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1. はじめに 

1-1. CBAフロント連携ワーキンググループとサムライクラウド 

 

クラウド・ビジネス・アライアンス（CBA）[1]のフロント連携技術ワーキンググループは、

2009年より、OpenSocial技術(infoScoop)とSAML認証連携を用いた”アプリケーションのフ

ェデレーション技術”に注目して、実証実験とドキュメント公開[2]を行ってきた。 

 

一方、サムライクラウド(ニッポンクラウドワーキンググループ, NCWG)[3]も、期を同じく

して、SSO（シングルサインオン）とOpenSocial技術に注目した活動を行っていた。 

1-2. 組織間フェデレーション 

 

本年度（２０１２年度）の活動として、ニッポンクラウドワーキンググループとクラウド・

ビジネス・アライアンスは、それぞれのグループ内での実証実験の知見をもとに、共同で組

織間のフェデレーションについて実証実験を行った。 

 

組織間のフェデレーションは、多数のステークホルダーが存在する場合に、サービス提供

者・利用者共に負担軽減の効果が期待できる。しかしながら現実には、公式の組織（例えば

株式会社やNPO）でない限り「システムへの入口」を統合することは難しい。公式の組織で

あっても、成り立ちの違う会社がホールディング等で統合された場合には、「システムへの

入口」を統合することは困難である。このように組織どうしが「システムへの入口」を統合

しなくても、シームレスにシステムを相互利用できる環境を作りだせることは大変重要であ

る。フェデレーション（連邦）の概念はお互いが違う組織であっても、緩やかに連携できる

ところにある。 

 

クラウド環境下においては、緩やかな連携が必要になる部分が多々ある。例えば、業界クラ

ウドや自治体クラウドである。業界クラウドは全く別の公式組織がアプリケーションやコン

ピューティングリソースを共有することになる。この場合、どの組織が中心となってシステ

ムを管理をするかが重要ではなく、お互いのシステムをサービス単位に分割し、そのサービ

スの利用者と提供者の間に信頼関係を確立することが重要である。サービスの利用者はそれ

らのシステムがあたかも一つのシステムのように、単一IDで利用出来かつ、UIが統合されて

いる必要がある。CBA及びニッポンクラウドワーキンググループ（NCWG）では、サービスの

利用者の視点で、クラウドをより簡単に安心して利用できることを目的に、フロント連携に

注目をしてこれまで個別に活動してきた。 

 

フロント連携は、UIの統合と単一IDで様々なサービスを利用することができる、いわゆるSS

Oの２つで構成されている。こまで、UIの統合としては、業界標準のOpenSocialの技術につ

いて検証してきた。また、SSOについてはこれも業界標準のSAMLをベースとして検証をして
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きた。 

 

この技術部会の報告書は、OpenSocialとSAMLをベースとした技術を利用して、CBAとNCWGの

それぞれが別々に構築してきた環境をフェデレーションとして緩やかに連携する実証実験の

全てを公開するものである。 
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2. 参加企業 

 

本ワーキンググループは、ニッポンクラウドワーキンググループとクラウド・ビジネス・ア

ライアンスからアプリケーションフェデレーション技術に注目する数社により構成される。 

 

2-1. ニッポンクラウドワーキンググループ 

 

ニッポンクラウドワーキンググループはクラウドを活用した新しいビジネスモデルの推進を

行う団体で、以下の4社が、参加した。 

株式会社オレンジソフト 

1990年の創業以来、電子メールを主としてコミュニケーション関連製品の開発に取り組んで

きており、電子メールまわりのさまざまな問題を解決する製品を提供してきました。お客様

の視点に立ったわかりやすく簡単に使える製品＝「本当に使えるモノ」を提供します。 

有限会社ディアイピィ 

ディアイピィは、設立以来培ってきたオープンソースWebアプリケーションに関するノウハ

ウを活かして、コストパフォーマンスの高いシステム導入、運用を支援することを目指しま

す。 

株式会社システムフレンド 

新しい技術と柔軟な発想で、お客様に、最適でフレンドリーで継続した安定稼動するシステ

ムを提供します。 

株式会社セシオス 

セシオスは、LISM、simpleSAMLphp、mod_auth_tkt等のオープンソースソフトウェアを活用

し、統合ID管理、シングルサインオン環境を低コストで提供いたします。 

さらに、クラウドコンピューティング時代のシングルサインオン技術SAML、OpenIDを活用す

ることで、Salesforce、Google Apps等、SaaS型サービスとの統合ID管理、シングルサイン

オン環境も提供することができますので、お客様のさらなるID管理コスト削減、セキュリテ

ィ向上に貢献いたします。 

2-2. クラウド・ビジネス・アライアンス 

 

クラウド・ビジネス・アライアンスは、オープンなクラウドシステムの実現と展開のため

に、技術検証と技術情報の公開を行う団体で、以下の3社が参加した。 
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株式会社ビーコンIT 

Unify IT をテーマに、様々なシステムの連携のソリューションを提供。今回CBAのフロント

エンド連携技術ワーキンググループでは幹事企業として、オープンソースの 企業情報ポー

タルであるinfoScoopを提供している。infoScoopはOpenSocial Gadgetに対応した連携の仕

組みである。ソースコードはLGPLとして公開されている。http://www.infoscoop.org/ 

 

株式会社プロキューブ 

株式会社プロキューブは、SOA、ESB、XSL、BPEL、SAMLなどをキーワードとして、XMLをベー

スとしたソリューションの提供を行っておりま す。XMLをベースとすることにより、モジュ

ールやシステム間の結合度を低くし、システムの拡張性・柔軟性・スケーラビリティを確保

しています。 

具体的なソリューションとして、以下のようなものがあります。 

・認証基盤 

・統合ディレクトリ 

・ネットワーク認証管理 

・ESB 

・文書管理サービス 

・大学情報データベース 

とくに大学向けの統合認証基盤は NetSoarer(ネットソアラとお読みください）シリーズと

して、SAML認証基盤、統合ディレクトリ、RADIUSサーバ、DHCPサーバを製品として提供して

います。 

 

ネットワンシステムズ株式会社 

ネッ トワンシステムズ株式会社は、常に国内外の最先端技術動向を見極め、ネットワーク

領域とプラットフォーム領域において、自ら検証した製品に高品質な技術 サービスを付加

することによって、お客様のビジネス成功を目的として、生産性を高め、簡便に利活用でき

るIT基盤ならびにコミュニケーションシステムを提 供している｡当該ワーキンググループへ

は、事務局として参加している。 
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3. 概要 

 

クラウド環境の利用が促進されてゆくと、利用者は複数のサービスを上手に使ってゆくこと

が重要となる。利用者が企業ユーザーである場合は、企業のガバナンスのもとでクラウドサ

ービスを利用したり、ユーザーの利便性を向上させることが、企業活動の効率化に直結する

ため、注意が必要である。一方、利用者が個人の消費者である場合は、安心安全おを提供す

る中間サービサーがユーザーの利便性を提供することで、一般消費者にクラウドサービスを

浸透するための助けとなるであろう。 

このように、クラウドサービスの利用促進のために必要となる技術課題の解決のため、我々

はこれまでフロント連携WGとしてOpenSocialガジェット技術を活用して、企業ポータルによ

るSaaS間連携と、SAML技術によるユーザ認証連携に取り組んできた。そしてこれらの取り組

みをステップアップするためには、アプリケーション連携・認証連携を、より大きな範囲で

実証することが必要となってきた。この実証範囲の拡大のために、今回CBAとNCWGが合同

で、実証実験を実施した。 

 

２つの組織をまたいだ実証実験にあたっては、当初から以下の課題が存在した。 

● 組織間相互連携の前例が見当たらない 

● 技術課題の存在が認識されていない 

● ビジネス課題が認識されていない 

このように、「課題がなにかわからない」という状態であったため、課題の抽出から手掛け

ることとなった。 

課題の抽出に当たっては、前例が見当たらない状態であったことから、以下の方針で取り組

むこととなった。 

1. 組織間相互連携の特殊なケースである、学認（学術認証フェデレーションシステ

ム）を技術的に参考にする。 

2. ビジネスモデルとして、どのような連携機能が必要か要件を抽出する。 

3. 学認を参考に実験環境を立ち上げて、要件とのギャップを技術的に抽出する。 

4. 実験環境を使って、課題の解決を図る。 

5. ビジネス要件に一致した実験環境を再構築する。 

6. ビジネス要件に従ったテストシナリオを実行する。 

7. 実験結果を評価して、新たな課題を抽出する。 

 

特に、ビジネスモデルの策定においては、真の「連携」をめざしたフラットな認証連携を前

提として、近未来のクラウドビジネスに向けた要件を策定した。（学認システムのモデル

は、学認を頂点としたヒエラルキーモデルであり、参加者が平等な立場ではない。） 

また、CBAとNCWGといった独立した２つの団体が参加することで、平等な立場の「相互認

証」というビジネスモデルにより近い、実証実験環境を体制的でも準備することができた。 
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4. ビジネスモデルの整理 

この章では、前提となるビジネスモデルについて考察する。 

4-1. Trust Models Guidelines 

 

ここでは、IDフェデレーションにおける信頼関係の概念モデル（トラストモデル[4]）につ

いて述べる。IDフェデレーションは、認証基盤提供者(authentication infrastructure pro

vider)とサービス提供者(service provider)に事業者が分かれており、この二者間で信頼関

係を構築して利用者を認証する。認証機能をサービス提供者から分離することにより、アイ

デンティティの氾濫を防いでいる。 

サービス提供者が個々の利用者を直接認証する方式では、利用者数×サービス数のアイデン

ティティが生成されてしまい、利用者・サービス提供者の双方に高い負担があった。IDフェ

デレーションを導入することより、サービス提供者は利用者の認証を認証基盤提供者に委譲

することができ、アイデンティティの管理業務から解放される。一方で、利用者は自己の秘

密情報を認証基盤に対する１個のみとした上でシングルサインオン機能を利用できるように

なる。 

概念 説明 例 

認証基盤提供者 利用者を特定する能力を持ち、そのアイデン

ティティや属性をサービス提供者に対して保

証する事業者 

・SAML IdP 

・PKI CA局 

・OpenID 

・Kerberos KDC 

サービス提供者 利用者にICTサービスを提供する事業者 ・ISP 

・ASP 

・SaaS, PaaS, Ia

aS 提供者 

 

さて、トラストモデルを議論する際に利用契約がどのように成立しているかと、それを証明

するための暗号化鍵（以降、単に鍵と呼ぶ）をどのように交換しているかを分離し、混乱を

さける必要がある。 

本トラストモデルでは、図4-1-1に示すように利用契約頼関係の結び方を分類する。 

図の横軸はサービス提供者が認証基盤提供者の鍵を直接交換しているか、第三者を経由して

間接的に交換しているかを示している。 

図の縦軸はサービス提供者が認証基盤提供者の間でどのように契約を結んでいるかを示して

いる。 

 

 直接鍵交換 

(direct) 

間接鍵交換 

(indirect) 
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二者間契約(pairwise) 二者間-直接モデル 

(pairwise-direct) 

二者間-間接モデル 

(pairwise-indirect) 

仲介契約(brokered) 仲介-直接モデル 

(brokered-direct) 

仲介-間接モデル 

(brokered-indirect) 

無契約コミュニティ 

(community) 

コミュニティ-直接モデル 

(community-direct) 

コミュニティ-間接モデル 

(community-indirect) 

図 4-1-1 トラストモデルの分類 

 

サービス提供者は利用者の認証を認証基盤提供者に委譲した際に、第一にその認証基盤が信

頼対象であるかどうかを確かめ、次に利用者が所属する組織が契約対象であるかどうかを確

かめる必要がある。これを実現するために、サービス提供者は信頼対象一覧と契約対象一覧

を保持し、認証基盤提供者から提供される認証情報や属性情報と照合する。 

 

概念 説明 例 

信頼対象 

（TA:Trust Anchor） 

サービス提供者が、相手固有の

鍵を保持することにより、信頼

しているオーソリティ 

PKI:ルートCA局、中間CA

局 

SAML: IdP 

契約対象 

（BA:Business Anchor） 

サービス提供者とサービス利用

について利用契約が完了してい

る人格（個々の利用者ではなく

所属する会社などの法人格） 

SaaSの利用契約者 

信頼対象一覧 

（TAL:Trust Anchor List） 

信頼対象の一覧（信頼対象の鍵

のテーブル） 

PKI: トラストストア 

SAML:IdPのメタデータリ

スト 

契約対象一覧 

（BAL:Business Anchor List） 

契約対象の一覧（契約対象のID

や属性情報のテーブル） 

SaaSの契約者データベー

ス（契約プランなども含

む） 

 

直接鍵交換モデルでは、サービス提供者が信頼対象一覧を自分で保持・管理するのに対し

て、間接鍵交換モデルでは、別の信頼できる第三者（TTP:Trusted Third Party）から信頼

対象一覧を取得する。 

また、二者間契約モデルでは、サービス提供者が直接契約対象と契約し、契約対象一覧を自

分で保持・管理するのに対して、仲介契約モデルでは、仲介者と契約し、契約対象一覧を仲

介者から取得する。仲介者が契約対象と契約することで、サービスの利用権が担保される。 

無契約コミュニティモデルでは、サービス提供者は契約行為を行わずに認証委譲のみを利用

する。ソーシャルネットワークにおけるOpenIDなどがその例となり、この場合、契約行為は

認証基盤を提供する事業者とではなく、利用者とサービス提供者との個別契約となる。 
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4-2. クラウドで重要となるbrokerd-indirectモデル 

 

クラウドサービスの促進のためには、複数のサービスをフラットに連携させて活用できる環

境の整備が必要である。たとえば、SSOを実現するにあたって、単一のIdPを前提としてしま

うと、そのIdPに参加しないサービスは選択できないこととなってしまう。現時点でのクラ

ウドサービスでは、このような「あるグループ内のサービスであればシームレスに使うこと

ができる」環境は存在するが、複数のIdPを連携したSSOの環境は見当たらない。 

つまり、上記のトラストモデルの中の、「parewise-direct」モデルが現状のサービスに多

く存在するが、今後のクラウドモデルの最終形をしては、「brokerd-indirect」を検討する

ことが重要である。 

「brokerd-indirect」モデルは、「brokerd」によってサービス提供者と利用者が個別契約

をせず、仲介業者が介在することでサービス提供者側の事務負担を軽減させるとともに、利

用者により多くの選択肢を提供することとなる。また、「indirect」によって、複数の認証

サービスが連携することから、サービス提供者、利用者共に、利用するIdPを限定すること

が可能であり、このことはID管理にまつわる瑣末な管理作業を統合できる利点がある。この

ように、「brokerd-indirect」モデルは、全てのステークホルダーにとって効率的である

が、ビジネスモデルと技術の両方が成熟していないために、まだ現実世界では一般化してい

ない。 

したがって、本実証において、ビジネスモデルと技術的課題の両方に対する解決策を提示す

ることは、非常に大きな意味がある。  



             

13 

5. シナリオ 

エンタープライズにおいて、システムを一元化させる為の、システムの入口とそれに必要な

認証基盤の統合には大変な労力を伴う。特に１万人以上の従業員を持つ大企業において、ID

統合を行うには、それなりのコストがかかり、認証基盤標準化のプロジェクトはスタートす

るが、検討段階で終わってしまうケースも多い。それにはいくつかの課題がある。 

 

● 個別のビジネスニーズに従って、開発されて来たシステムはサイロ化されており、

システムアーキテクチャや認証の仕組みが別運用されており、利用者は使いづらい

と思ってはいるが、統合するには組織を超えた調整が必要となり、時間がとられ

る。 

● グループ会社など、利用するシステムの殆どは別運用となる為、システムと認証基

盤を統合して得られる効果はほんの一部である。 

● ソフトウェアの構築コスト以上に、調整作業が多く時間がかかるが、その間にいく

つものサイロ化されたシステムが構築される。 

● 全体設計がなされておらずに、個別の問題解決に取り組もうとする為に、全体を見

失い途中で頓挫する。 

 

このようにエンタープライズではシステムの一元管理と認証基盤の構築にはかなりの時間を

費やしている。 

 

一方クラウドコンピューティングの環境で、パブリッククラウドにおいては、大手クラウド

ベンダーがID管理の奪い合いを行っている。Facebook、Google、Yahoo!、Salesforce、Amaz

on等、顧客の囲い込み戦略を行っており、お互いがIDやユーザのプロフィール情報の公開を

拒んでいる。一方で、利用できるサービスは個別にAPI化されており、認証基盤は違う物

の、APIで個別に認証／認可をする仕組みを作り込んでおり、これらの仕組みが業界標準と

なって拡散している。 

 

コミュニティクラウド（業界クラウドや自治体クラウド）などにおいては、大手クラウドベ

ンダーとは別に、コミュニティクラウド独自にシステムへの入口やID管理を提供しており、

さらに、IDが増える。 

 

我々CBA及びNCWGではこれらのカオスを解決する為に、システムの入口と認証基盤の標準化

が必要であると判断した。 

 

次のようなユースケースシナリオに対応できるものとして、実証実験を開始した。 

 

● 業界クラウドポータル 

● 自治体クラウドポータル 

● 企業グループで利用するプライベートクラウドポータル 
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以上の３つのクラウドをユースケースとして考えた。 

 

5-1. 業界クラウドポータル 

業界クラウドとは業界特有のアプリケーションや商取引を可能とするポータルである。ここ

では、三菱商事が運営する「建設サイト」（http://www.kensetsu-site.com/service/kensets

u.html )を例にとってみる。 

建設サイトではファイルの共有機能やプロジェクト管理機能を提供している。このサイトで

は建設業にかかわる大小の企業がこのクラウドを利用して、情報や見積書等のやりとりなど

を行うことで、各々の企業に効率化をもたらし、スムーズなビジネスの推進を提供してい

る。しかしながら、大手ゼネコンでは、自分たちでシステムを保有しているため、全てのや

りとりをクラウドで行うわけではない。時には、サブコンに対して、自分たちのシステムの

一部分を利用させたいと考える。この場合、利用するシステムはクラウド、大手ゼネコンの

社内システムと分散され、それに応じてIDの管理まで分散してしまう。企業とクラウドとの

間でシングルサインオンのシステムを構築するのは結構大変なものである。 

 

IDフェデレーションの考え方を採用すれば、ゼネコンはゼネコン、クラウドはクラウドでID

管理をしても、お互いが信頼できる関係として確立するだけで、それぞれのシステムでログ

インされたユーザは他のシステムを利用する認可を受けさえすれば、利用することが可能と

なる。以下の図はその概念図である。 

 

 

 

図5-1 業界クラウドポータル 

 

http://www.kensetsu-site.com/service/kensetsu.html
http://www.kensetsu-site.com/service/kensetsu.html
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クラウド利用企業C、D、Eは同じ業界クラウドの利用者である。 

C社は、比較的大手の為、みずからID管理を持つ。C社は、業界クラウドとあらかじめ信頼さ

れた関係を持っている。C社の社員は、自社のIdPで認証し、業界クラウドのポータルサイト

を利用することができる。 

D社は、C社と同様に業界クラウドを利用しつつ、C社の協力会社である為、C社サービスも利

用する。その為、C社のIdPはD社のIdPと個別に信頼関係をもつ必要がある。 

E社は、中小規模であり、自らはIdPを持たずに業界クラウドのポータルサイトを利用する。 

5-2. 自治体クラウドポータル 

自治体クラウドにおいては、自治体の従業員どうしがお互いのシステムを利用したいと思う

事があるかもしれない。あるいは、各々の自治体に存在する図書館などのシステムを各々の

住民が利用したりすることもあるだろう。以下の図は、自治体Aに在住する田中さんが自治

体Bの図書館を利用する場合の仕組みを図式化したものであり、自治体Aと自治体Bはお互い

の図書館を利用することができるようになっている。田中さんは自治体Aに在住しながら、

自治体Bの図書館ポータルサイトを利用することができる。また、自治体Bに在住する山田さ

んも自治体Aの図書館ポータルサイトを利用することができる。この場合に、田中さん、山

田さんそれぞれは、自分が在住する自治体の図書館のポータルサイトにしかIDを持たない。

しかしながら、IdP同士が連携して、またそれぞれが認可を与えることで、他方の自治体の

図書館ポータルサイトを利用することが可能である。ここで、もし自治体Cの図書館が、自

治体Bの図書館と相互に認可を与えたいと考えたとしても、自治体Bと自治体CのIdP同士が、

お互いに認可を与える仕組みを作るだけで、それぞれのポータルサイトを利用することが可

能である。 

 

図5-2 自治体クラウドポータル 

 

このようにIDフェデレーションは利便性だけではなく、クラウド時代にふさわしいアジリテ

ィも提供してくれる。お互いのポータルサイトにIDを登録するという手間を完全に省いてく

れる。 
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5-3. 企業グループで利用するプライベートクラウドポータル 

企業グループでIDフェデレーションを利用する場合にも同様である。企業グループであって

も、お互いの業務エリアが違う場合、IDは別々に管理することが多い。また、M&Aによっ

て、突然グループ化された場合に、短期間にIDを統合することは不可能である。したがっ

て、フェデレーションの考え方は必要となる。 

また、子会社が親会社の会計システムを利用したりすることはしばしばある。ほとんどのシ

ステムはそれぞれで構築し、それぞれで利用するが、ごく一部のシステムだけシェアをした

いという場合も多々ある。その場合にID管理を統合することの効果は低い。むしろ、統合せ

ずに各々で管理をした方が、柔軟性にも優れており、またアジリティも増すことが多い。ク

ラウド時代のシステムは柔軟性とアジリティが重要である。 

6. SAMURAI × CBA連携実証実験 

6-1. 概要 

ニッポンクラウドワーキンググループとクラウド・ビジネス・アライアンスは、それぞれ構

築済みの認証連携実証システムを、認証連携させた。認証連携により、それぞれのIdPのユ

ーザはそれぞれのSPへログイン可能なった。連携にはSAML Discovery Service(DS)の方法を

用いた。 

 

本実証実験では、各SPにおける連携IdPのリスト(metadata)を、一元化して管理することと

した。ここでは、本リストを、Trust Anchor List (TAL) と呼ぶ。 

 

 

図 6-1. 連携概念図 

 

また、クラウド・ビジネス・アライアンスのinfoScoopコンテナに、サムライクラウドのア

コメントの追加 [9]: 名称変更 
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プリケーションGadgetを表示させることで、認証連携の効果（SSOと属性転送）の有用性を

示した。 

 

 

 

図 6-2. 画面遷移例 

 

図6-2の(B’)のパターンの画面例を、以下に示す。 

 

1. CBA SP (infoScoop) にアクセスすると、認証のため、CBA DSにリダイレクトされ、IdP

選択画面が表示される。CBAのIdPを選択する。 
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2. CBA IdPで、CBAアカウントでログインすることができる。 

 

 

3. CBAのIDで、CBAのSPであるinfoScoopにログインすることができる。また、SAMURAI CLOU

DのSPであるガジェットが、表示される。 

 

 

6-2. 構成 

 

主なシステムの構成を以下の表に示す。SPとIdPは、それぞれ構築済みのものを持ち寄った
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が、DSに関しては、新規構築とした。DSは、実証実験の意味から、異なる実装（Switch DS

とShibboleth 2 DS）を、用いた。 

 
Samurai 

SP サンプルアプリケーション: infoScoopガジェット 

https://sp.samuraicloud.example.jp/tasks/ 

IdP Shibboleth2 IdP 

https://idp.samuraicloud.example.jp/idp/ 

DS Switch DS 

https://ds.samuraicloud.example.jp/WAYF 

 

CBA 

SP サンプルアプリケーション: infoScoop 

https://front.test.cloud-business.example.jp/infoscoop/ 

IdP Shibboleth2 IdP 

https://idp.test.cloud-business.example.jp/ 

DS Shibboleth2 DS 

https://ds.test.cloud-business.example.jp/ 

 

6-3. 連携手順 

 

複数のシステムを連携させる手順は、以下となる。 

 

1. 準備 IdPとSPのメタデータを、信頼できる方法で交換する。 

2. TAL配布サーバー設

置 

・自組織配下のDS/SP向けに、TALを一元管理・配布するサーバー

を設置。 

・TALは、SPが信頼するIdPリスト (自身のIdPと他組織のIdPのメ

タデータ) を含むメタデータのリスト。 ※ 

3. DS設置 ・DS (Discovery Service) サーバーを設置。 

・設定 

 - IdPの情報(自組織IdPと連携したい他組織IdP)を設定 

 - SPの情報(自組織) 

4. IdP設定変更 ・連携する他組織のSPのメタデータを追加 →すべてのSP(自組織

のSPと他組織のSP)情報をもつことになる ※ 

(IdPはユーザが利用するSPを確認して認証する必要がある。) 

. SP設定変更 ・自組織のTAL（相手の信頼IdP情報を含む）を、設定。 
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※ SPの増減に関するメンテナンスは、IdPとTALのメンテナンスのみ。IdPやTALのメンテナ

ンス作業は、今回の実証では、手動だったが、自動化することは技術的に可能。 

 

6-4. 課題・考察 

 

前章までの通り、ID統合、認証基盤の共通化が必要との考えを基に6章の構成、手順に従

い、実際のID統合を実施した。 

技術的な側面に関して、Shibbolethを始め、多くの利用可能な資産がオープンソース等で提

供されていることで、技術的な構築、検証において大きな問題点は確認できなかった。 

metadataをTALに基いて管理することで、IdPとSPの相互接続及び、Discovery Service（以

下、DS）の設置、相互接続に関しても問題なく完了することができた。この考察ではシステ

ム面、運用面に関して、実際のビジネス利用を勘案した上でのコメントを行う。 

 システム面に関しては、shibboleth-dsに関してのドキュメント不足が感じられるものの

構築に関しての大きな問題点はなく、今回は、shibboleth-ds、SWITCHを用いたDS構築がす

んなり行われた。一方で、複数のIdP参加のSPへ相互に接続するためにTALを十全に管理する

必要があるが、TALの管理にあたっては、運用面の仕組みとしての効率化が求められる。 

 また、DSでは通常、大学などの学術機関での利用が多いため、認証組織一覧が表示されて

しまい、プルダウンで他の組織も表に見えてしまう問題があり、商用サービスで利用する場

合は、自身の認証組織の指定の仕方に対して、一様に表示させないなどの工夫が必要となる

だろう。同時に今回の検証では、各組織（IdP）ごとにDSをそれぞれ構築したこれにより、S

PからDSを経由して飛び先として指定できるIdPを各組織で絞り込むことができ、より各組織

の運用ポリシーを反映した運用ができることを確認できた。 

 運用面に関しての予測されるる事柄としましては、接続するIdPどうしての接続手続きに

関してのルールという実務面の検討課題が大きいように思われる。事務手続き面の完了を待

って、TALへの登録、相互接続利用の開始という具体的な段取り手続き面も今後の検討課題

だろう。 

 また、運用面として継続的に検討すべき課題としては、ID統合による相互接続時の属性値

の取り扱いである。詳細は、次の節で触れるが、ID統合時にIDと紐付いて渡される属性値

が、現時点において、各組織間で、属性名称、属性の値のvalidation（検証方式）が共通で

ある保証は一切ない、このため、SP（アプリケーション）側で使用したい属性が、必ず取得

できるとは限らないのである。これは、SP側で取得すべき権限情報や、基本的プロフィール

情報の取得に支障をきたし、属性値を個別に手動で修正、追加する必要がでるなど、ID統合

の利点を大きく損なうものと考えられるため、国立情報学研究所が主体となって進められて

いる、学術認証フェデレーションの様に、ビジネス利用に合わせた属性の標準化、または属

性の変換の仕組みなどが今後の検討すべき課題となるだろう。 
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6-4-1. 属性転送を使ってみよう 

 

SAMLでは、IdPとSPを分離することで、アイデンティティの氾濫を防ぎ、シングルサイン

オン環境を提供することができるが、これは認証（Authentication ）を提供しているにす

ぎない。ビジネスで認証基盤を利用するためには、認証（Authorization）を提供する必要

がある。すなわち、SP側で適切な認可処理を行える必要がある。認可処理を実装するために

は、ログインしている個人の属性が必要となる。例えば、以下のようなものがビジネスで参

照される属性となりうる。 

● 所属組織（会社、地方公共団体） 

● 所属グループ（学会、プロジェクトチーム） 

● 役割（システム管理者、部門会計責任者） 

● 資格（弁護士、会計士） 

● 金銭的信頼度（禁治産者か否か、滞納があるか否か） 

SAMLでは、SAMLアサーションに属性情報を載せて、IdPの電子署名を付与することで、Id

Pが個人の属性を証明する仕組みを実現している。SP側はこの属性を参照して認可処理を行

うことができる。 

このようにして、SAMLではAuthentication にとどまらず、Authorizationを提供するこ

とができる。 

一般的には、このような属性情報の交換には、LDAPが利用されるが、以下の理由から組

織を超えたフェデレーションでは、SAMLの属性転送を用いる方が優れている。 

● SAMLで認証（Authentication）連携するのとは別の経路でアクセスする必要があ

り、構成が複雑になる 

● LDAPの検索権限をSPに与える必要があり、不要に情報が拡散する 

 

   SAMLを用いたシングルサインオンを利用する際には、属性の取り決めを行う必要がある

ことは、先に述べた通りであり、属性を適切に扱うことは不可欠となる。 

 属性をShibbolethで取り扱う際には、LDAPなどのスキーマとのつながりをresolverによっ

て定義し、filterによって、SP（アプリケーション）毎に適切な属性を受け渡す設定を記述

し、SP側の要求を満たす様にする。 

 ここでは、実際のShibboleth上での属性の取り扱いについて、解説する。ただし、本稿が

設定の全てではない、インストールやShibbolethの基本的な設定に関しては、ここでは割愛

する。 

 

属性情報に関連する設定について流れとしては、以下のようになる。 

①    属性情報の取得設定 

②    対象SPに対する送信属性情報フィルタリング設定 
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＜属性情報の取得＞ 

/opt/shibboleth-idp/conf/attribute-resolver.xml 

を編集することで、属性値を取得する。 

※ここでは、Shibboleth-Idpのインストール先は、/opt/shibboleth-idp/として解説す

る。 

  

属性設定 
以下は、mail属性を設定した内容となる。 

 

<resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Simple" id="email" sourceAttributeID="mail"> 

    <resolver:Dependency ref="myLDAP" /> 

    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML1String" name="urn:mace:dir:attribute-def:mail" /> 

    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3" friendlyName="mail" /> 

</resolver:AttributeDefinition> 

 

 

項目 説明 

AttributeDefinitionタグ  

Id 送信属性のフィルタリング設定などIdP内で使用する際のid 

設定ファイル内での重複不可 

sourceAttributeID 取得元での属性名 

Dependencyタグ  

Ref 取得元接続設定（DataConnector）のid 

※このidについては、取得元との接続設定を参照のこと 

AttributeEncoderタグ  

Name 属性値をSPに送信した際、SP側でマッピングに使用するキー 

SP側と揃えておかなければ、正しくSP側で環境変数に設定できない 

通常はSAML2を使用するので、「SAML2String」となっている方が使

用される 

また、SAML2の一般的な値は、属性のoidが使用される 

   

 

取得元との接続設定 

大きく2種類存在し、認証基盤※１より取得する接続設定、または固定値を設定する方
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法となる。 

※１：LDAP、AD、RDBなど 

  

認証基盤より取得する接続設定 

以下は、LDAPから取得する接続設定 

<resolver:DataConnector id="myLDAP" xsi:type="dc:LDAPDirectory" 

 ldapURL="ldap://ldap.example.org" 

 baseDN="ou=people,dc=example,dc=org" 

 principal="uid=myservice,ou=system" 

 principalCredential="myServicePassword"> 

    <dc:FilterTemplate> 

        <![CDATA[ 

            (uid=$requestContext.principalName) 

        ]]> 

    </dc:FilterTemplate> 

</resolver:DataConnector> 

 

項目 説明 

DataConnectorタグ  

Id 各属性設定で取得元接続設定に使用されるid 

設定ファイル内での重複不可 

type 上記サンプルでは、LDAPより取得するタイプを設定。 

ldapURL LDAPのURL 

baseDN LDAPのベースDN 

principal LDAPのルートDN 

principalCredential LDAPのルートパスワード 

FilterTemplateタグ  

CDATA 取得情報の検索条件設定 

上記サンプルでは、uid属性をキーに属性情報の参照を行う 

固定値の設定 

以下は、eduPersonEntitlement属性の固定値を設定するサンプル 

接続設定 
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<resolver:DataConnector id="staticEntitlements" xsi:type="dc:Static" 

                                               xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:dc"> 

     <Attribute id="eduPersonEntitlement"> 

          <Value>urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms</Value> 

     </Attribute> 

</resolver:DataConnector> 

 

項目 説明 

DataConnectorタグ  

Id 各属性設定で取得元接続設定に使用されるid 

設定ファイル内での重複不可 

type 上記サンプルでは、固定値を取得するタイプを設定 

Attributeタグ  

Id このDataConnector内で取得できる固定値のidを設定 

属性設定でこのDataConnectorを使用する際のsourceAttributeIDで

使用する 

Valueタグの値 固定値を設定 

  

 送信属性値のフィルタリング設定 
/opt/shibboleth-idp/conf/attribute-filter.xmlを編集することで設定を行う。 

設定する内容は２つの要素に分かれており、対象となるSP指定（複数可）とそのSPに送信

する属性の設定箇所がある。 

また、属性設定ファイルは、Shibbolethにより複数設定することができ、設定ファイル名

も任意に指定することが可能である。 

 

attribute-filterの設定 

以下は、entityIDが「https://sample001.shibboleth.com/shibboleth-sp」であるSPに 

対して、emailとeduPersonEntitlementを送信する設定のサンプル 

 

<afp:AttributeFilterPolicy> 

    <afp:PolicyRequirementRule xsi:type="basic:AttributeRequesterString" value="https://sample001.shibboleth.com/shibboleth-sp" /> 

 

    <afp:AttributeRule attributeID="email"> 

https://sample001.shibboleth.com/shibboleth-sp%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8BSP%E3%81%AB


             

25 

        <afp:PermitValueRule xsi:type="basic:ANY" /> 

    </afp:AttributeRule> 

    <afp:AttributeRule attributeID="eduPersonEntitlement"> 

        <afp:PermitValueRule xsi:type="basic:ANY" /> 

    </afp:AttributeRule> 

</afp:AttributeFilterPolicy> 

 

AttributeFilterPolicyGroupのタグ内にAttributeFilterPolicyのタグを作成し、 

AttributeFilterPolicyにSPに対する送信属性を設定する。 

 

AttributeFilterPolicy内は、対象SPを指定するPolicyRequirementRuleと 

送信属性を設定するAttributeRuleから構成される。 

 

対象SPを指定 

PolicyRequirementRuleタブのvalueに対象となるSPのentityIDを設定する。 

複数のSPを対象にしたい場合は、PolicyRequirementRuleのtypeに「basic:OR」を 

設定し、PolicyRequirementRuleタグで括られた内部にRuleタグにてSP指定の設定を 

行う。 

 

以下は、SPがsample001とsample002に対して送信する設定を行なっているサンプル 

 

<afp:AttributeFilterPolicy> 

    <afp:PolicyRequirementRule xsi:type="basic:OR"> 

        <basic:Rule xsi:type="basic:AttributeRequesterString" value="https://sample001.shibboleth.com/shibboleth-sp" /> 

        <basic:Rule xsi:type="basic:AttributeRequesterString" value="https://sample002.shibboleth.com/shibboleth-sp" /> 

    </afp:PolicyRequirementRule> 

    …（省略） 

</afp:AttributeFilterPolicy> 

 

送信属性を設定 

以下のように送信属性を設定する。 

 

<afp:AttributeRule attributeID="email"> 

    <afp:PermitValueRule xsi:type="basic:ANY" /> 

</afp:AttributeRule> 
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attributeIDには、attribute-resolverに設定した対象となる属性のidを設定する。 

送信属性を複数設定するには、対象となる属性毎にAttributeRuleを作成し、 

AttributeFilterPolicyタグ内に設定する。 

  

以上の様に、基本となる属性、Shibboleth上での取り扱い、SPへの属性の送信に関してのル

ールを策定し、これらの条件がそろうことで、組織間、クラウド事業者間のIDフェデレーシ

ョンが可能となる。 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

6-4-2. クラウドアプリの特別な話 

 

パブリッククラウドサービスではオープンスタンダードなAPIを公開することで、マッシュ

アップによる新たなサービスが次々と生まれており、APIの有無がクラウドでのアプリ連携

においてはより重要な要素となる。 

ニッポンクラウドワーキンググループとクラウド・ビジネス・アライアンスでも単純なSSO

としてのIDフェデレーションに留まらず、アプリを連携させることで更なる付加価値を生み

出すことができると考え、OpenSocialによるアプリ連携を推進している。 

OpenSocialではAPIの認証方式としてOAuthを採用しており、アプリのAPIがOAuthに対応して

コメントの追加 [10]: 名称変更 
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いれば容易にOpenSocial対応のガジェットを開発することが可能だが、OAuthに対応したAPI

を持ったアプリが少ないのが現状である。また、SAMLによるIDフェデレーションが実現され

た環境においては、API利用時も同様にSSOを実現する必要がある。 

そこで現在、OAuth対応APIの開発の敷居を下げると共に、SAMLによるIDフェデレーション環

境でのAPI開発のガイドラインとして公開ことを目標に、オープンソースを利用したサンプ

ルAPIの開発と動作検証を実施中である。 

 

6-4-3. 認証連携の一般的な問題再び 

 

一般的な認証連携において考慮すべき点が、認証フェデレーション実現においても、当然検

討が必要であることが、あらためて確認された。 

・ログアウトの問題 

・SP内でのアカウント作成の問題 

  

7. 今後 

 

今回の実証では、ニッポンクラウドワーキンググループ × クラウド・ビジネス・アライア

ンスがそれぞれの知見と技術をもちよって調査・検討することで、組織間フェデレーション

の有効性が確認できるとともに、新しい視点の様々な課題と興味深い研究テーマが見えた。 

 

組織間フェデレーションの実現に関しては、 

・DS画面やIdP画面に表示すべき説明内容 (この画面が何なのか?どうして信頼できるるの

か?等) 

・一般的な認証連携で検討が必要であった点はさらなる検討が必要 (ログアウト、SPでのID

作成等) 

 

また、フェデレーションシナリオ毎にある程度の標準化（テンプレート）の必要性が見え

た。標準化の目的やレベルは様々だが、特に属性に関して標準化が有効と考えた。 

 

さらなる連携(連携技術)に関して、以下のテーマも興味深い。 

・SAML+OAuth 

・モバイルアプリ 

・匿名ID, uApprove, シングルログアウト 

・既存のSaaSやオープンソースアプリケーションの連携機能 (API, 認証連携等) の調査 

 

今後も、ニッポンクラウドワーキンググループ × クラウド・ビジネス・アライアンスで、

コメントの追加 [11]: 名称変更 

コメントの追加 [12]: 名称変更 



             

28 

本分野をはじめとする調査研究を続けて情報発信を行っていきたい。 
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A1. 付録 

デモシステムのシステム設定について、一部設定ファイル情報を含めながら、概要を記す。 

A1-1. デモ構成設定 

 

以下のサーバーを準備した。 

 
サムライ 

SP サーバー サンプルアプリケーション infoScoopガジェット 

IdP サーバー Shibboleth2 IdP 

DS サーバー SWITCHwayf 

metadata公開サーバー (他組織向け) Apache httpd 

TAL公開サーバー(自組織向け) Apache httpd 

 

CBA 

SP サーバー サンプルアプリケーション infoScoop 

IdP サーバー Shibboleth2 IdP 

DS サーバー Shibboleth2 DS 

metadata公開サーバー (他組織向け) Apache httpd 

TAL公開サーバー(自組織向け) Apache httpd 

 

A1-2. サムライDS(Switch)追加 

 

下記構成のDSサーバーを構築した。 

OS CentOS5 

HTTP Server Apache Http Server 2.2 

動作言語 PHP 5.1.6 

SWITCHwayf 1.17 

サーバー名 ds.samuraicloud.example.jp(IdP共通) 
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・主な設定項目例: /var/www/html/config.php 

$commonDomain = '.samuraicloud.example.jp'; 

 

・主な設定項目例2: /var/www/html/IDPmetadata.conf.php 

$IDProviders['https://idp.samuraicloud.example.jp/idp/shibboleth'] = array( 

        'SSO' => 'https://idp.samuraicloud.example.jp/idp/profile/Shibboleth/SSO', 

        'Name' => 'SamuraiCloud', 

        'Type' => 'university', 

); 

 

$IDProviders['https://idp.test.cloud-business.example.jp/idp/shibboleth'] = array( 

        'SSO' => 'https://idp.test.cloud-business.example.jp/idp/profile/Shibboleth/SSO' 

, 

        'Name' => 'Cloud Business Alliance', 

        'Type' => 'university', 

); 

 

 

 

 

A1-3. CBA DS(Shibboleth)追加 

 

下記構成のDSサーバーを構築した。 

 

OS CentOS5 

HTTP Server Apache Http Server 2.2 

Servlet Container Apache Tomcat 5.5 

Shibboleth 2.2 

サーバー名 ds.test.cloud-business.example.jp 

 

・主な設定項目例: /opt/shibboleth-ds/conf/wayfconfig.xmlのWayfConfig以下 

  <MetadataProvider 

    displayName="CBA IdP" 

    identifier="CBASite" 

    backingFile="/opt/shibboleth-ds/metadata/backing/cba_store.xml" 

    url="https://ds.test.cloud-business.example.jp/cba-metadata.xml"/> 

 

  <MetadataProvider 

    displayName="Samurai IdP" 

    identifier="SamuraiSite" 

    backingFile="/opt/shibboleth-ds/metadata/backing/samurai_store.xml" 

    url="http://ds.samuraicloud.example.jp/idp-metadata.xml"/> 

 

  <DiscoveryServiceHandler location=".*" default="true"> 

    <PluginInstance identifier="CookiePlugin"/> 
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    <Federation identifier="CBASite"/> 

    <Federation identifier="SamuraiSite"/> 

  

  </DiscoveryServiceHandler> 

 

 

A1-4. サムライIdpの設定変更 

 

サムライIdPは、こう設定変更した 

 

OS CentOS5 

HTTP Server Apache Http Server 2.2 

Servlet Container Apache Tomcat 5.5 

Shibboleth 2.3.8 

サーバー名 idp.samuraicloud.example.jp 

 

A1-5. CBA Idpの設定変更 

 

CBA IdPは、連携するサムライSP情報の追加、連携するサムライSPの利用するユーザ属性の

追加を行った。 

 

OS CentOS5 

HTTP Server Apache Http Server 2.2 

Servlet Container Apache Tomcat 5.5 

Shibboleth 2.2 

サーバー名 idp.test.cloud-business.example.jp 

 

SPの追加は、メタデータの追加を行った。本システムでは、 

/opt/shibboleth-idp/conf/relying-party.xml 

から参照されるメタデータファイルを変更した。 

 

ユーザ属性の設定は、 

/opt/shibboleth-idp/conf/attribute-resolver.xmlとattribute-filter.xmlを変更した。

単純な属性については、Persistent IDを利用した。 
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A1-6. サムライSPの設定変更 

 

アプリ(gadget)のSPの設定変更 

 

OS CentOS6 

HTTP Server Apache Http Server 2.2 

Shibboleth-sp 2.5.0 

サーバー名 sp.samuraicloud.example.jp 

 

信頼するIdPの設定 

/etc/shibboleth/shibboleth2.xmlのSPConfig/ApplicationDefaults以下に下記内容を設

定。 

<MetadataProvider type="XML" uri="http://idp.samuraicloud.example.jp/idp-metadata.xml" 

  backingFilePath="/etc/shibboleth/metadata/samurai-federation-metadata.xml" reloadInterval="7200"> 

    <MetadataFilter type="EntityRoleWhiteList"> 

      <RetainedRole>md:IDPSSODescriptor</RetainedRole> 

      <RetainedRole>md:AttributeAuthorityDescriptor</RetainedRole> 

    </MetadataFilter> 

</MetadataProvider> 

 

<MetadataProvider type="XML" uri="http://ds.test.cloud-business.example.jp/cba-metadata.xml" 

  backingFilePath="/etc/shibboleth/metadata/cba-federation-metadata.xml" reloadInterval="7200"> 

    <MetadataFilter type="EntityRoleWhiteList"> 

      <RetainedRole>md:IDPSSODescriptor</RetainedRole> 

      <RetainedRole>md:AttributeAuthorityDescriptor</RetainedRole> 

    </MetadataFilter> 

</MetadataProvider> 

※サムライ側ではTALを用いない標準的な方法で設定を実施 

 

DS（ディスカバリサービス）の設定（「ログインは、このDSへ」という設定）。 

(Shibboleth2 SPの例) /etc/shibboleth/shibboleth2.xmlのSPConfig/ApplicationDefaults/Sess

ions以下 

     <SSO entityID="https://shib2.d-ip.biz/idp/shibboleth" 

     discoveryProtocol="SAMLDS" discoveryURL="https://ds.samuraicloud.example.jp/WAYF"> 

        SAML2 SAML1 

      </SSO> 

 

  <SessionInitiator type="Chaining" Location="/DS" isDefault="true" id="DS"> 

  <SessionInitiator type="SAML2" template="bindingTemplate.html"/> 

  <SessionInitiator type="Shib1"/> 

  <SessionInitiator type="SAMLDS" 

    URL="https://ds.samuraicloud.example.jp/WAYF"/> 

  </SessionInitiator> 

 

属性のマッピング設定 

アプリケーションで利用するSAML属性を環境変数として参照可能にするための設定。 

/etc/shibboleth/attribute-map.xmlのAttributes以下に設定を追記する。 
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下記はmail属性（urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3）を、変数名mailへのマッピング例 

 <Attribute name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3" id="mail"/> 

 

 

また、shibboleth-spを利用してSAML対応を行った場合、デフォルトではSAML属性情報が環

境変数として渡されるためWEBアプリケーション側から直接SAMLアサーションを参照するこ

とはできないが、アサーションのエクスポート機能を有効にすることでアサーションを参照

することが可能になる。 

本SPにてアサーション機能を有効にする検証も行ったので、下記に設定を記載する。 

 

shibboleth-sp設定（/etc/shibboleth/shibboleth2.xml）のSession要素にパラメータを追

加。 

 <Sessions lifetime="28800" timeout="3600" relayState="ss:mem" 

       checkAddress="false" handlerSSL="false" cookieProps="https" 

       exportLocation="http://127.0.0.1/Shibboleth.sso/GetAssertion" 

       exportACL="127.0.0.1" > 

 

Apache設定（/etc/httpd/conf.d/shib.conf）のShibboleth設定箇所にパラメータを追加。 

<Location /secure> 

  AuthType shibboleth 

  ShibRequestSetting requireSession 1 

  ShibUseHeaders On 

  ShibExportAssertion On 

  require valid-user 

</Location> 

 

上記設定を行うことで、HTTPヘッダーに「Shib-Assertion-Count」および「Shib-Assertion

-nn」が追加される。 

追加されるヘッダー例 

Shib-Assertion-Count: 01 

Shib-Assertion-01: http://127.0.0.1/Shibboleth.sso/GetAssertion?key=_8c2418b0a94b717356de5b4bacb8b76b&ID=_6302

73090006addeae7b37272f13bbfd 

 

PHPからアサーションを取得する例 

<?php 

$assertion = file_get_contents( $_SERVER["Shib-Assertion-01"] ); 

?> 

 

 

A1-7. CBA SPの設定変更 
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infoScoop(SP)の設定変更 

 

OS CentOS5 

HTTP Server Apache Http Server 2.2 

Shibboleth 2.2 

サーバー名 front.test.cloud-business.example.jp 

 

 

・ログインできるIdPの設定。 TALを参照。 

/etc/shibboleth/shibboleth2.xmlのSPConfig/ApplicationDefaults以下 

     <MetadataProvider type="XML" 

             url="https://idp.test.cloud-business.example.jp/tal.xml" 

             backingFile="/etc/shibboleth/metadata/backing/tal_store.xml"                     relo

adInterval="600"> 

     </MetadataProvider> 

 

・「ログインは、このDSへ」という設定。 

(Shibboleth2 SPの例) /etc/shibboleth/shibboleth2.xmlのSPConfig/ApplicationDefaults/Sess

ions以下 

  <SSO discoveryProtocol="SAMLDS" 

    discoveryURL="https://ds.test.cloud-business.example.jp/discovery/DS"> 

      SAML2 SAML1 

  </SSO> 

 

  <SessionInitiator type="Chaining" Location="/DS" isDefault="true" id="DS"> 

  <SessionInitiator type="SAML2" template="bindingTemplate.html"/> 

  <SessionInitiator type="Shib1"/> 

  <SessionInitiator type="SAMLDS" 

    URL="https://ds.test.cloud-business.example.jp/discovery/DS"/> 

  </SessionInitiator> 

 

A1-8. TAL (Trust Anchor List)のURL配布 

 

今回のデモ環境では、SPへのログインに利用できるIdPのリストを、TAL (Trust Anchor Lis

t)として、一元管理する方法を採用した。自組織内にTALを配布するサーバー (http serve

r) を設置して、SPは自組織のTALをURLで参照する設定をする。 

 

利用するIdPを一元管理することができる。管理が容易になり、セキュリティ管理がシンプ

ルになりセキュリティレベルを維持しやすくなる。 
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A1-9. IdPとDSのモバイル対応 

IdP, DSの画面は、モバイルデバイス利用にあわせて変更した。 

 

CBA DSでは、tomcatに配備されたDSアプリケーションのwayf.jspを変更した。 

CBA IdPでは、tomcatに配備されたIdPアプリケーションのlogin.jspを変更した。 

 

ページの変更は、主に、シンプルなHTMLを心がけることと、以下のmeta情報を付加すること

で、対応した。 

<meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0" /> 

 

 

       

図 A1-9. モバイル画面例 (左から、CBA DS, CBA IdP, サムライIdP) 

A1-10. モバイルデモ 

 

infoScoop Cloud Editionにはモバイルモジュールが標準機能として用意されているため、A

ndroid及びiOSのブラウザからポータルにアクセスすると、自動的にモバイル用の画面で表

示される。 

そのためモバイル用に専用ガジェットをPC用とは別に作成しなくても、一つのガジェットで

両端末から参照することが可能である。 

モバイル画面は表示領域がPCと比較すると小さくなるため、ガジェットは1画面につき1つの

構成で表示される。そのためガジェット連携はできないが、PC上で配置したガジェットをそ

のまま参照可能である。ただし参照専用のため、ガジェットの移動や追加はできない。 

 

モバイル端末から操作する場合、URLはモバイル専用ではなくPC端末からアクセスする場合

と同じものでよい。 
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図A1-10 モバイル用ポータル画面 

 

モバイルからの接続の際には不正アクセスやデータの盗難・流出など、より注意を払う必要

があるが、PC端末からと同様の認証を使用することができる。また、画面仕様の異なるモバ

イル端末に対して、個別開発を実施する必要がないため、「侵入防護」及び「画面変更」の

役割をまとめてポータルにて提供することが可能である。 

 

【参考】 infoScoop CE モバイル対応ブラウザ 

・iOS版Safari 5.1.1以上 

・Android 2.3 標準ブラウザ 
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