_auth

ip access-group unauth in

ip admission rule1

✒ ✑
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✓ ✏
! ACL 関連

!

! Radius で指定された名前に従って、

! 各端末に以下の ACLが割り振られる

ip access-list extended mab

permit ip any 10.0.0.0 0.255.255.255

ip access-list extended staff

permit ip any any

ip access-list extended student

permit ip any any

! 以下は 802.1X 認証前の Open 状態に対する

ACL

ip access-list extended unauth

permit udp any eq bootpc any eq bootps

permit udp any any eq domain

✒ ✑✓ ✏
! Radius server 設定

radius-server attribute 8 \

include-in-access-req

radius-server host 10.X.Y.Z \

auth-port 1812 acct-port 1813

radius-server key 7 [hogehoge key]

radius-server vsa send accounting

radius-server vsa send authentication✒ ✑✓ ✏
! 個々のポートでの設定

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan [VLAN ID]

switchport mode access

ip access-group unauth in

authentication host-mode multi-auth

authentication open

authentication order dot1x mab webauth

authentication priority dot1x mab webauth

authentication port-control auto

authentication timer inactivity 60

authentication fallback web_auth

mab

dot1x pae authenticator

✒ ✑

なお、上記の個々のポートでの設定は、認証を行いた

い全てのポートで同じ定義をする必要がある。

一方、今回の更新では Cisco Radius が提供されるの

で、本校で実施している名前付き ACL だけではなく、

動的に Cisco Radius から直接 ACL を送ることも出来

る筈であるが、念のために本校での FreeRadius の設定

の勘所を示しておこう。

FreeRadius では認証後にスイッチに送るメッセージ

を、スイッチからのあるメッセージに応じて選択する機

能があるが、標準ではこれが存在していないので、自分

でまず呼び出しを定義する必要がある。✓ ✏
# radius/modules/attr_filter

# 以下を追加する。

attr_filter attr_filter.post-auth {

key = %{Service-Type}

attrsfile = ${confdir}/attrs.post-auth

}
✒ ✑
この設定により、attrs.post-authが認証後にスイッ

チに送るメッセージを選択するために呼び出される。こ

れは少し長いが、802.1X認証、MAC認証 (MAB)、Web

認証に応じて、スイッチ側の応答が異なるので、それに

応じて必要なメッセージを送っている。
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# attrs.post-auth

#############################################

# by N.Kanayama, 2012/06/07

# for Cisco Network Authentication

#############################################

# Call-check: MAB authentication

Call-Check

User-Name:="%{User-Name}",

Filter-Id =* ANY,

Framed-Filter-Id =* ANY,

User-Password =* ANY,

EAP-Message =* ANY,

Message-Authenticator =* ANY,

State =* ANY,

NAS-IP-Address =* ANY,

NAS-Identifier =* ANY,

NAS-Port-Type =* ANY,

Vendor-Specific =* ANY,

Framed-IP-Address =* ANY,

Service-Type =* ANY,

Proxy-State =* ANY

# Outbound-User: Web proxy authentication

# we need ’auth-proxy:priv-lvl=15’

Outbound-User

Cisco-AVPair:="auth-proxy:priv-lvl=15",

User-Name:="%{User-Name}",

Filter-Id =* ANY,

Framed-Filter-Id =* ANY,

User-Password =* ANY,

EAP-Message =* ANY,

Message-Authenticator =* ANY,

State =* ANY,

NAS-IP-Address =* ANY,

NAS-Identifier =* ANY,

NAS-Port-Type =* ANY,

Vendor-Specific =* ANY,

Framed-IP-Address =* ANY,

Service-Type =* ANY,

Proxy-State =* ANY

# Framed-User: 802.1x authentication

Framed-User

Filter-Id =* ANY,

Framed-Filter-Id =* ANY,

User-Name =* ANY,

User-Password =* ANY,

EAP-Message =* ANY,

Message-Authenticator =* ANY,

State =* ANY,

NAS-IP-Address =* ANY,

NAS-Identifier =* ANY,

NAS-Port-Type =* ANY,

Vendor-Specific =* ANY,

Framed-IP-Address =* ANY,

Service-Type =* ANY,

Acct-Interim-Interval = 600,

Proxy-State =* ANY

DEFAULT

User-Name =* ANY,

User-Password =* ANY,

EAP-Message =* ANY,

Message-Authenticator =* ANY,

State =* ANY,

NAS-IP-Address =* ANY,

NAS-Identifier =* ANY,

NAS-Port-Type =* ANY,

Vendor-Specific =* ANY,

Framed-IP-Address =* ANY,

Service-Type =* ANY,

Acct-Interim-Interval = 600,

Proxy-State =* ANY
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次に、OpenLDAP 側では、freeradius.schemaをイン

クルードした上で、個々のメンバーに対して以下の属性

を加える。✓ ✏
dn: uid=kanayama,ou=Staff,ou=People,\

dc=matsue-ct,dc=jp

...

objectClass: radiusprofile

radiusFilterId: staff.in
✒ ✑
これによって、FreeRadius側で OpenLDAPを参照す

る設定をしていると、属性値 staff.inが取得され (Radius

側では ldap.attrmap の設定で、Filter-Id に対する値と

して設定される)、それが先の attrs.post-authに従って、

スイッチ側に送り返され、上の kanayamaが認証された

場合、スイッチの ACL名 staff が端末 kanayama に適

用される。上の設定例では、permit ip any any なので

あまり意味はないが、これにより、個々人の種別に応じ

た ACL設定が可能になっている。

6 まとめ

全国高専に対する一律の更新計画は、全ての高専に最

低限のネットワーク環境を保証する上では非常に強い

下限を設定したものと言えるが、一方では進んだ高専

にとっては足枷としても作用している。しかしながら、

個々の高専において、工夫する余地は残っており、それ

を実践していくことが非常に重要であろう。今後におい

ては、一般化と個別化の両方を許す更新計画が策定され

ることを願うばかりである。
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【連絡先】〒312-8508 茨城県ひたちなか市中根 866 茨城工業高等専門学校 

      学術総合情報センター TEL: 029-271-2835 e-mail: inct-ipc@sec.ibaraki-ct.ac.jp 

高専統一ネットワーク 先行導入校での事例について 
茨城工業高等専門学校 学術総合情報センター 

本田謙介，○弥生宗男，小沼弘幸，安細勉，大坪友信，神田絢子，加瀬剛，豊田安紀 
 
1. はじめに 
 茨城高専(以下、本校)では、高専統一ネットワー

ク(以下、新ネットワーク)の先行導入校として、5
月に切替え作業を行った。それまで利用していた

校内ネットワーク(以下、旧ネットワーク)は、平成

24 年度～29 年度のリース契約でアライドテレシ

ス社のネットワークスイッチを導入していた。構

成は以下のとおり。 
表 1 旧ネットワーク構成 

 
 新ネットワークへの切替えにあたり、更新対象

となる無線 AP 数が少ないことや学寮ネットワー

クを切り離すかは、学生や教職員に対してネット

ワーク利用可能な範囲が変わってしまうため、大

きな問題となった。 
 
2. 更新に向けた学内調整 
2. 1 無線 AP の更新対象について 
 無線 AP の更新対象については、旧ネットワー

クで無線 AP を設置している箇所と切替え対象と

なる無線APについて明確にした上で説明を行い、

理解いただいた。また、更新対象外となる無線 AP
については、旧ネットワークの無線 AP を残すこ

とを求める意見が多かったため、こちらについて

も維持して並行運用することで設計した。 
 
2. 2 学寮ネットワークについて 
 旧ネットワークでは、学寮の各部屋に有線ネッ

トワークを敷設し、校内ネットワークに接続して

情報センターで一体管理していた。今回の新ネッ

トワークへの切替えを機に、寮務主事・主事補と

連携し、基本的には学寮は新たに回線を引き、独

立したネットワークを構築し学寮で管理していた

だくことにした。ただし、学寮の扉は電子錠となっ

ており寮事務で入退室の管理をしているため、こ

の部分のみ接続は残す事となった。 
 
3. 導入切替え前後の状況 
3. 1 富士通との事前打ち合わせ 
 設定ファイル等の提供は予め行っていたが、4月
14 日、21 日に対面で設計等の説明を受け、最終的

な設定の確認を実施した。その際に、来校する作

業者数や必要となる作業端末数の確認をした。 
 
3. 2 本校で行った事前準備 
3.2.1 校内周知 
 学内へは、作業を行う日が決定次第、作業期間

中はネットワークが止まることを周知した。併せ

て、ラックがある部屋に出入りすることや、ネッ

トワーク機器扉が完全に開くことができるように

スペースを作るように依頼をした。 
 
3.2.2 センター内での準備 
 作業チームに1名は帯同することを想定し、ネッ

トワーク停止後の資料等の共有方法等を考え、以

下のように準備した。 
・ファイルサーバにアクセスすることが出来な

くなるため、必要な資料を本校で利用している

G suite の Google Drive で共有した。 
・校内配置図を印刷し、ラックのある場所に

チェックを入れた。さらに全てのラック搭載図

を印刷し、スイッチの搭載場所を明確にした。 
・配送される荷物を一時保管するスペースを確

保した(教員室 1 部屋程度)。 
・施設管理係と相談し、立ち入る建屋のマスタ

キーを借用した。 
・作業用端末(デスクトップ 2 台、ノート 1 台)
を準備した。 
・旧ネットワークに変更を加える箇所の設定

ファイルを作成しておいた。 
 
3.3 導入当日 
3.3.1 導入スケジュール 
 本校の導入作業は、以下のスケジュールで実施

した。 

機器 台数 設置場所 備考 
センタースイッチ 
AT-SBx908 2台 情報センター 

サーバ室 冗長化構成 

エッジスイッチ 
AT-9048XL 17台 各建屋設置の 

ラック内 
 

エッジスイッチ 
AT-GS924M 13台 各建屋設置の 

ラック内 
 

PoEスイッチ 
AT-GS908M-4PS 29台 各建屋設置の 

ラック内 
 

DHCP NetAttest 
D3-SX04 2台 情報センター 

サーバ室 
アプライアンス 
soliton Systems 

内部 DNS 2台 情報センター 
サーバ室 

本校で構築 
bind on Linux 

無線 LAN 
コントローラ 2台 情報センター 

サーバ室 冗長化構成 

無線 AP 
AT-TQ2450 78台 教 室 、 演 習

室、会議室等 
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表 2 導入作業スケジュール 

 
3.3.2 作業中に発生した問題 
 作業を開始後に、下記のような問題が発生した。 
・当日受領した作業順序では建屋配置とは整合

せず、効率が悪いため変更した。 
・旧ネットワークを残すことにより、ラック内

のコンセントが足りなくなり、在庫を利用した。 
・想定外のケーブルが接続されており、当日そ

の場での判断を求められることがあった。 
・フロントスイッチからの光ケーブルがラック

扉と干渉し折れそうになるため、ラック扉を閉

めることが出来ない箇所があった。 
・作業の遅れにより、業者の作業チームが分裂

し、職員が走りまわることがあった。また、作

業が五月雨で実施されたため、作業終了箇所の

把握とその後の疎通確認が煩雑になった。 
・SFP モジュールの初期不良が 2 個あった。 
・ネットワークの停止に合わせて老朽化した

サーバの入替えを計画していたが、ネットワー

ク切替え作業が遅くまで時間がかかったため、

予想外の時間までかかることになった。 
・先行導入ということもあり、11 月に提供した

設定ファイルを元に構築されていたため、その

後に実施した設定内容が反映されていなかった。 
・障害、不具合が発生したこともあり、3 日間

で終わらなかった。残作業は別途日程調整を行

い実施した。 
 
3.3.3 作業直後に発覚した問題 
 入替え作業が完了し、翌週、通常業務日を迎え、

作業日では気づかなかった以下の問題が発覚した。 
・サーバ証明書導入の問題により、一部の方は

無線 LAN に接続できなかった。 
・ログが収集されていないサーバが複数存在し

ている。 
・ログが二重で記録されているサーバがあり、

一時、ディスク容量が逼迫した。 
・アクセス制限されている機能があり、サーバ

への接続数制限により、1 名しか操作できない

ものがあることが判明した。 

・高専共通認証サーバにおいて、一定期間経過

すると 1 号機に不具合が無いにもかかわらず

フェールオーバーしてしまう。さらに、2 号機

がプライマリの状態ではLDAP同期等バッチ処

理が失敗してしまう。 
・動作確認の一環で、既存システムで不具合が

ある機器が発見された。 
・マニュアルの完成が間に合っていない。 

 
3.3.4 運用開始後に発覚した問題 
 幸いなことに、運用開始後に大きなトラブルは

発生していない。また、導入から 3 ヶ月が経過し、

安定した動作をしている。しかし、新システムで

不具合が生じた場合に、本校がどこをどう調べた

らよいかという操作の指針が、今のところほとん

ど与えられていない。運用面での疑問等も発生し

てきているため、継続して問い合わせを実施して

いる。 
 
4. 運用開始後の反省と感想 
 旧ネットワークから新ネットワークに変更した

後、利用者側では大きな変更はなく利用できてい

る。また旧ネットワークでは、各教室に設置した

無線 AP では 1 クラス分の端末数を賄うことが出

来ていなかった。新ネットワークに切替え後も状

況は変わらず、1 クラス 40 名に無線 AP1 台では、

動画等の容量が大きいファイルの参照は難しそう

である。 
 運用担当者としては、機器の変更やファームウェ

アのバージョンアップ等により、操作感が異なっ

ているため慣れるまでには時間がかかると考えて

いる。また、マニュアルがないため、手探りによ

り操作をしている部分もあるため、作業時に不具

合を発生させてしまう不安を抱えている。 
 
5. 終わりに 
 導入から 3 ヶ月経過し、全体的には安定した稼

働をしている。ネットワーク切替え直後にインシ

デントも発生し、ノウハウを蓄積しつつある。 
 ラック扉と光ケーブルとの干渉問題については、

実習工場に協力頂き、各スイッチのラックマウン

ト金具を作製し、スイッチを後退させることで解

消している。 
 これから導入を行う各校のお力になれる部分も

あるかと思われる。些細なことでも、事前に確認

しておきたい事項等がありましたら、お問い合わ

せ頂きたい。 
 

日付 作業時間 
(予定) 

作業内容 
(予定) 

作業時間 
(実際) 

作業内容 
(実際) 

5月 2日 
(火) 午後 機器搬入 

物品確認 
2時間 
程度 

機器搬入 
物品確認 

5月 3日 
(水) 

9時～ 
17時 

入替え作業 
サーバ設定 

9時～ 
18時 

入替え作業 
サーバ設定 

5月 4日 
(木) 

9時～ 
17時 

入替え作業 
動作確認 
サーバ設定 

9時～ 
19時 

入替え作業 
動作確認 
サーバ設定 

5月 5日 
(金) 

 
作業予備日 
操作手順等 
説明 

9時～ 
19時半 

入替え作業 
サーバ設定 
操作手順等 
説明 
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呉高専におけるネットワーク・セキュリティ管理の現状 

 

〇笠井 聖二、山田 祐二，佐々木 智大，岡崎 美穂 

（呉工業高等専門学校・教育センター基盤部門） 

 

１．はじめに 

 呉高専では、学内の協力のもと、情報機器・

ネットワーク及びセキュリティについて管理を

組織的に進めており、その現状を報告する。 

 

2．管理・運営体制 

学内のネットワーク・パソコン演習室などの

ICT 環境は、教育センター基盤部門（以下、基

盤部門）が一括して管理している。基盤部門に

は、教員 2名、技術職員 1名，事務職員 1名が

配置されており、専任は技術職員のみとなって

いる。基盤部門長は、部門を統括するだけでは

なく、情報セキュリティ推進委員長として学校

の情報セキュリティ管理との橋渡しをすること

になる。 

本校の特徴としては、情報セキュリティ管理

委員会の下に教育部門を設置していることであ

る。教育部門長は本校情報セキュリティ副管理

責任者である副校長が勤め、部門員は教務主事，

総務課長及び基盤部門長となっている。機構か

ら指示される教育実では、副校長が教員に対す

る、総務課長が職員に対する、教務主事が学生

に対する教育実施責任者の位置づけとなってい

る。 

  

3．機器購入・ネットワーク接続 

「情報機器導入・ネットワーク接続対応方針」

で基本的方針を示し、それに従った管理をおこ

なっている。例えば、無線ルータは許可制とな

っており、教員が購入手続きを取った場合には、

事務から基盤部門に連絡があり、設置の可否を

判断することになっている。 

ネットワーク接続は、学校が把握した機器の

みを接続することを基本とし、MACアドレスに

よる機器認証を行っている。教員はユーザ認証

（ID／パスワード）による学内 LAN 接続も可

能である。授業での急の未登録パソコンの使用

や、MACアドレス登録前の新規購入パソコンの

セットアップなどを想定し、認証接続が活動の

妨げにならないように配慮している。 

認証された機器は、所有者により教職員又は

学生の VLANに接続される。学生は申請した情

報機器しか接続できないが、本校では、学生個

人所有のスマートフォンの接続も認めており、

約 700 台のスマートフォンが登録されている。

また、寮のネットワーク接続管理も学内と同様

に行っているために、約 500台のパソコン類も

登録され、学生関係の情報機器の登録は、総計

で約 1200台となっている。 

 

4．ソフトウェア管理 

 機構の定めるソフトウェア管理担当者は情報

セキュリティ推進委員が務め、実務は基盤部門

でおこなっている。学内には「呉高専ソフトウ

ェア管理標準」として管理方針を示している。 

教職員が購入したソフトウェアには、9 桁の

IDを割り振り、図書と同様に基盤部門で一元的

に管理している。「学内ソフトウェア検査実施手

順書」を定め、1 年に 1 回の検査を実施してい

る。機構の IT資産管理エージェントソフトがイ

ンストールできない機器については、旧来の管

理台帳による検査を実施している。 

ソフト・ハードウェアの管理手順を「ソフト

ウェア・情報機器管理手順」にまとめ、関係業

務の円滑化に努めている。この手順書では、パ

ソコンの購入や廃棄など一般的な管理だけでは

なく、教員が長期不在になるような場合の管理

についても明記し、ライフサイクルにあわせた

管理を進めている。 
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5．セキュリティ管理 

 「情報セキュリティ実施手順」を定め管理し

ている。情報セキュリティは日々の活動と直接

関係するため、教職員の従来の活動を出発点と

して、セキュリティポリシーに合致した活動方

法へと移行している段階となっている。機構の

規則にあわせた大枠としての「情報格付け」か

ら、情報一つひとつの取り扱いを規定する活動

を断続的に進めている。 

 

6．自己点検・セキュリティ教育 

学生・教職員に対して、年 1 回アンケートを

実施し、現状の把握に努めている。アンケート

は、eラーニングシステムMoodle上で実施して

おり、学生と教職員について違うアンケート内

容となっており、セキュリティなどの固定した

項目と管理・運用上で確認したい毎回変更され

る事項から構成されている。このようにセキュ

リティ意識などの現状や変化などを確認してい

るが、他機関との比較などは難しいため、IPAの

「2016 年度情報セキュリティに対する意識調

査」の内容によるアンケート実施を計画中であ

る。Office365上にアンケートを作成しオンライ

ン実施を検討したが、実行性の観点からアンケ

ート用紙による実施を予定している。 

教員向け教育は、年 1 回の講習会の実施を規

定しているが、機構の e ラーニング受講等で代

替しているのが現状である。 

学生向け教育は、1 年生に対する教育が中心

であり、その他学年に対しては不定期の実施と

なっている。1年生には、新入生ガイダンスとし

て実施するとともに、各学科で開設されている

情報リテラシー科目において、e ラーニング教

材（ミニコース）の受講と試験を実施している。

教材・試験は、基盤部門が独自に作成したもの

であるが、質・更新の観点から、外部教材の活

用を進めている。「総務省インターネットトラブ

ル事例集」や「IPA 情報セキュリティ啓発映像」

などを利用している。試験は、基本的な内容を

確認させることを主眼としており、合格が単位

認定の条件となっている。ほとんどの学生は 1

度の受験で合格しているが、不合格の場合には、

再度の学習と受験を指導し、全員が合格するよ

うにしている。 

 

7．課題 

 手順書の整備などにより、管理全般について

業務フローは定着しつつあるが、「省力化」，「実

行・実効性」の問題を認識している。 

 現在は、書類ベースの管理となっており、申

請書等の書類は 10種類以上となっている。手続

きの簡素化などによる、業務の省力化が必要と

考え、web ベースの管理への移行を検討してい

る。 

また、利用者である教職員も、必要に合わせ

た書類提出などの行動はできているが、常に情

報セキュリティを意識した行動となっていると

は言えない部分もある。今後、情報の取り扱い

など詳細な規定を設けた場合には、規則だけに

よる行動は限界となり、教職員が自ら正しい判

断と行動がとれるような環境が不可欠と考える。

web ベース管理だけではなく、教職員のセキュ

リティポリシーに基づく行動を支援するような

セキュリティーポータルの必要性を感じており、

その構築を断続的に試行しており、今後は、

Office365での構築を進める予定にしている。 

 

8．まとめ 

 呉高専における情報機器・ネットワーク及び

セキュリティ管理の概要を報告した。現状に留

まることなく、改善を進めながら、教職員が主

体的に行動できる環境への移行を目指していき

たいと考えている。 
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茨城高専におけるインシデント管理表の活用について 

茨城工業高等専門学校 学術総合情報センター 

本田謙介，弥生宗男，小沼弘幸，安細勉，大坪友信，○神田絢子，加瀬剛，豊田安紀 

１．まえがき 

日常の業務において日々発生する情報インシデント（※

ここでいう情報インシデントとは情報セキュリティ

インシデントを含む情報系のインシデント全てを含

む）に対応するため、情報においてのスキルは必須条件であ

る。しかし個人によってそのスキルは様々であり、発生する

インシデントも多種多様である。 

そこで、多種にわたる情報インシデントを、インシデント

管理表として分類しながら記録に残すことにより、類似障害

に対応するスキルを一定に保つことができ、問題解決の時間

も大幅に縮小することができた。 

２．インシデント管理とは 

インシデントの語源からすると、そもそも業務におけるイ

ンシデントとは、通常業務の手を止めさせる、あらゆるイベ

ントのことを指す。 

インシデント管理とは、IT サービスの利用者が何らかの

理由により、業務を遂行できない状態をいかに早く解決し、

業務を続けられるようにするかを支援する IT運用管理プロ

セスである。その活動は利用者からの問合せに対して、迅速

に、解決策あるいはワークアラウンド（回避策）を提示し、

IT 利用の停滞を抑えることになる。つまりすべてのインシ

デントにおいて、目標は速やかに問題を解決し、業務の遂行

を妨げる時間をなるべく最小限にすることである。 

３．具体的なインシデント管理の流れ 

 パスワードリセットや、OS その他ソフトのインストール

依頼、定期的に発生する認証サーバへのアカウント登録、な

どの通常作業は、作業依頼書（図1）という形で、メール添

付その他紙の手渡しで受け付ける。 

図1 作業依頼書 

しかし、緊急インシデントやパソコントラブルなどの場合

は電話などの形で依頼されることもある。その場合、基本的

には電話を受けた情報系技術職員がインシデントに対応す

る形となるが、スキル的に合った人が他にいる場合は、エス

カレーション（他の専門担当者に対応を依頼すること）して

対応する。また、それでも手に負えない時は他の職員や専門

の教員に相談したりしながら対応する。 

 最後に受付日、依頼者、対応者、対応状況、依頼内容の分

類、完了日、対応時間、対応内容の詳細等、対応した内容を

詳細にインシデント管理表に記入してクローズする。 

 その中でも依頼内容の分類に関しては、大分類、中分類、

小分類と細かく３つに分け、それぞれ絞り込みリストによる

入力規則によって選択入力が可能となっている。絞り込みリ

ストについては下図（図2）の通りである。 

図2 絞り込みリスト 

この絞込みリストによる選択入力によって、入力作業が簡

略化されるだけでなく、後の検索や分類ごとの分析・検証作

業が容易になる。 

また、対応内容を詳細に記録することによって、以降類似

中分類    小分類
１． 設定・調整・技術指導 MS包括ライセンス Install

メディア販売
端末調整 PC（ハード／ソフト）

タブレット・携帯端末
その他

ネットワーク 無線LAN利用
有線LAN利用
学寮ネットワーク利用
その他ネットワーク関連

ソフトウェア利用 Office系
その他

GoogleApps Gmail
アカウント
GoogleDrive
その他

メール クライアントソフト（メーラ）
本校メールアカウント
その他

インターネットブラウジング サイボウズ
高専機構WEBシステム系
その他

演習室 アプリケーション
ユーザ登録・変更
その他

学情センター以外システム サーバ関連
その他システム

学術情報総合センター メールサーバ
ネットワーク基盤系（サーバ及びSW）
その他サーバ
サーバ以外のシステム

購入補佐 PC・タブレット購入見積もり作成／助言
その他

その他

２． 障害 端末調整 PC（ハード／ソフト）
タブレット・携帯端末
その他

ネットワーク 無線LAN利用
有線LAN利用
学寮ネットワーク利用
その他ネットワーク関連

GoogleApps Gmail
アカウント
GoogleDrive
その他

メール クライアントソフト（メーラ）
本校メールアカウント
その他

インターネットブラウジング 高専機構WEBシステム系
その他

演習室 アプリケーション
ユーザ登録・変更
その他

学情センター以外システム サーバ関連
その他システム

学術情報総合センター メールサーバ
ネットワーク基盤系（サーバ及びSW）
その他サーバ
サーバ以外のシステム

その他

３． 機構認証システム ユーザアカウント調整 パスワードリセット
ユーザ ユーザ情報一括更新

新規ユーザ追加／削除
MAC登録／消去

ゲストユーザ ゲストユーザ許可（追加）
システム調整 アップデート

新規機能追加
その他

４． 作業 情報技術系作業
単純作業

５． 設備・備品の貸付 単品装置の貸付
演習室の貸付
その他システムの貸付

６． 能力向上 情報収集・技術調査・システム構築テスト
出張・研修
来校者対応

７． センター経費利用 物品購入計画策定・見積り作成
大規模改変・改良・導入計画策定
予算管理

８． 高専機構・省庁対応 調査報告
作業

９． その他 その他

大分類
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インシデントが発生した際の解決の糸口にもなる。 

４．傾向分析と成果 

 2014年からの統計結果（表 1）を見ると、年々総依

頼件数は減少傾向にある。特に設定・調整・技術指導

についての分類が減っている。これは、教職員が閲覧

するグループウェア上に、メール設定方法やパスワー

ドリセット方法、ファイルサーバ利用の仕方などの手

順書をあげておき、個人でできる内容の設定等はそこ

から参照して個人で設定してもらうよう依頼した結

果といえる。 

 

表 1 依頼内容分類ごとの件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下表（表 2）は依頼者の推移を表とグラフにしたも

のである。学生からの依頼件数は 2015 年の BYOD 導入

により、個人用に持ち込みタブレットを持たせた結果、

故障トラブルや使用方法の問合せで、件数が跳ね上が

っているが、教職員からの依頼は減少傾向にある。 

 しかし、高専機構からの依頼対応は年々増加傾向に

あり、その依頼内容は 1日や 2日で終わらないものも

多数ある。 

特に情報セキュリティインシデントが発生した際

には当事者に LANの切り離しや、ウィルススキャンの

実行、ウィルス駆除など緊急対応の指示、関係部署へ

の連絡と周知、高専機構への報告など踏むべき手順が

多く、対応には多くの時間を要する。 

茨城高専において情報セキュリティインシデント

が増えているのも事実である。この点は今後の取り組

むべき課題でもある。 

 

表 2 依頼者ごとの件数と割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、1 件あたりの平均時間の推移（表 3）をみると

インシデント 1件あたりの平均時間は年々減少傾向に

ある。 

これはインシデント管理表によりインシデントを

管理した結果、類似障害の検索が容易となり、またそ

れによって個々のスキルが一定となり、類似したイン

シデントにあたる時間を減少させることができた。 

 

表 3 1件あたりの平均時間の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、多数発生する様々なインシデントを、管理表

に起こして管理することにより、すべてのインシデントに対

しての対応状況を管理することができ、問合せ数や種類、解

決方法、完了までの時間を効率的に管理できた。 

 また、障害対応の多くはプレッシャーにさらされるような

場面となるが、情報収集と分析の結果、自信を持って対応す

ることができ、効率的なトラブルシューティングが可能とな

った。 

それに伴い、多くのインシデントに対し、依頼件数の縮小

や対応時間の短縮という一定の効果をあげることができた。 

 

５．今後の展開と取り組み 

 インシデント管理表でインシデントを管理してい

るといっても、定期的に発生するアカウント登録作業

や、年度末や年度初めに行うサーバの設定といった

様々な決まった手順に関してはまだまだ手順書を作

成するまでには至っておらず、それぞれが手書きや電

子データで作成して保有しているといった状況であ

る。そうした情報をデータベース化し、一元共有する

ことでさらにスキル水準を底上げし、引継ぎなどの際

にも作業を容易にする。 

 また今後はさらに使いやすくするため、入力箇所を

極力減らし、入力作業を半自動化し、同種のインシデ

ント検索や、対応策を容易に引き出せるようにして、

1 件あたりのインシデント対応時間をさらに短縮する。 

 

６．まとめ 

 現在、インシデント管理表を導入してから 4年余り

が経っている。それに付随してインシデント管理は一

定の成果を挙げている。 

 今後も安定した運用と成果を挙げることができる

ようなインシデント管理体制を維持していきたい。 
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より厳格なクライアント証明書の活用と運用

○金山 典世 †, 岡田 康 ‡, 池田 総一郎 ‡, 川見 昌春 ‡ 稲葉 洋 †, 杉山 耕一朗 †, 原 元司 †, 廣瀬 誠 †

† 松江工業高等専門学校　情報工学科, ‡ 松江工業高等専門学校　実践教育支援センター

概要

松江高専では NIIの全国共同電子認証基盤 (UPKI)で発行されるクライアント証明書を用いたサービスを昨年度より

構築している。本年度において本格的にサービスを開始するにあたり、システムの改良を行った。これにより、クライ

アント証明書の運用に関する重要な知見が得られた。

1 はじめに

昨年度の報告で、クライアント証明書を利用した外部

からのアクセスに関するシステムの概要を報告 [1] した

が、本年度に入り、パスワード認証に対する攻撃は更に

増している。また、WordPress を始めとした CMSに対

する攻撃も、このパスワード認証画面において、様々な

脆弱性が明らかとなっている。明らかに、今や多要素認

証に対する需要は高まっているが、残念ながら多要素認

証における重要な要素と考えられるクライアント証明書

に対する運用実績や、それに基づく知見は多くなく、こ

れらについての経験の蓄積と、対応アプリなどの開発は

緊急の課題と言える。

国立情報学研究所 (NII) が全国大学共同電子認証基盤

(UPKI)[2] において、サーバ証明書の発行を開始したこ

とを受け、高専機構でもその利用を行っているのは多く

の情報関係者も周知のことであるが、2015年より導入を

行ったクライアント証明書発行サービスについてはまだ

利用はほとんど進んでいない。大学などでは過去に自己

認証局によるクライアント証明書の利用の実績などもあ

るが、自己認証局によるクライアント証明書の利用では

クライアント側に認証局の証明書を導入せねばならず、

万が一自己認証局の秘密鍵が漏洩すれば非常に危険な事

[連絡先] 〒690-8518 島根県松江市西生馬町 14-4
　　松江工業高等専門学校情報工学科
金山 典世 TEL:0852-36-5111 FAX:0852-36-5119
　 e-mail:kanayama@matsue-ct.jp
[キーワード] ネットワーク,　セキュリティ, 電子
証明書

態を招くことになる。その点で、NIIによるクライアン

ト証明書の発行はこうした不安を解消するものであり、

今後クライアント証明書の利用がますます進展するもの

と思われる。しかしながら、一方で、NIIが発行する証

明書は学術機関すべてで利用されるものであるために、

特有の問題も生じる。

以下では、本校で実施されているクライアント証明

書の運用に伴い明らかとなった経験などについて紹介

する。

2 リバースプロクシー

　本校の外部に公開されたシステムの多くがリバー

スプロクシーによってマッシュアップされている。ウェ

ブサービスは Joomla![3, 4] が複数稼働しているもの

を Nginx によってマッシュアップし、また Nginx 上に

WAF (Web Application Firewall) を導入することで、

ウェブインターフェースを持つ Moodle なども同時に保

護されるようになっている (図 1)。多くのウェブに個々

に WAF を導入するのに比して、一元管理により最新

バージョンなどが遍く導入できる利点や、CMS に対す

るキャッシュなども導入できる点でリバースプロクシー

は重要なセキュリティ技術であるとも言える。

近年のWAFにおいては、クロスサイトスクリプティ

ング (XSS) や SQLインジェクション (SQL Injection)

なども防止できるようになっており、CMS などへのア

タックの 9割前後がこの 2者と、認証へのアタックであ

る点からもリバースプロクシーにWAFを組み込む効果

は非常に高いものと言える。

オープンソース (OSS) でのWAFとしては、ModSe-

- 19 -



curity [5] と Naxsi [6] が有名であり、前者が Apache 上

で当初開発され、最近 Nginx に移植されている。一方、

後者は最初から Nginx のモジュールの一つとして開発

されており、Naxsi という名前が 　 Nginx Anti Xss &

Sql Injection の略であることからも分かる通り、XSS

と SQL Injection 対策を第一義としつつ、その他の機能

を加えたものでシグネチャータイプでない簡単なルール

に基づくという特徴がある。この点では、ModSecurity

がシグネチャータイプであり、言わば万能型を目指して

いる点と好対照をなしている。

但し、現状ではこの両者を Nginx 上で併用するには

幾つか不具合があり、現在本校の Nginx 上では Naxsi

のみを利用している。

http

WWWNginx

http

https
+ client SSL

!"

図 1 リバースプロクシ

3 クライアント証明書の要求と検証

　昨年既に報告しているように、本校でのクライアン

ト証明書の要求は Nginx上で行っている。勿論、Apache

もクライアント証明書には対応しているのだが、先に紹

介した本校で利用しているウェブリバースプロクシーに

加えて、近年利用可能になったメイルや IMAPのリバー

スプロクシーのサポートのために、Nginx が中心になっ

ている。

Nginx におけるクライアント証明書の要求は次に掲げ

るようにして行う。

server {

listen 443 ssl;

server_name www.matsue-ct.jp;

ssl_certificate

ssl/www/www-allcert.pem;

ssl_certificate_key

ssl/www/www-private.pem;

# client ssl

ssl_verify_client optional;

ssl_verify_depth 2;

ssl_client_certificate

ssl/www/2016/nii-odca3sha2.cer;

ssl_trusted_certificate

ssl/www/SecomRootCA2.crt;

ここでコメント文の”client ssl” の次の 4 行がクラ

イアント証明書の要求と検証に用いる CA 証明書の

指定である。但し、通常と異なる点があり、それが

ssl_verify_client の引数である optionalである。

通常は on を指定するが、その場合クライアント証明書

が提示され、正しくないとアクセス要求はリジェクトさ

れる。一方、optional 指定では、クライアント証明書

の提示がなくても、アクセス要求は受理される。もしも、

クライアント証明書の提示があれば検証を行い、証明書

の内容が記憶される。この設定が何の意味があるかと言

うと、クライアント証明書もサーバ証明書もセッション

開始時に処理されるものであるために、URL(ディレク

トリ) 毎にクライアント証明書の有無をチェックしたい

場合に対応できない。つまりは、セッション開始時に証

明書の提示は要求し、アクセス先に応じてそれらの証明

書の内容はチェックしなければならないのである。これ

に対応した Nginxの設定が次のようになる。

location / {

proxy_pass https://www.matsue-ct.jp;

proxy_http_version 1.1;

proxy_redirect default;

rewrite_log on;

subs_filter_types text/css text/xml text/js;

# 中略

}

location /administrator/ {

proxy_pass https://www.matsue-ct.jp;

proxy_http_version 1.1;

proxy_redirect default;

rewrite_log on;
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if ($ssl_client_s_dn ~

"/C=JP/L=Academe/O=National Institute of

Technology/OU=Matsue-ct"){

set $Client_Check OK;

}

if ($ssl_client_s_dn ~

"OU=Matsue-ct,O=National Institute of

Technology,L=Academe,C=JP"){

set $Client_Check OK;

}

if ($Client_Check !~ "OK" ){

return 403;

}

if ($ssl_client_i_dn ~

"/C=JP/L=Academe/O=National Institute of

Informatics/CN=NII Open Domain CA"){

set $CA_Check OK;

}

if ($ssl_client_i_dn ~

"CN=NII Open Domain CA - G4,O=National

Institute of Informatics,L=Academe,C=JP"){

set $CA_Check OK;

}

}

この設定では、location / は通常アクセスで

はそのまま内部サーバにプロクシーしているが、

location /administrator/ へのアクセス時には (こ

こに CMS のログイン画面がある) 、提出されたクライ

アント証明書の内容をチェックするようにしている。但

し、Nginx では if 文が用意されているが、実行順序は記

述順にならない点や、論理演算が用意されていないため

に検証結果を変数に設定して検査するようにしている。

また、昨年度以降のNginx のバージョンアップに伴い、

証明書の Subject や Issuer の区切り文字や順序が変更

されたために、上の設定では両方に対応した検査になっ

ている。

なお、先の server ブロックで、提出されたクラ

イアント証明書に対する CA 証明書については、

ssl_verify_depth 2; によって 2 段までの検査を行

うようになっており、NII は中間証明であるために元の

セコムの CA証明書を指定している。セコムの証明書自

体は証明書ストアに入っていたものを流用している。

ちなみにこのクライアント証明書の検査に関しては、

Apache でも同様の考え方になるが、証明書の Subject,

Issuer の検査には SSLRequire が用意されており、この

命令は引数の文字列チェックでは論理演算が用意されて

いるので、Nginxに比べて自然な形で検査を行えるよう

になっている。

4 クライアント証明書発行

クライアント証明書の発行については、昨年度以降

に申し込み用の Excel ファイルを作成し、VB マクロ

で UPKIへの申請用の TSVファイルを生成するように

した。申請・発行業務はMoodleの課題を利用して行っ

ているが、申し込み用の Excel ファイルを利用者は提

出し、管理者は UPKI に TSV ファイルを提出、帰っ

てきた ClientPinファイルと TSVファイルを利用者に

フィードバックとして返すようにしている (図 2)。これ

によって、失効発行のための記録がMoodle上に残るよ

うになっている。

図 2 クライアント証明書申請ページ

利用者への案内マニュアルでは、クライアント証明書

のダウンロードは申請した機器の上でダウンロードし、

その機器の上で証明書ストアに直接導入すうように指導

し、PC などでダウンロードしたものを機器に移動させ

る方法は推奨していない。もしもこうした手法を明示し

ていないと、利用者はクライアント証明書とピンコード

を同じメモリなどに入れて可搬することが予想されるか

らである。

なお、PC からのアクセスは勿論、Android , iPad,
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iPhone などの最新に近い OSと証明書ストアアプリで

問題なく動作している。

5 メイルサービス

利用者はウェブメイルシステムの RoundCube[7] か

ら IMAP でサービスにアクセスし、メイルの送受信を

行うようになっている。先に述べたように、本システ

ムでは Nginx でクライアント証明書を要求し、その

後 RoundCube にリバースプロクシーされる。Round-

Cube 自体はOSSであるが、Responsive Web に対応し

たスキンは有料であるので、センターで購入している。

以下に Androidでのアクセス画面を掲げる。

図 3 android画面

一方、通常の IMAP クライアントからアクセスする

ためには、クライアント側の対応か、あるいは SSLラッ

パー (stoneなど) が必要であるが、例えば Android ア

プリの K-9 ではクライアント認証には対応しているが、

クライアント認証とパスワード認証を利用した 2要素認

証には対応していないことが判明している。また、stone

自体は SSLラッパーであるために、stone が動けば、通

常のクライアントは利用できるはずであるが、stone が

最近の証明書ストアアプリに対応できていないために、

クライアント証明書を生の状態で保存し、ローカルアク

セスするしかないために、セキュリティ上これの利用を

推奨する訳にはいかず、現状では任意の IMAP クライ

アントを利用する適当な方法は見つかっていない。

6 まとめ

クライアント証明書への対応はウェブブラウザでは

OSなどの種類に関わらず、標準証明書ストアアプリに

対応しているために、問題なく利用できるようになりつ

つある。一方、その他のアプリでのストアアプリへの対

応はまだ遅れている上に、個々のアプリにおける多要素

認証への対応も今後の問題であると思われる。

一方、システム一般はユーザーインターフェースとし

てウェブが標準となっているために、ウェブインター

フェースの外部への公開については、クライアント証明

書を利用することで安心して公開できるものと思われ

る。今後は、学内専用となっているサービスで問題のな

いものから順に公開することを予定しているが、一方で

証明書の学生を含む一般的な利用については今後の課題

である。
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熊本高専八代キャンパスにおける記録メディア廃棄手続きについて 

熊本高等専門学校  ○岩本舞，小島俊輔，藤本洋一 

１．はじめに 

 パソコンやメディアの廃棄時に情報漏洩が発生し

ないような仕組み作りが高専組織として求められて

いる．そこで，これまで熊本高専八代キャンパス

（以下，八代 C）で実施してきた廃棄の手続きの変

遷を振り返るとともに，平成 27 年度末より運用し

ている記録メディアや情報機器の廃棄手続きを紹介

する． 

２．記録メディア廃棄の背景と問題点 

 まず，記録メディアや情報機器の廃棄時の手続き

について，これまで八代 Cで問題として挙がってき

たことを記しておく． 

2.1 壊れた記録メディアの完全フォーマット 

 平成 24年まで，八代 Cの教職員に対してメディ

アや情報機器の廃棄をする際は，以下の 2 点を通知

していた． 

1) フロッピーディスク，光磁気ディスク，CD-R，

磁気テープなどの記録メディアを廃棄する際はメ

ディアシュレッダーにて破壊すること 

2) パソコン内蔵や外付けハードディスクドライブ

（以下，HDD）は完全フォーマットして廃棄する

こと 

いずれも，教職員個人で対応することしており，

このうち，1）については，手間はかかるものの破

壊自体は誰でも可能であったため，学内から疑問の

声は特になかった．しかし 2)の HDD の廃棄について

は学内で完全フォーマットができないという問題が

指摘された．通常，情報機器が正常に動いていると

きに廃棄をすることは珍しく，多くは「HDDのエラ

ーが頻発する」，「電源が入らない」，「外付け

HDDが認識されない」，など正常に動かなくなった

場合である．その結果，「機器が壊れてフォーマッ

トできないがどうしたらよいか」といった問い合わ

せが殺到した．10年以上前になるが，問い合わせの

中には，「大したデータは入っていない」とか「壊

れて動かないのでそのまま廃棄しても第 3 者にデー

タを読まれる心配はない」，といった誤った認識の

教職員もおり，こちらで引き取りフォーマットを実

施した時期もあった． 

2.2 完全フォーマットの信頼性 

 近年の HDDの大容量化や最適化に伴い，完全フォ

ーマットが信頼できなくなってはいないだろうか．

なぜなら，現在の HDD はヘッド数 255，シリンダ数

600という昔の HDD の物理イメージではあり得ない

構成となっている．さらに，ディスクの内周と外周

のトラックではセクタ数が異なるのは当たり前で，

さらに不良セクタが存在しないように見せかける技

術も搭載されている．これは，HDD内蔵のコントロ

ーラによって最適化された結果である．つまり，

HDDのコントローラを通して見えるハードディスク

を「完全フォーマット」しても，実際のハードディ

スクを完全に消去したことにならないのではないか

という疑念が残る． 

2.3 多種多様な情報機器やメディアへの対応 

 ここ 10年ほどの間に光磁気ディスクや CD-Rにか

わって USBメモリや SDカードなど大容量の半導体

タイプの記録メディアが使われるようになった．さ

らに，ここ数年の間にタブレット型端末（以下，タ

ブレット）の利用者が急増している．特に会議の配

布資料はタブレットで閲覧することも多く，教職員
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の間でタブレット化が進行している．おそらく数年

後に廃棄タブレットが急増することも予想されてお

り，廃棄の対策は急務である．タブレット端末が厄

介なのは「すべてのコンテンツを消去」してもデー

タが消去されないことである．完全に消去する方法

として，たとえば「すべてのコンテンツを消去」し

た後，カメラにシールを張り，内蔵マイクを無効に

して何も記録されないようにし，メモリが一杯にな

るまで録画し続けるなどの手法があるが，128GBや

256GB の SSD を内蔵したタブレットも珍しくなく，

1GB/1 時間としても消去だけで 200 時間以上を要す

ることになる．これらの新たなメディアや機器への

対策の必要があったため，タブレットや USBメモ

リ，SDカードの廃棄を含めた対策を講じることとし

た． 

３．熊本高専八代キャンパスでの取り組み 

3.1  HDD の廃棄ルール 

 八代 C では，平成 24年まで HDD の廃棄時におけ

る完全フォーマットは教職員個人に任せていたが，

平成 24年度末より HDDはすべて専門業者に委託

し，物理破壊するようにした．しかしながら，廃棄

には年間 10-20 万円程度の経費が必要であったた

め，負担を減らすべく平成 27 年度末から八代 C技

術・教育支援センター（実習工場）に HDD の物理的

な破壊を依頼することとした． 

 HDD の廃棄手順は以下のとおりである． 

１）教職員は廃棄する PC（または取り出した HDD）

を ICTセンターに持ち込む．HDD は専用のケーブ

ル(IO-DATA製 UD-500SA)[1]を用いて他のパソコ

ンの USB 端子に接続し，完全フォーマットする．

フォーマットにはフリーソフトの wipe-out[2]や

linux の dd コマンドを用いる（図 1） 

２） 完全フォーマットができたら．赤線を 1本，

できなかったら 2本を記入．これは HDDの切断場

所を示す（図 2） 

３） 八代 C 実習工場に設置された高速切断機によ

り，赤線の位置に深さ 3-4㎝，幅 5 ㎜の切込みを

入れ物理的に破壊し（図 3），その後，通常の廃

棄物と一緒に廃棄する．高速切断機で切れ込みを

入れる時間は 10-20秒程度である．（図 4） 

図１  完全フォーマット中の様子 

図 2  カット位置への赤線記入イメージ 

図 3  HDDの廃棄に用いる高速切断機 

円盤の位置 

1 か所または
2 か所，カッ
トする位置に
赤線 
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図 4  高速切断機で切断された HDD（一部） 

図 5 USBメモリのチップを破壊した様子 

3.2  USB メモリ，SDカードなどの廃棄ルール 

 不要になった USBメモリや SD カードなどの記憶

メディアは，平成 27年度より以前は各自でフォー

マットして廃棄することとしていたが，故障したも

のはフォーマットできないため，H27年度末より，

故障の有無にかかわらず ICT センターで一括して廃

棄することとした． 

 USB メモリなど半導体タイプの記憶メディアの廃

棄手順は以下のとおりである． 

１） ICTセンターに持ち込まれた USBメモリなど

は完全フォーマットを実施する．故障などにより

フォーマットできないものについては，フォーマ

ットが実施できなかった印をつけておく 

２） ペンチやバイスなどを用いて USBメモリや SSD

から内部の基板を取り出す 

３） 基板上にある 5mm×5mm 以上の大きさのチップ

をすべてペンチで破壊，断面にシリコン結晶が見

えていることを確認する．フォーマットが実施で

きなかったものは 2か所以上破壊する（図 5） 

3.3  タブレット端末の廃棄ルール 

 タブレット端末は高容量のバッテリを内蔵してお

り，そのまま破壊すると発火事故につながりかねな

い．そこで，バッテリの放電や廃棄も含めたルール

作りが必要となる．まず，タブレット端末を分解す

るため特殊形状の工具である ifixit社のリペアツ

ール[3]，ヒートガン，吸盤を ICT センターにて準

備した．特殊形状のドライバが一式あると，タブレ

ット端末だけでなく Macbook などのノート PCも分

解し，内蔵 SSD を取り出すことができる（図 6,7） 

 タブレット端末の廃棄手順は以下のとおりであ

る． 

図 6 特殊形状の工具 

図 7 高出力のヒートガンと吸盤 
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１） タブレット端末はバッテリを完全放電してお

く．放電できていないものについては印をつける 

２） ヒートガンと吸盤を用いてタブレット端末の

液晶パネルと背面パネルを引きはがす 

３） リペアツールやラジオペンチなどを用いて基

板が見える状態になるまで分解する 

４） 半導体基板の破壊は USB メモリに準じる 

５） バッテリは分解時に傷つけないように取り出

し，端子がショートしないよう絶縁テープ等で保

護した後，契約係にリサイクルを依頼する 

４．結果 

 運用を開始する際は，教員会で案内文書を配布し

学内に周知するとともに，学内ポータルサイトに廃

棄時の手続きをまとめたページを作成し，廃棄の申

し出があった教職員に案内している．運用開始から 

HDD や USB メモリを廃棄した台数は，平成 27 年度末

に HDD 19台，SSD 1 台，USB メモリ 14個，SD・メモ

リスティック5個であった．平成28年度末にはHDD48

台，SSD1台，タブレット 1台，USBメモリ 55個を

廃棄した．また，平成 29年度は 4月からの 4か月

間で 32台の HDDが廃棄物として出されている． 

 現状を分析すると，HDDや USB については数を

こなした分ノウハウも蓄積されてきており，かな

り効率的に廃棄ができるようになってきた．廃棄

に要するおおまかな時間は，H28 年度の場合

（HDD 48台，USB 55個），HDDの取り出しが困難

な PCからの取り出しが延べ 1.5時間（3台×0.5

時間），完全フォーマットの開始・終了の手間が

延べ 6時間(6回×1時間)，HDDや USBメモリの

破壊に延べ 3時間（3名×1時間）であった． 

 特筆すべきこととして，USBメモリの廃棄に

USB メモリと形状がそっくりな音楽プレイヤーが

まぎれ込んでいたことがあった．通常の USBメモ

リと勘違いして内蔵のバッテリをうっかり破損す

るところであった．また，タブレット端末の廃棄

実績が少なく，特に大型のタブレットはまだ試し

たことがない．分解のためのノウハウを収集して

いるところであり，先の USB型音楽プレイヤー同

様，バッテリを安全に取り扱うための分解の手順

確認が必要である． 

５．今後の課題 

 今回，本校で実践している情報機器やメディアの

廃棄手続きについて紹介したが，記録メディアや情

報機器は目まぐるしく進化しており，これまで予想

していなかったような情報機器が今後も次々に出て

くるだろう．そのため，廃棄ルールはこれで完成と

いうことはない．PDCA サイクルを回しながらルール

を見直していく必要がある． 

 また，サーバに使用される SAS インターフェー

スを持つ HDD については，USB 接続ができるケー

ブルがなく，現状としてはサーバでフォーマット

するしか方法がない．サーバのリースアップや HDD

故障が発生した際は，HDD を業者に返却する契約

となっており，交換の都度，返却を暫く待っても

らい，空きサーバなどでフォーマットして返却し

ている．業者または本校で HDD を廃棄する契約と

するとリース契約のコストアップが見込まれるた

め，契約内容の検討が必要である．  
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長岡技大における新入生への情報セキュリティ教育

長岡技術科学大学 情報セキュリティ専門部会

1. はじめに

長岡技術科学大学（以下，長岡技大）では，学部

の新入生（1 年入学，3 年編入学）全員を対象に，本

学の事情に合わせた独自のビデオ教材を使った情報

セキュリティ教育を実施している．

本稿では，この教育に利用しているビデオ教材お

よび教材視聴後に実施する確認問題について紹介す

るとともにその運用と課題について報告する．

2. 情報セキュリティ教育とビデオ教材

1990 年代以降，長岡技大の研究室や教室・自習室

においてパーソナル・コンピュータ（PC）の設置が

増加するとともに，キャンパス・ネットワークが整

備され，多くの学生が大学において PC やネットワ

ークを利用するようになってきた．

このために，学生に対して，PC やネットワークな

どの情報システムの利用に際してのセキュリティや

モラルの基本を啓蒙することが必要となり，入学直

後のガイダンスにおいてセキュリティ教育の実施が

計画された．

学生に興味も持ってもらうためと，課程（学科に

相当）に関わらず同じ内容の教育を行なうために，

教材として 25 分程度のビデオを用いることとなり，

2002 年度に最初の版が制作された．当時から市販の

教材もあったが，限られた時間内に本学で必要と考

えられる情報システム・セキュリティに関する項目

をすべて盛り込むために，オリジナルの教材を制作

した．

教材は，ちょっとしたユーモアを混じえたドラマ

とその解説から構成されており，学生が飽きずに視

聴できるよう配慮して作られている．

2003 年度よりこの教材を利用して来たが，SNS や

スマートフォンの普及により，新たに盛り込むべき

項目が増えて来たため，2016 年度に内容を見直して

ビデオを新規制作し，2017 年度よりこれを利用して

いる（図 1）． 
長岡技大は留学生も多いことから，ビデオ教材に

は英文の字幕も表示されるようになっている（図 2）． 

3. 情報セキュリティ教育と確認問題

前節で述べたビデオ教材を利用した情報セキュリ

ティ教育を，新入学時の課程別ガイダンス（1 年入

学生，3 年編入学生の各課程）の中の一項目として

実施している．各課程に所属する情報セキュリティ

専門部会委員が担当する． 

約 25 分のビデオを上映した後，5 分程度で,確認

問題（Yes/Noで答えられる設問を十数問）による理

解度チェックを実施している．確認問題において誤

答が多い（おおむね 4 問以上）学生に対しては，当

該学生が所属する課程の委員が再度ビデオを視聴し

て理解するように促す．教材は，情報処理センタの

Web サイトからストリーミングでいつでも視聴が可

能になっている． 

確認問題は教材ビデオの中で解説されている事項

がそのまま設問となっているため，ほとんどの学生

が全問正解となる．設問も，留学生に配慮して，日

本語と英語との二言語表記としている． 

4. まとめと課題

ドラマ仕立てのビデオ教材は学生が興味を持って

視聴し，良く理解できていると思われる．入学時の

ガイダンスでは非常に多くの項目についての説明が

あるなかで訴求力が高い． 

一方，シナリオ，役者，撮影，編集等を制作会社

に委託することになり費用がかかるため，容易には

改訂できない点が課題である．

図 1 情報セキュリティ教育用ビデオ教材 

図 2 ビデオ教材の英文字幕 
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