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1. フロント連携ワーキンググループの目的 
クラウド・ビジネス・アライアンス（CBA）ではオープンなクラウドビジネス市場の創造と拡大を

目的に、IaaS／PaaS／SaaS それぞれのビジネスに直接的または間接的に関わる企業が直面す

る、様々な課題・問題への取り組みを行っている。 

 

CBAオープンクラウド技術コミッティーでは、技術検討を実施するワーキンググループ（WG)とし

て、IaaS・PaaS・SaaSの各レイヤばかりでなく、IaaSの下位を支えるデータセンタファシリティ

ーの分野から、SaaSの上位のライフスタイルの部分に関わる広い範囲でクラウドに取り組む活動

を実施している。また、「クラウド」にかかわる価値の高い情報を提供するためのCloud News Ja

panをはじめとした、情報発信等活動を実施している。 

 

当フロント連携技術ワーキンググループは、SaaSが充実した環境を想定し、SaaSプロバイダーの

提供するサービス同士がフロントエンドで連携可能である ことと、連携した際に相乗効果をもた

らす利点や不都合および課題を明らかにすることを目的とする。具体的には、実証実験を通じて

以下の項目を証明する。 

1. アジリティ：顧客に対して素早くサービスが提供できる 

2. ユーザエクスペリエンス：顧客に対してシームレスなサービスの連携を提供 

3. 異種混合：様々な環境で提供されているサービスの連携を追求 

4. ロックインフリー：独立したSaaSベンダーが連携 

 

当フロント連携技術WGでは、2010年7月よりOpenSocial GadgetによるSaaS連携の実証実験をおこ

ない、ある一定の成果を得た。しかしながら、顧客サービスの向上をめざし、シームレスな連携

を求めれば求めるほと、ユーザ認証の統合について一定のガイドラインが必要なことが解った。

当フロント連携技術WGでは、１０月以降、認証基盤との連携にフォーカスをしてきた。 

本 ドキュメントは１０月以降のワーキンググループ活動の結果をまとめ、CBA会員および非会員

のエンジニアに対しても同時 に提供をすることを目的とする。また、当フロント連携技術WGの目

的、成果に賛同いただける企業／団体が今後のWG活動に参加いただけることを期待する。 

尚、２０１０年上期の結果については既に以下のサイトに掲載されているので合わせて参考にし

ていただきたい。（http://www.cloud-business.jp/report/technical/output/docs/CBATechFront2

010H1.pdf） 

2. 参加企業 

株式会社ビーコンＩＴ 

Tsunagi 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in

foScoop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

http://www.cloud-business.jp/report/technical/output/docs/CBATechFront2010H1.pd
http://www.cloud-business.jp/report/technical/output/docs/CBATechFront2010H1.pd


 

 

 

コードはLGPLとして公開されている。http://www.infoscoop.org/ 

株式会社システムインテグレータ 

株式会社システムインテグレータは、時代ニーズに合った独創的なパッケージを作りコアコンピ

タンスとしている企業である。「ECサイト構築ソフト」 「Web-ERP」「設計・開発支援ツール

群」「プロジェクト管理システム」など、これからの時代を引っ張るパッケージソフトウェアを

次々と創出している。 

 

「SI Object Browser PM （以下、OBPM）」は、プロジェクト管理において重要視される品質・コ

スト・スケジュールだけでなく、PMBOK(R)の9つの知識エリアを網羅的にカ バーする総合プロジ

ェクト管理システムである。2010年5月より、SaaS提供を開始した。時期を同じくして、CBAおよ

びフロント連携技術ワーキング グループに参加。純粋なWebアプリケーションではないが、連携

できるよう工夫を行っている。 

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。 

 

TIS株式会社 SonicGarden 

SonicGardenは、SKIPやyouRoomをはじめとする組織と人のコミュニケーションのあり方を変革す

るためのソフトウェアに取り組んでいるTIS株式会社のバックアップを受けた企業内カンパニーで

ある。 

 

SaaS(Software as a Service)によって、顧客の情報共有に関する課題解決のサポートをする。組

織を活性化する社内SNS「SKIP」と企業を超えたコラボレーションや情報共有を実現することので

きるサービス「youRoom」の提供をしている。 

 

株式会社スマイルワークス 

株式会社スマイルワークスはマーケティング技術とインターネット技術を活用してサービス事業

の生産性向上を推進する。 

 

『ClearWorks』 は、日常の仕訳入力から集計表出力、決算処理といった財務会計処理を行う「会

http://www.infoscoop.org/


 

 

 

計ワークス」、見積、受注、売上、請求、入金、仕入／在庫管理などを行う「販 売ワークス」、

給与・賞与計算、社会保険算定及び年末調整などを行う「給与ワークス」の3つの機能モジュール

からなり、組み合わせてご利用いただくことで 共通設定自動反映や自動仕訳連動など業務データ

管理が非常に円滑で効率的な運用が可能な統合型業務システムソリューションである。 

株式会社ＡＳＰＥＸ 

株式会社アスペックスは、派遣/正社員/パート/アルバイトで利用可能な信頼と実績のASP/SaaS型

の勤怠管理システム「DigiSheet®」の共同 利用環境のシステム提供を中心として、同システムの

維持・運営および機能追加のためのシステム開発、同システムの新規顧客の導入支援ならびに既

存顧客の データメンテナンスサービスを行っている。 

また、システム運用で培った技術を応用して、プライベートクラウドからパブリッククラウドま

でオンデマンドなクラウドサービスの提供を行っている。 

ウイングアーク テクノロジーズ株式会社 

ウイングアーク テクノロジーズ株式会社は、企業の情報システムのアウトプット領域に特化し

た、短期システム構築とわかりやすい業務の運用を実現する帳票システムの開発・運用ミドルウ

ェアや、集計・分析・レポーティングツールを提供し、企業の情報活用を支援しています。 

 ・SVF【帳票出力】基幹系帳票システムの統合・共通化、帳票運用の効率的な一元化 

 ・Dr.Sum EA【データ活用】業務に蓄積されるデータの高速な集計分析と可視化 

 ・MotionBoard【ダッシュボード】自由度の高いインタフェースでデータを自由に可視化 

また、企業がインターネットを利用する際に発生する様々な脅威から企業のネットワーク環境を

守る総合的なサービスである「セキュリティサービス事業」を展開しています。 

 ・VSR【統合型セキュリティサービス】企業にネットワークセキュリティサービス月額課金で提

供 

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。  



 

 

 

3. 2010年度下期の目標 

２０１０年度上期に公開したCBAフロント連携技術WGのドキュメント（http://www.cloud-busines

s.jp/report/technical/output/docs/CBATechFront2010H1.pdf）ではそれぞれ違ったアーキテクチ

ャや言語で作られたSaaSをOpenSocial Gadgetにより連携できることを実証実験により証明した。

それと同時に、認証という問題についても、ガイドラインが必要であることが解った。2010年度

下期では、認証についての実証事件に基づいてフロント連携技術WGとしてガイドラインを作成す

ることを目的とした。 

3-1. 目標設定 

フロント連携技術WGでは認証という観点で２の課題に取り組む必要があった。一つは、いわゆるS

ingle Sign On（以下SSO）と呼ばれるもので、ユーザは一度ログインをするとそのログインをも

って様々なサービスを利用できるようになることである。サービスはそれぞれが認証基盤を持っ

ており、異なった認証基盤での連携が可能かどうかと言う問題である。この認証連携の手段とし

て、SAMLを使った連携について実証事件を行った。もう一つは、一部2010年の上期でも実装を行

った、GadgetとSaaS間の連携である。とくにこの場合API（Application Programing Interface）

を介して連携をすることがよくあるので、Cloudの業界標準であるOAuthによる連携を試みた。 

 

  

http://www.cloud-business.jp/report/technical/output/docs/CBATechFront2010H1.pdf
http://www.cloud-business.jp/report/technical/output/docs/CBATechFront2010H1.pdf


 

 

 

3-2. 認証連携(CBA Federation) 
今回の取り組みで準備したシステム概要を、以下の図に示す。（2010年上期実装システムがベー

ス） 

 
主な追加構成要素は、以下。 

● SSO(SAML)連携 

○ 既存テストシステム（InfoscoopとGadget）を、SSO化するための、IdpとSP(のgate

way) 

○ SAML対応が困難なGadgetと連携するためのSPのgateway 

● API(OAuth)連携 

○ OAuth連携先として、外部サービス(Cacoo, youroom, twitter)のGadget 

○ OAuth連携ができないWebサービス(SOAP)を接続するための、API Gateway 

  



 

 

 

4. 成果報告 
 

4-1. 認証連携についての議論 

 

4-1-1. 認証連携全般 

  

2010年度下期の活動目標にある通り、今期の技術テーマとして「認証」に取り組むこととした。

先に上げた通り、オープンソーシャルによるフロント連携を実施するに当たっては、個別に構築

された様々な（SaaS）サービスと連携することが必要であるが、それぞれの認証の仕組みを統合

することは、フロント連携の本来の思想から好ましくない。そこで、個別に構築されたサービス

それぞれの認証の仕組みの違いをポータルサイトで吸収する機能を検討することとした。しかし

ながら、認証に関わる仕組みとしてOpenID、AOuth、SAMLなど様々な技術が存在するが、それらの

仕組みや位置づけの違いを明確に説明することは困難であった。そこで、本活動を始めるにあた

って、認証に関わる様々な標準技術をメンバー各自の得意分野について解説しあうことで、WG全

体としての知識レベルを向上させることから活動を開始した。 

 

認証として、当初はOpenIDを利用できないかということで検討をした。OpenIDはGoogleやYahoo!

など、既にクラウドにおいて実績のある会社によって利用されている。しかし、ながらSaaSの中

には、既存のパッケージをそのまま、SaaSとして提供されているものもあり、短期間でOpenIDに

全て統合することは不可能であるという議論もあった。その為、後述するWebGateのように、既存

の認証（Basic認証やフォーム認証等）と組み合せることができる仕組みが必要であるという結論

を得た。 

 一方、フロント連携ポータルの想定される利用シーンは、「エンタープライズポータル」であ

る。エンタープライズでのWeb認証連携は、一般化しているとはいえないまでも、導入されている

方法の中では歴史的にもSAMLが主流であった。WebGateはこれも後述するShibbolethを利用してお

り、また、ShibbolethもOpenIDのプロバイダもSAMLに対応していることが多い為、今回はSAMLを

利用したSSO環境で実証実験することを決定した。 

 

一方API経由の認証・認可についてもWS-Securityなどの業界標準仕様もあるが、全てのAPIをSOAP

で連携することも考えられず、また、OAuthは業界では既に実績があることから、当ワーキンググ

ループではOAuthを推奨することにした。 

 

4-1-2. API連携(OAuth等)  

 



 

 

 

アプリケーションをマッシュアップするためには、連携されるアプリケーションのAPIを利用する

が、APIへの認証はOAuthを利用することがデファクトスタンダードとなっている。 

  

OAuthが採用されている理由としては、以下の点があげられる。 

  

・Twitter、FaceBookなどコンシューマ向けのサービスを始め、SaleForce.comやGoogle Appsなど

エンタープライズ向けのサービスでも採用されている。 

 

・ユーザがマッシュアップする側のアプリケーションにAPIを提供しているサービスのパスワード

を知らせる必要がない。 

 

・API提供側のアプリケーションを通して、ユーザ情報の利用停止をユーザ自身が行える。 

  

・APIを利用するサービス側はAPI提供側のユーザ情報を保持する必要がないので、情報管理リス

クが軽減される。また、ユーザ情報が更新された場合でも、APIを利用するサービス側には影響が

ない。 

  

・各言語でOAuthのライブラリが充実している。  

 

このような理由でいろいろなアプリケーションの連携で使われているOAuthだが、単純な仕様のた

め実装者が理解しやすいことも大きな特徴の１つである。ここからは、OAuthでの認証がどのよう

に行われているかを詳しく説明していく。 

 

OAuth認証は先にあげた特徴のとおり、コンシューマはユーザの情報を受け取らずにサービスプロ

バイダにアクセスする。OAuth認証では、ユーザの情報の代わりにサービスプロバイダが生成する

トークンを利用して通信を行う。使用するトークンは２つである。 

 

リクエストトークン：ユーザが自分のユーザ情報の利用をコンシューマに許可する時に生成され

るワンタイムチケット。ユーザに認証されたリクエストトークンは、アクセストークンへと変換

される。 

アクセストークン：コンシューマがユーザの代理でユーザ情報へアクセスする時に使用する。ア

クセストークンは、サービスプロバイダーに依って、ユーザ情報へのアクセスに制限があった

り、トークンの有効期限がある。 

 

OAuth認証はこれらのトークンを利用して下記の手順で行われる。 

 

1. コンシューマが認可されていないリクエストトークンを取得する。 

2. ユーザが上記リクエストトークンを認可する。 

3. コンシューマがリクエストトークンからアクセストークンを取得する。 



 

 

 

 

次にOAuth認証が実際のアプリケーション内でどのように行われるかを詳しく説明する。 

 

以下の図は本ワーキンググループの検証に利用している、infoScoopにtwitterのデータを表示す

る際にOAuthでの認証を使用した仕組みを表している。 

 

 

 

 

 



 

 

 

この図には主に3つの重要な要素がある。 

 

ユーザ：アプリケーションを利用するユーザ 

コンシューマ：アプリケーション(Twitterガジェット+ infoScoop)。後述のサービスプロバイダ

に登録されている必要がある。 

サービスプロバイダ：コンシューマが認証を行って利用しているサービス。この図中ではTwitte

r。 

  

この３つの要素がどのようにOAuthでAPIを利用しているかを図中の流れに沿って説明する。 

 

1. ユーザがアプリケーション(図中ではTwitterガジェットを通してinfoScoop)にアクセスす

る。infoScoopはリクエストトークンを取得する為に、Twitterにアクセスする。 

2. TwitterはリクエストトークンをinfoScoopに返す。このリクエストトークンは認可ページ

へのリンクの作成に使われる。 

3. infoScoopは受け取った認証ページへのリンクへユーザをリダイレクトしユーザは認可ペ

ージを取得する。認可ページ取得時にリクエストトークンを送る。 

4. Twitetrは認可ページをユーザに返す。ユーザは表示された認可ページのサービスプロバ

イダへのアクセスを許可するボタンを押し、Twitterにリクエストを送る。Twitterは、パ

ラメータに認可済みのリクエストトークン(oauth_token)を付けてユーザをinfoScoopにリ

ダイレクトする。 

5. infoScoopはこのアクセストークンとアクセストークンシークレットキーを付けてTwitter

にタイムライン取得のリクエスト等を送り、Twitterはこれらを使用して内部的に認証し

レスポンスを返す。 

 

アクセストークンとアクセストークンシークレットキーはユニークであり、変わることがないの

で、infoScoopのリポジトリに保存しすることでユーザは一度認可を行えば、それ以降はトークン

の有効期限が切れない限り認可する必要はない。 

 

以上が、Oauth認証を使ったinfoScoopとTwitterのAPI連携の説明である。 

 

詳細は以下のURLを参照のこと。 

http://www.snipe.net/2009/07/writing-your-first-twitter-application-with-oauth/ 

 

4-1-3. SSO連携(SAML)  

ここでは、SAMLについて説明する。 

IDフェデレーションの考え方 

クラウド上では、多数のユーザがさまざまなサービスを利用することになる。ユーザがサービス

ごとにアイデンティティを持つ場合を考えると、管理されるアイデンティティの数がサービス数

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.snipe.net%2F2009%2F07%2Fwriting-your-first-twitter-application-with-oauth%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnm6DMNwgl5FfMbfTDO8zZNnH5Ww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.snipe.net%2F2009%2F07%2Fwriting-your-first-twitter-application-with-oauth%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnm6DMNwgl5FfMbfTDO8zZNnH5Ww


 

 

 

×ユーザ数になって氾濫してしまうという致命的な問題点がある。 

サービス提供者が独自に認証機能を実装しようとすると、ユーザ登録時の身元や身分を確認する

ための認証フローを運用し、かつ個人情報保護にも配慮しなければならない。このことがサイト

運用におけるコストを押し上げることになる。 

一方で、ユーザは参加するサイトの数だけ、認証用の秘密情報（ICカードやパスワード）を管理

しなければならない。また、セキュリティ面や個人情報保護のレベルがサービスごとにばらばら

で、漏えいや不正利用のリスクが拡大する要因となる。 

 

 

これに対して、IDフェデレーションでは、ID提供者（以降Idp）とサービス提供者（以降Sp）の分

離により、アイデンティティの数をユーザ数に縮退できる。 

 

 

 

Spは身分身元確認と個人情報保護の責務から解放され、ユーザは認証用の秘密情報を1個だけ管理

すればよくなり、セキュリティレベルも統一される。 

IDフェデレーションは、Webのシングルサインオンの仕組みとして理解されている場合が多いが、

本来は、アイデンティティの管理のアーキテクチャであり、単なるシングルサインオンの仕組み

にとどまるものではないことに注意しなければならない。 



 

 

 

IDフェデレーションにおける認証委譲 

IDフェデレーションにおいては、IdpとSpの機能を分離するために認証委譲が行われる。認証委譲

の手順は、以下のとおりである。 

1. ユーザがSpに対してサービス提供を求めてアクセスする 

2. Spは未認証のユーザからのアクセスについては、Idpに認証を委譲する 

3. ユーザはIdpに対して秘密情報を提示（ICカードの提示やId/パスワードの入力）すること

により、認証を受ける 

4. IdpはSpに対して、認証結果を短期間有効なチケットとして渡す 

 

 

 

Spは事前にIdpを信頼する設定が行われており、認証結果のチケットについては、偽装を防ぐため

に暗号化や署名を行う場合がある。 

IDフェデレーションの標準化動向 

IDフェデレーションを有効に活用するためには、多数のIdp,Spが標準化されたプロトコルで協調

する必要がある。以下にIDフェデレーションの標準化に関する経緯を示す。 

● 2002年11月6日： インターネット標準化団体の OASIS は、認証および認可情報交換仕様

『Security Assertion Markup Language (SAML) 1.0』を標準として承認 

● 2005年3月14日 ：OASIS は、SAML  2.0を承認 

● 2007年12月5日：OpenID Authentication 2.0とOpenID Attribute Exchange 1.0が正式に

仕様化 

● 2008年1月23日：Googleが提供するブログサービスBloggerでOpenID IdPサービス（OpenID 

1.1ベース）を提供 

● 2008年1月30日：yahoo.com、yahoo.co.jpが共にOpenID Authentication 2.0ベースでのId

Pサービスを開始 

● 2009年7月1日：NIIによる学術認証フェデレーションがSAMLを採用して試行運用開始 

 

SAMLによる認証委譲 

SAMLはOASISによって、標準化されているIDフェデレーションのプロトコルである。以下にSAMLの

Web認証のプロトコルについて図示する（ここでは、詳細な手順は省略する）。 



 

 

 

 

 

SAMLでは、認証のプロトコル（XMLの応答手順）と通信方法（プロファイルと呼ばれている）が分

離して規定されており、上記は、Webブラウザでリダイレクトを使用したプロファイルを用いる場

合の例である。Webブラウザ以外でIDフェデレーションを実装する場合は、別のプロファイルを採

用する必要がある。 

上図の中で、手順４と手順5の認証部分はSAMLの規定の外である。つまり、SAMLでは、認証委譲の

プロトコルについてのみ規定しており、認証の実装については規定していない。言い換えるとSp

からみて、Idpがどのような方法で認証されているかは隠ぺいされており、Spは認証の実装方式に

は依存しないと言える。IdpはSpを気にせずに認証の実装方式を変更することが可能である。ICカ

ードの変更、Windows統合認証の新規採用など、途中でIdpが認証の実装を変更してもSp側には影

響はなく、これもIDフェデレーションのメリットの一つと言える。 

シングルサインオン 

IDフェデレーションのメリットの一つとして、シングルサインオンがある。というよりも、一般

的には、IDフェデレーションはシングルサインオンの実装プロトコルであると誤解されている場

合が多い。 

IDフェデレーションにおいて、Idp側でセッション管理を行い、認証済みのユーザに対しては秘密

情報の提示要求を行わないことにより、シングルサインオンが実現される。これは、IDフェデレ

ーションのプロトコルの外で（いわばIdpの勝手で）行われる。 

 

 



 

 

 

 

 

4-2. Shibbolethによる連携の実証実験 

4-2-1. SAML実装の選択(Shibboleth) 

 

SAML実装は、学術認証フェデレーションやInternet2で実績のあるShibboleth2を利用した。 

4-2-2. CBA Idp/SP 

CBAでは、Idpサーバー1台、SP用のGWのサーバーを1台を準備した。Linux + Shibboleth2を用い、

設定は、学認とInternet2を参考にした。（詳細は付録を参照のこと。） 

CBA Idp 

以下のIdpを準備した。 

・Shibboleth2 Idp 

・ユーザーはテスト用アカウントのみ 

・ユーザーDBはローカルのLDAP 

・サーバー証明書は一般的なルート署名のないもの 

CBA SP 

以下のSP(gateway)を準備した。Shibboleth(SAML)未対応Gadgetを連携させるため、SAML SPのGW

機能を持つサーバーを準備した。 

・Shibboleth 2 SP 

・NetSoarer WebGateモジュール 

・SAML未対応Gadget連携用のWebGate設定 

 

4-2-3. infoScoopの連携 

 

オープンソースであるビーコンIT社の情報ポータル infoScoop OpenSource を SPとしてShibbole

th認証と連携させ、シングルサインオン化を実現するために、以下の設定を施した。 

 

・標準的なShibboleth2のSPの設定 

・infoscoopの簡単な設定変更（主に「認証にshibbolethを利用すること」と「連携ID」の設

定） 

4-3. SAML認証方式非対応Gadgetの認証連携 



 

 

 

4-3-1. NetSoarer WebGate 

ここでは、NetSoarer WebGate（以降、WebGateという）との連携仕様について説明する。 

WebGateはリバースプロキシサーバとして動作し、複数のWebアプリケーションへの認証を統合で

きる。ただし、WebGate自体にはユーザ認証機能を持たず、SAML SP（Security Assertion Markup 

Language Service Provider）として動作する。つまりWebGateは、ユーザ認証を信頼したSAML Id

p（SAML Identity Provider）に委譲し、そのSAML Idpで認証されたユーザのリクエストのみをリ

バースプロキシ機能でWebアプリケーションに転送する。 

またWebGateは、ユーザ認証機能を持ったWebアプリケーションに対して、ユーザ認証を代行する

機能（以降、認証代行機能という）を提供する。この機能によって、SAML Idpで認証済みのユー

ザに対して、WebアプリケーションへのSSOを提供する。 

 

認証代行機能 

WebGateの認証代行機能は、mod_webgateによって実装されている。認証代行機能は、ユーザに成

り代わってバックエンドWebアプリケーションに代理ログインする機能を提供する。認証代行機能

は、次のいずれかの認証機能が実装されたWebアプリケーションと連携が可能である。 

● Basic認証 

● フォーム認証 

次に、それぞれの認証方式での認証代行機能について説明する。 

Basic認証 



 

 

 

Basic認証は、ユーザのクレデンシャルをHTTPリクエストのAuthorizationヘッダに付与する認証

方式である。Basic認証の場合、認証代行機能は、ユーザからのリクエストをバックエンドWebア

プリケーションにリバースプロキシで転送するとき、HTTPリクエストに常にAuthorizationヘッダ

を付与する。このとき、Authorizationヘッダの値には、ユーザIDとパスワードをコロン（:）で

つなぎ、BASE64エンコードした文字列を設定する。ユーザIDとパスワードに、どの値を使用する

かについては、節「クレデンシャル指定方式」を参照されたい。Basic認証の場合の認証代行機能

の処理の流れを表した図とその説明を以下に示す（ただし、SAML認証が完了したあとの処理の流

れとする）。 

 
①クライアントがWebアプリケーション（Basic認証がサポートされたWebアプリケーショ

ン）へのアドレス（http://wbsv.company.co.jp/App1/index.html）を指定してアクセス

する。 

②WebGateは、SAML認証済みのアカウントを使用してBasic認証用の値（上図では「QWxhZG

RpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==」がこれに相当する）を生成する。Authorizationヘッダと生成

した値とをクライアントから受信したHTTPリクエストのヘッダに付与して、HTTPリクエス

トをWebアプリケーションサーバに転送する。 

③Webアプリケーションサーバは、Authorizationヘッダの値を読み取って認証を実行し、

認証成功後のHTTPレスポンスをWebGateに返す。 

④WebGateは、Webアプリケーションサーバから返されたHTTPレスポンスをクライアントに

転送する。 

フォーム認証 

フォーム認証は、（一般的に）ユーザがフォームに入力したユーザIDとパスワードを使用して認

証を実行する方式である。フォーム認証の場合、認証代行機能は、ユーザに成り代わって、フォ

ームへのユーザIDとパスワードの入力をバックグラウンドで実行（ユーザからみてバックグラウ



 

 

 

ンドで実行されることを意味する）する。フォーム認証の場合の認証代行機能の処理の流れを表

した図とその説明を以下に示す（ただし、SAML認証が完了したあとの処理の流れとする）。 

 
①クライアントがWebアプリケーション（フォーム認証がサポートされたWebアプリケーシ

ョン）のログインフォームのアドレス（http://wbsv.company.co.jp/App2/login.cgi）を

指定してアクセスする。 

②クライアントからのリクエストをWebアプリケーションサーバに転送する。このとき、W

ebGateはWebアプリケーションサーバからのレスポンスにログインフォームが含まれるこ

とを想定し、ログイン代行処理の準備を実行する（このときの条件については続く節「フ

ォームのマッチング」を参照されたい）。 



 

 

 

③Webアプリケーションサーバはログインフォームが含まれたレスポンスを返す。 

④WebGateは、Webアプリケーションサーバから受け取ったログインフォームを解析し、ロ

グイン代行を実現するためのリクエストを生成して、Webアプリケーションサーバに送信

する（ログインフォームの解析仕様については節「フォームのマッチング」を、認証代行

リクエストの元となるユーザのクレデンシャルについては節「クレデンシャル指定方式」

を参照されたい）。 

⑤Webアプリケーションサーバは認証処理を実行し、認証後のコンテンツが含まれたレス

ポンスを返す。 

⑥WebGateはWebアプリケーションサーバから返されたレスポンスをクライアントに転送す

る。 

その他の機能 

WebGateは上記の代行認証機能以外に以下の機能がある。 

● SAML認証 

○ 未認証のHTTPリクエストをブロック 

○ SAML SpとしてIdpと連携した認証を実装 

● 負荷分散 

○ HTTPリクエストを複数のバックエンドWebアプリケーションへ分散して転送 

○ バックエンドWebアプリケーションがダウンした場合、自動的に切り離し、復旧後

に自動的に接続を復旧 

● ドキュメントキャッシュ 

○ HTMLコンテンツの内容をメモリやファイルにキャッシュして応答性能を向上 

● SSLアクセラレーション 

○ クライアントからはHTTPSで接続し、復号化してバックエンドに転送 

● バーチャルホスト 

○ 1個のWebGate、1個のIPアドレスで複数のホスト名をサポートし、複数のアプリケ

ーションをホスティング 

● 属性転送 

○ SAML認証の結果得られた、ユーザID、所属、職級などの属性をHTTPヘッダとしてア

プリケーションに転送 

 

今回の設定 

今回の実験では、WebGateの機能のうち、SAML認証と認証代行機能を利用して、非対応ガジェット

のシングルサインオンを実現した。 

 



 

 

 

4-3-2. システムインテグレータ社製「SI Object Browser PM」 

 統合型プロジェクト管理システム SI Object Browser PM（以下、OBPM）のキー

ワードは“脱Excel”である。Excelを使ったプロジェクト管理から脱却し、現場

の負荷を軽減し、トップが経営を把握できる仕組みを実現する「プロジェクト管

理のERP」という位置づけの総合システムである。 OBPMは3つの製品コンセプトを

掲げており、個々のプロジェクトだけでなく、組織のプロジェクト管理力を向上

させ、経営に役立つシステムを実現を目指している。 

 

『国際標準 PMBOK(Project Management Body of Knowledge)に準拠』 

『進行基準会計に対応』 

『CMMIレベル3以上を実現できる製品』 

 

4-3-3. SAML認証方式非対応Gadgetでも認証連携は可能 

 OBPM製品そのもの認証は、独自のIDパスワード認証と統合Windows認証をサポートしている。し

かし、SaaS展開する上では、統合Windows認証の利用を制限している。 

 上期の報告書に紹介した構成となっており、フロント連携には、SQL Server 2008 Reporting S

ervices(以下、SSRS)を利用している。SSRSでは、規定値としてWindows 統合セキュリティに基づ

いた既定の認証が提供され、クライアントとネットワーク リソースが同じドメインまたは信頼さ

れたドメインに属している場合は、信頼関係があると見なされる。その他にも、基本認証やカス

タム認証が提供されている。これらを利用するためには、認証に関する設定ファイルの修正が必

要となる。 

 

 今回、認証連携を検討するにあたり、以下の点を考慮した。 

・SAMLやOpenIDといった機能には対応していない。 

・Windows 統合セキュリティの利用は難しい。 

・基本認証を利用する。 

・基本認証で利用するID/パスワードを WebGateに登録し、SSOを実現させる。 

 

 フロント連携WGの活動指針に、大幅なプログラム改修を行わなくとも連携が実現できることと

している。SAML対応を構築することは行わず、別の方法を検討した。Windows統合セキュリティの

利用を見送った。この機能はイントラネット内や、ドメイン管理が実装されている環境では非常

に有効ではあるが、今回のように不特定多数のアクセスがある、SaaS環境ではこのような機能は

提供していないためである。そこで、WebGateの機能に注目した。基本認証におけるSSOを制御す

ることができる。今回作成したCBA Federation 機能への適応を試みた。 

 対応は非常に容易であった。SSRSの制御ファイル(RSReportServer.config)に基本認証を有効に

することと、WebGateにサイト情報とID/パスワードを登録する。この2つの作業だけであった。 

 

 実際に、ShibbolethとinfoScoopの認証連携した画面からログインすると、WebGateを経由しSSR

Sへのログインがか行われ、ガジェット画面が表示された。いままでポップアップされていた、基



 

 

 

本認証のログイン画面は表示されることはなかった（認証方式、および、イメージ図は3-2を参照

のこと）。 

 このように、SAMLやOpenIDに対応していないアプリケーションも、工夫をする（今回の場合

は、WebGateの利用）ことで、認証連携が可能となった。ID/パスワードの管理方法など、連携の

強度を上げるためにはまだまだ検討しなくてはならないことは多いが、認証連携を行えたことは

評価したい。 

5. 考察 
今回のWGで初めに課題としたのは、「認証」そのものと、認証システムに関わる各種の標準プロ

トコルでの理解である。「認証」という日本語の中には、英語のAuthentication、Authorizatio

n、Certificationの3つの意味が含まれており、使用する場面に応じて「認証」の示す意味が異な

っている。ここに、「認証」を混乱させる第一の要因があると考えられる。今回検討に上げた標

準プロトコルのSAMLは、AuthenticarionとAuthorizationの両方を対象としている。OpenIDは、Au

thenticationをになっており、OAuthは、Authorizationをになっているプロトコルである。（Ope

nIDは、Authorizationの機能である属性管理の機能も拡張されているが今回は、Authentication

の機能のみを持つものとして議論した。）特に、OAuthはAPI利用時のAuthorization連携に特化し

ており、この部分の理解がフロント連携を考える上では非常に重要であることが確認できた。 

 

また、SAMLは比較的古くからある認証連携のオープンスタンダードであるが、実際の認証システ

ムの実装によって、アプリケーションを対応させるための難易度が異なることも分かった。最近

使われている実システムのSAML対応方法を見てみると以下のような違いがみられた。 

 

J-SaaSのシステムはCBAと同じくSAML連携となっているが、基本的に旧Liberty Alianceベースの

システムであり、互換性はほぼ無い。(Shibbolethについては事務局側で存在自体を知らなかった

ためおそらく接続は厳しい) 

標準はTrustBindを利用したSPを利用しているが、SimpleSAMLphpでの接続は一応確認されてい

る。 

また、連携部分のサンプルなどの情報がほとんど提供されないため新規参入の妨げになっている

と思われる。 

今回CBAで利用したShibbolethの場合にはサンプルや実装方法がInternet上に蓄積されていると共

に、OSSであるので新規参入が容易である。 

 

5-1. 目的の達成 

今回のWGの主目的である、認証に関わるオープンスタンダードの理解と、Gadget間の認証連携の

実証実験は全て達成することができたと考えている。 

先に述べた通り、認証連携の仕組みとして、SAML/Shibbolethを採用して認証のコアシステムを構

築し、InfoScoopを認証システムの配下で動作させることができた。また、各社のGadgetのいくつ



 

 

 

かは、SAML対応の拡張を実施することで、またはOAuthを使用することで、InfoScoopとシームレ

スな認証情報の連携をとることができた。しかしながら、SAML/OAuthいずれにも対応が困難なGad

getに対しては、WebGateによる認証proxy機能を利用することで、InfoScoopと認証連携すること

ができるようになった。 

5-2. 問題点・検討事項 

 

今回の実証実験では、Idpは一つだけ準備してその配下にInfoscoopとGadgetを配置するという認

証ツリーを作成したが、認証連携のさらなるメリットは、複数Idpの連携による分散／連携認証シ

ステムでの利便性があげられると考える。このマルチIdpの連携は技術的に可能なことは既に知ら

れているが、実際の運用における課題を抽出するためには、実証実験が必要であり、今後の課題

として取り組んでゆきたいと考えてる。 

 

また、今回の実証モデルの場合、InfoScoopにOAuthその他のAuthorizationに関わるユーザーの属

性情報が保存されることになりため、実運用にあたってはIdpと同様に相当のセキュリティー対策

が必要であることも改めて確認された。 

 

SAMLの欠点 

SAMLは、高いセキュリティーと多機能を目指して様々な改良が施されているため、アプリケーシ

ョン間連携に必要なさまざまな要求にこたえることができる一方、その高機能が災いし、非常に

難しい規格となってしまっている。一方OpenIDは、もともとはIdpの機能に絞って非常に軽く・簡

単な手順を提供してるため、アプリケーションの実装が簡単である。 

また、マルチIdpを考えた場合、OpenIDは技術的には特に考慮することなく実現できるが、SAMLで

は連携Idpを探し出すためのディスカバリーサービスを構築する必要があり、難易度が高くなる傾

向になる。 

とはいえ、エンタープライズでの用途を考えると、OpenIDは機能的にいろいろな要求にこたえら

れないことや、Idpの信頼性をどう担保するかなどの非技術要素の部分での考慮点が多いため、現

時点においては、まだSAMLを選択することに利点があるように考えている。 

 

IDフェデレーションの課題 

サイトによって、認証の内容は様々であり、ユーザ登録申請を受け付ける場合に、その所属や名

前に嘘がないことを確認する方法が必要である場合から、単に一人が複数のIDを持つことを防ぎ

たい場合などさまざまである。 

 

 

 

  



 

 

 

A1. 付録 

A1-1. テスト環境設定詳細 

A1-1-1. CBA IdPの設定 

 

1. 環境 

OS CentOS5 

Java OpenJDK1.6 

Shibboleth 2.2.1 

HTTP Server Apache Http Server 2.2.3 

Servlet Container Apache Tomcat 5.5 

サーバー名 idp.tech.cloud-business.jp 

 

2. 主なOS設定 

SElinux 無し 

Firewall allow ssh, http, https 

 

3. Tomcat5のインストール 

 

3-1. Tomcat5とJavaのインストール 

yum -y install java-1.6.0-openjdk tomcat5 

 

3-2. Tomcat5のSSL設定 

 

・証明書の作成と配置 

keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA 

 パスワードは、changeit(tomcatのデフォルト → ※ 必変更) 

 証明書属性は、CN=CBA Federation, OU=CBA Tech, O=CBA, L=Shinagawa, ST=Tokyo, C=JP 

mv ~/.keystore /usr/share/tomcat5/.keystore 



 

 

 

 

・Apache httpd 

yum -y install httpd mod_ssl 

 

・設定ファイル変更：/etc/httpd/conf.d/proxy_ajp.conf 

LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so 

ProxyPass / ajp://localhost:8009/ 

 

（参考）CBA用証明書設定例 

姓名を入力してください。 

  [Unknown]:  CBA Technical Contact 

組織単位名を入力してください。 

  [Unknown]:  Open Cloud Technology Committee 

組織名を入力してください。 

  [Unknown]:  Cloud Business Alliance 

都市名または地域名を入力してください。 

  [Unknown]:  Shinagawa 

州名または地方名を入力してください。 

  [Unknown]:  Tokyo 

この単位に該当する 2 文字の国番号を入力してください。 

  [Unknown]:  JP 

CN=CBA Technical Contact, OU=Open Cloud Technology Committee, O=Cloud Business 

Alliance, L=Shinagawa, ST=Tokyo, C=JP でよろしいですか? 

 

4. Shibboleth2 IdPのインストール 

 

4-1. インストール 

 

・パッケージ(shibboleth-identityprovider-2.2.1.zip)をダウンロードしインストール 

unzip shibboleth-identityprovider-2.2.1.zip 

cd shibboleth-identityprovider-2.2.1 

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64 ./install.sh 

（参考：JAVA_HOMEの確認方法: update-alternatives --display java） 

 

・インストール時のパラメータ例 

・Where should the Shibboleth Identity Provider software be installed? は、 

/opt/shibboleth-idp ← デフォルト 

・Identity Provider server? は、 



 

 

 

idp.tech.cloud-business.jp 

・A keystore is about to be generated for you. Please enter a password that will be us

ed to protect it.は、 

**（省略）** 

 

4-2. サーブレットのインストール 

 

・IdP WARファイルのデプロイ 

cp /opt/shibboleth-idp/war/idp.war /var/lib/tomcat5/webapps 

 

・ライブラリの配備 

パッケージ内のshibboleth-identityprovider-2.2.1/endorsed/xalan-*とxerces*を、 

/var/lib/tomcat5/common/endorsed/へコピー 

パッケージ内のendoresedディレクトリに移動し、 

cp * /var/lib/tomcat5/common/endorsed/ 

 

・細かな調整とサービス起動設定とサービス起動 

chown tomcat.tomcat /opt/shibboleth-idp/logs/ 

 

chkconfig tomcat5 on 

chkconfig httpd on 

 

service tomcat5 start 

service httpd start 

 

4-3. 単体テスト 

 

以下のページをブラウザから表示し、おおむねページが表示されることを確認。ページ内のERROR

表記は、問題なし。(この時点では、そのような表示となる) 

https://idp.tech.cloud-business.jp/idp/profile/Status 

 

5. ldap 

 

5.1 EduPersonスキーマの取得 

 

http://middleware.internet2.edu/eduperson/ 

Platform-Specific eduPerson LDIFs 

https://spaces.internet2.edu/display/macedir/LDIFs 



 

 

 

からeduperson.schemaを取得 

 

5.2 OpenLdapのインストール 

 

・パッケージのインストール 

yum -y install openldap openldap-servers openldap-clients 

 

・DB_CONFIGファイルの準備 

cp -p /etc/openldap/DB_CONFIG.example /var/lib/ldap/DB_CONFIG 

 

・/etc/syslog.confファイルの編集 

# Save OpenLDAP messages also to ldap.log 

local4.*                                /var/log/ldap.log 

 

・EduPersonスキーマの配備 

mkdir /etc/openldap/schema/ 

mv eduperson.schema /etc/openldap/schema/ 

 

・パスワードの作成例 

slappasswd -h {crypt} -s naisyo 

→結果を下記のslapd.confへ反映 

 

・/etc/openldap/slapd.confファイルの編集 

前半部分の変更 

include  /etc/openldap/schema/eduperson.schema 

 

中盤の変更 

suffix   "dc=cloud-business,dc=jp" 

rootdn   "cn=olmgr,dc=cloud-business,dc=jp" 

rootpw   {CRYPT}ここに上記のslappasswdの結果 

 

・サービスの自動起動設定と起動 

chkconfig ldap on 

service ldap start 

 

・Shibbolethユーザー(=LDAPユーザー)の作成例 



 

 

 

 

LDIFファイルの例(CBA) 

dn: dc=cloud-business, dc=jp 

objectClass: dcObject 

objectClass: organizationalUnit 

dc: cloud-business 

ou: Cloud Business Alliance 

 

dn: ou=tech, dc=cloud-business, dc=jp 

objectClass: organizationalUnit 

ou: tech 

 

dn: ou=biz, dc=cloud-business, dc=jp 

objectClass: organizationalUnit 

ou: biz 

 

dn: uid=test001, ou=tech, dc=cloud-business, dc=jp 

objectClass: eduPerson 

objectClass: inetOrgPerson 

uid: test001 

o;lang-ja: テスト001 

ou: tech 

ou;lang-ja: 技術コミッティ 

sn: cbatest 

sn;lang-ja: CBAテスト 

cn: test001 

userPassword: changeit001 

givenName: test001 

givenName;lang-ja: テスト001 

displayName: CBA Test001 

displayName;lang-ja: CBA テスト001 

mail: test001@cloud-business.jp 

eduPersonAffiliation: member 

 

6. Idpの設定 

 

・handler.xml(/opt/shibboleth-idp/conf/handler.xml) 

 

「<!-- Login Handlers -->」部分にて、「<ph:LoginHandler xsi:type="ph:RemoteUser">」一式

をコメントアウトし、「<ph:LoginHandler xsi:type="ph:UsernamePassword"」一式を以下の様に

有効にする。 

変更 

 



 

 

 

 <!-- Login Handlers --> 

 <!-- 

 <ph:LoginHandler xsi:type="ph:RemoteUser"> 

     <ph:AuthenticationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</ph:AuthenticationMethod> 

 </ph:LoginHandler> 

 --> 

 

 <!--  Username/password login handler --> 

 <ph:LoginHandler xsi:type="ph:UsernamePassword" 

               jaasConfigurationLocation="file:///opt/shibboleth-idp/conf/login.config"> 

     <ph:AuthenticationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport</ph:Authenticatio

nMethod> 

 </ph:LoginHandler> 

 

・login.config(/opt/shibboleth-idp/conf/login.config) 

 

LDAPへ接続する設定。例を以下に示す。 

ShibUserPassAuth { 

// LDAP authentication 

// See: https://spaces.internet2.edu/display/SHIB2/IdPAuthUserPass 

   edu.vt.middleware.ldap.jaas.LdapLoginModule required 

   host="localhost" 

   base="dc=cloud-business,dc=jp" 

   ssl="false" 

   userField="uid" 

   subtreeSearch="true" 

   ; 

}; 

 

・attribute-resolver.xml( /opt/shibboleth-idp/conf/attribute-resolver.xml) 

 

必要なAttributeを有効にし、Data Connectorを設定。例を以下に示す。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<resolver:AttributeResolver xmlns:resolver="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver" 

                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pc="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:pc

" 

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

                xmlns:enc="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder" xmlns:sec="urn:mace:shibboleth:2.0:security" 

                xsi:schemaLocation="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver classpath:/schema/shibboleth-2.0-attribute-res

olver.xsd 

                                    urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:pc classpath:/schema/shibboleth-2.0-attribute-re

solver-pc.xsd 

                                    urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad classpath:/schema/shibboleth-2.0-attribute-re

solver-ad.xsd 

                                    urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:dc classpath:/schema/shibboleth-2.0-attribute-re

solver-dc.xsd 

                                    urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder classpath:/schema/shibboleth-2.0-attrib



 

 

 

ute-encoder.xsd 

                                    urn:mace:shibboleth:2.0:security classpath:/schema/shibboleth-2.0-security.xsd"> 

 

 <!-- ========================================== --> 

 <!--   Attribute Definitions              --> 

 <!-- ========================================== --> 

 

 <!-- Schema: Core schema attributes--> 

 <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> 

 

 <!-- Schema: inetOrgPerson attributes--> 

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

     <resolver:Dependency ref="myLDAP" /> 

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

     <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241" friendlyName=

"displayName" /> 

 </resolver:AttributeDefinition> 

 

 <!-- Schema: eduPerson attributes --> 

 <resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Simple" id="eduPersonAffiliation" sourceAttributeID="eduPersonAffiliation"

> 

     <resolver:Dependency ref="myLDAP" /> 

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

/> 

     <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1" friendlyName="

eduPersonAffiliation" /> 

 </resolver:AttributeDefinition> 

 

 <resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Simple" id="eduPersonEntitlement" sourceAttributeID="eduPersonEntitlement"

> 

     <resolver:Dependency ref="myLDAP" /> 

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

/> 

     <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7" friendlyName="

eduPersonEntitlement" /> 

 </resolver:AttributeDefinition> 

 

 <resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Scoped" id="eduPersonPrincipalName" scope="cloud-business.jp" sourceAttrib

uteID="uid"> 

     <resolver:Dependency ref="myLDAP" /> 

     <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML1ScopedString" name="urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrinci

palName" /> 

     <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2ScopedString" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6" friendly

Name="eduPersonPrincipalName" /> 

 </resolver:AttributeDefinition> 

 

 <!-- Name Identifier related attributes --> 

 <resolver:AttributeDefinition id="transientId" xsi:type="ad:TransientId"> 

     <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML1StringNameIdentifier" nameFormat="urn:mace:shibboleth:1.0:name

Identifier" /> 

     <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2StringNameID" nameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-f

ormat:transient" /> 



 

 

 

 </resolver:AttributeDefinition> 

 

 <!-- ========================================== --> 

 <!--   Data Connectors                    --> 

 <!-- ========================================== --> 

 

 <!-- Static Connector for Entitlement --> 

 <resolver:DataConnector id="staticEntitlement" xsi:type="dc:Static"> 

     <dc:Attribute id="eduPersonEntitlement"> 

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

     </dc:Attribute> 

 </resolver:DataConnector> 

 

 <!-- LDAP Connector --> 

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

     ldapURL="ldap://localhost" 

     baseDN="dc=cloud-business,dc=jp" 

     principal="cn=olmgr,dc=cloud-business,dc=jp" 

     principalCredential="testcba"> 

     <dc:FilterTemplate> 

         <![CDATA[ 

             (uid=$requestContext.principalName) 

         ]]> 

     </dc:FilterTemplate> 

 </resolver:DataConnector> 

 

 <!-- ========================================== --> 

 <!--   Principal Connectors               --> 

 <!-- ========================================== --> 

 <resolver:PrincipalConnector xsi:type="pc:Transient" id="shibTransient" nameIDFormat="urn:mace:shibboleth:1.0:nameIde

ntifier" /> 

 <resolver:PrincipalConnector xsi:type="pc:Transient" id="saml1Unspec" nameIDFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:namei

d-format:unspecified" /> 

 <resolver:PrincipalConnector xsi:type="pc:Transient" id="saml2Transient" nameIDFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:na

meid-format:transient" /> 

 

</resolver:AttributeResolver> 

 

・attribute-filter.xml(/opt/shibboleth-idp/conf/attribute-filter.xml) 

 

「<afp:AttributeFilterPolicy id="releaseTransientIdToAnyone">」一式を下記のように変

更。(デフォルトに青文字部分を追加) 

変更 

 

<!--  Release the transient ID to anyone --> 

<afp:AttributeFilterPolicy id="releaseTransientIdToAnyone"> 

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

 

     <afp:AttributeRule attributeID="transientId"> 

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

     </afp:AttributeRule> 

     <afp:AttributeRule attributeID="email"> 

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



 

 

 

     </afp:AttributeRule> 

     <afp:AttributeRule attributeID="eduPersonAffiliation"> 

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

     </afp:AttributeRule> 

     <afp:AttributeRule attributeID="o"> 

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

     </afp:AttributeRule> 

     <afp:AttributeRule attributeID="uid"> 

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

     </afp:AttributeRule> 

     <afp:AttributeRule attributeID="ou"> 

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

     </afp:AttributeRule> 

     <afp:AttributeRule attributeID="givenName"> 

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

     </afp:AttributeRule> 

     <afp:AttributeRule attributeID="sn"> 

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

     </afp:AttributeRule> 

     <afp:AttributeRule attributeID="displayName"> 

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

     </afp:AttributeRule> 

</afp:AttributeFilterPolicy> 

 

・relying-party.xml(/opt/shibboleth-idp/conf/relying-party.xml)編集 

変更 

 

- provider部分 

<rp:AnonymousRelyingParty provider= 

 

- metadata(local)部分 

 <metadata:MetadataProvider id="ShibbolethMetadata" xsi:type="metadata:ChainingMetadataProvider"> 

     <metadata:MetadataProvider id="IdPMD" xsi:type="metadata:ResourceBackedMetadataProvider"> 

         <metadata:MetadataResource xsi:type="resource:FilesystemResource" file="/opt/shibboleth-idp/metadata/cbafede

ration-metadata.xml" /> 

     </metadata:MetadataProvider> 

 

- credential(証明書)部分 

<security:Credential id="IdPCredential 

 <security:PrivateKey>/opt/shibboleth-idp/credentials/idp.key</security:PrivateKey> 

 <security:Certificate>/opt/shibboleth-idp/credentials/idp.crt</security:Certificate> 

  →このcrtがmetadataのIdPのEntityDescriptorの証明書 

 

・cbafederation-metadata.xml(/opt/shibboleth-idp/metadata/cbafederation-metadata.xml)追

記 

 

「<EntitiesDescriptor>」の中に、以下、IdP、SPの設定を記述する。 

 

本IdP(identity provider)情報を、記述する。 



 

 

 

  <!-- An identity provider. --> 

  <EntityDescriptor entityID="https://idp.tech.cloud-business.jp/idp/shibboleth" .... 

 ここにIdpインストール時に作られたidp-metadata.xmlの内容をコピー 

 以下Organization情報を追加 

 <Organization> 

         <OrganizationName xml:lang="en">Cloud Business Alliance Test IdP</OrganizationName> 

         <OrganizationDisplayName xml:lang="en">CBA Test IdP</OrganizationDisplayName> 

         <OrganizationURL xml:lang="en">http://www.cloud-business.jp/</OrganizationURL> 

 </Organization> 

 <ContactPerson contactType="technical"> 

         <GivenName>Technical Contact</GivenName> 

         <SurName>CBA</SurName> 

         <EmailAddress>info@cloud-business.jp</EmailAddress> 

 </ContactPerson> 

  </EntityDescriptor> 

 

その他、接続すべきSP設定を追加。ここでは、 

・A1-1-2. のCBA SP(https://sp1.tech.cloud-business.jp/shibboleth-sp) 

・A1-1-3. のInfoscoopのShibbolethのSP 

A1-1-2. CBA SPの設定 

 

1. 概要 

 

Linux(CentOS)サーバーにおけるSPの設定例を示す。 

 

今回用いた環境は以下。 

OS CentOS5 

HTTP Server Apache Http Server 2.2.3 

Shibboleth 2.2.1 

サーバー名 sp1.tech.cloud-business.jp 

 

2. Apache HTTP ServerとShibbolethモジュールのインストール 

 

2-1. Apache HTTP Serverのインストール 

yum -y install httpd mod_ssl 

 



 

 

 

2-2. Shibbolethモジュールのインストール 

- リポジトリ追加 

cd /etc/yum.repos.d/ 

wget http://download.opensuse.org/repositories/security://shibboleth/CentOS_5/security:shibboleth.repo 

 

- パッケージインストール 

yum -y install shibboleth 

 

2-3. 設定ファイルの準備 

 

・/etc/httpd/conf/httpd.conf 

ServerName sp1.tech.cloud-business.jp:80 

UseCanonicalName On 

 

・/etc/httpd/conf.d/ssl.conf 

ServerName sp1.tech.cloud-business.jp:80 

 

・証明書作成例(/etc/shibboleth/credentials/sp1.cert) 

cd /etc/shibboleth 

mkdir credentials 

openssl genrsa -out sp1.key 2048 

openssl req -new -x509 -nodes -sha1 -days 1095 -key sp1.key 

 

Country Name (2 letter code) [GB]:JP 

State or Province Name (full name) [Berkshire]:Tokyo 

Locality Name (eg, city) [Newbury]:Shinagawa 

Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:Cloud Business Alliance 

Organizational Unit Name (eg, section) []:Open Cloud Technology Committee 

Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:sp1.tech.cloud-business.jp 

Email Address []:info@cloud-business.jp 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIFSzCCBDOgAwIBAgIJAIAuqkw1HY1aMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIHJMQswCQYD 

VQQGEwJKUDEOMAwGA1UECBMFVG9reW8xEjAQBgNVBAcTCVNoaW5hZ2F3YTEgMB4G 

...略... 

FINBsLmH2UCktDNS18+2J/Ua3pOvHOOBaknsOlFrDOGS58+/UwcN/gsGL+vM17ZJ 

EXg1fH4X489nx3SHwB7cQYmoeLkSzjFk6AyAkv363MEWgDuPgdlRVGZBDIFHcsni 

9ty/TApHFYh2nTI7ttWd 

-----END CERTIFICATE----- 

この証明書情報を、/etc/shibboleth/credentials/sp1.certとして配置。 

 

・shibboleth2.xml(/etc/shibboleth/shibboleth2.xml) 



 

 

 

 

変更 

 

- ApplicationDefaults部分 

    <ApplicationDefaults entityID="https://sp1.tech.cloud-business.jp/shibboleth-sp" 

                      REMOTE_USER="eppn persistent-id targeted-id"> 

 

- SSO部分 

    <SSO entityID="https://idp.tech.cloud-business.jp/idp/shibboleth"> 

 

- MetadataProvider部分 

    <MetadataProvider type="XML" file="cbafederation-metadata.xml"/> 

 

- CredentialResolver部分 

    <CredentialResolver type="File" key="credentials/sp1.key" certificate="credentials/sp1.cert"/> 

 

・cbafederation-metadata.xml(/etc/shibboleth/cbafederation-metadata.xml） 

 

「<EntitiesDescriptor>」の中に、以下、IdP、SPの設定を記述する。 

 

IdP(identity provider)設定を、7-1-1のIdP設定からコピーする。 

 <!-- An identity provider. --> 

  <EntityDescriptor entityID="https://idp.tech.cloud-business.jp/idp/shibboleth" 

    ...省略... 
  </EntityDescriptor> 

 

本SP情報を設定する。(例) 

  <!-- A service provider. --> 

  <EntityDescriptor entityID="https://sp1.tech.cloud-business.jp/shibboleth-sp"> 

     <SPSSODescriptor protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol urn:oasis:names:tc:SAML:1.

1:protocol"> 

 

         <Extensions> 

             <idpdisc:DiscoveryResponse  xmlns:idpdisc="urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:SSO:idp-discovery-proto

col" index="1" Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:SSO:idp-discovery-protocol" Location="https://sp1.tech.cloud

-business.jp/Shibboleth.sso/DS"/> 

             <idpdisc:DiscoveryResponse xmlns:idpdisc="urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:SSO:idp-discovery-protoc

ol" index="2" Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:SSO:idp-discovery-protocol" Location="https://sp1.tech.cloud-

business.jp/Shibboleth.sso/DS"/> 

         </Extensions> 

 

     <KeyDescriptor> 

             <ds:KeyInfo> 

                 <ds:X509Data> 

                     <ds:X509Certificate> 

MIIFSzCCBDOgAwIBAgIJAIAuqkw1HY1aMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIHJMQswCQYD 

...省略... 

9ty/TApHFYh2nTI7ttWd 

                     </ds:X509Certificate> 



 

 

 

                 </ds:X509Data> 

             </ds:KeyInfo> 

         </KeyDescriptor> 

 

    <NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient</NameIDFormat> 

    <NameIDFormat>urn:mace:shibboleth:1.0:nameIdentifier</NameIDFormat> 

 

    <AssertionConsumerService index="1" isDefault="true" 

                 Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"  

Location="https://sp1.tech.cloud-business.jp/Shibboleth.sso/SAML2/POST"/> 

    <AssertionConsumerService index="2" 

                 Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST-SimpleSign" Location="https://sp1.tech.clou

d-business.jp/Shibboleth.sso/SAML2/POST-SimpleSign"/> 

    <AssertionConsumerService index="3" 

                 Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact" Location="https://sp1.tech.cloud-busin

ess.jp/Shibboleth.sso/SAML2/Artifact"/> 

    <AssertionConsumerService index="4" Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:profiles:browser-post" Location="ht

tps://sp1.tech.cloud-business.jp/Shibboleth.sso/SAML/POST"/> 

    <AssertionConsumerService index="5" 

                 Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:profiles:artifact-01" Location="https://sp1.tech.cloud-busines

s.jp/Shibboleth.sso/SAML/Artifact"/> 

 </SPSSODescriptor> 

 

     <Organization> 

         <OrganizationName xml:lang="en">Cloud Business Alliance Test SP1</OrganizationName> 

         <OrganizationDisplayName xml:lang="en">CBA Test SP1</OrganizationDisplayName> 

         <OrganizationURL xml:lang="en">http://www.cloud-business.jp/</OrganizationURL> 

     </Organization> 

     <ContactPerson contactType="technical"> 

         <GivenName>Technical Contact</GivenName> 

         <SurName>CBA</SurName> 

         <EmailAddress>info@cloud-business.jp</EmailAddress> 

     </ContactPerson> 

  </EntityDescriptor> 

 

・attribute-map.xml(/etc/shibboleth/attribute-map.xml) 

後半のブロックをコメントイン（以下の赤文字のコメント開始・終了を削除し、青文字部分を生

かす） 

変更 
 

 <!--Examples of LDAP-based attributes, uncomment to use these... --> 

 <!-- 

 <Attribute name="urn:mace:dir:attribute-def:cn" id="cn"/> 

    ...省略... 
 <Attribute name="urn:oid:2.5.4.19" id="physicalDeliveryOfficeName"/> 

 --> 

 

・サービスの自動起動設定と起動 

chkconfig shibd on 

chkconfig httpd on 

service shibd start 



 

 

 

service httpd start 

 

・単体テスト 

サーバー内で、 

curl -k https://localhost/Shibboleth.sso/Status 

 

3. テスト用サイトを用いたIdp/SPの連携テスト 

 

3-1. テスト用サイトの作成 

mkdir /var/www/html/secure/ 

echo hello world > /var/www/html/secure/index.html 

 

3-2. テスト用サイトをShibboleth認証化する設定 

 

設定ファイル(/etc/httpd/conf.d/shib.conf)を作成 

LoadModule mod_shib /usr/lib/shibboleth/mod_shib_22.so 

 

<IfModule mod_alias.c> 

  <Location /shibboleth-sp> 

    Allow from all 

  </Location> 

  Alias /shibboleth-sp/main.css /usr/share/doc/shibboleth-2.4.1/main.css 

  Alias /shibboleth-sp/logo.jpg /usr/share/doc/shibboleth-2.4.1/logo.jpg 

</IfModule> 

 

<Location /secure> 

  AuthType shibboleth 

  ShibRequestSetting requireSession 1 

  require valid-user 

</Location> 

 

 

3-3. テスト 

 

・ブラウザを使用して、テスト用サイトのテストページを開き、以下の動作を確認する。 

 

テスト用サイトのテストページ 

https://sp1.tech.cloud-business.jp/secure/ 

 

期待される動作 



 

 

 

1. Idpの認証(ID・パスワード入力)ページへリダイレクトされる。 

2. 正しいID・パスワードを入力した場合に、テストページへリダイレクトされる。 

3. テストページの内容が正しくブラウザに表示される。 

 

 

A1-1-3. InfoscoopのShibboleth連携設定 

 

オープンソースであるビーコンIT社の情報ポータル infoScoop OpenSource を SP化してShibbole

th認証と連携させ、シングルサインオン化を実現する。 

 

infoScoopとShibbolethとの連携は下記サイトを参考に行った。 

infoScoopの内部には手を入れず、連携するwebサーバーとinfoScoopの設定ファイルの編集のみで

連携可能である。 

 

https://upki-portal.nii.ac.jp/ml-archives/upki-fed/msg00312.html 

 

構築手順：（CentOSにて構築） 

 

1. 公開されているインストールマニュアルを参考に、サーバーに infoScoop をインストールす

る。 

 http://www.infoscoop.org/index.php/ja/manual/installation-guide.html 

 

2. 同サーバに NII の技術ガイドを参考に、SPを構築する。 

 http://www.gakunin.jp/docs/fed/technical 

 

3. IdP から SP に、ユーザIDやメールアドレスなどのユーザを一意に識別する値が渡されるよう

に設定する。 

 

4. 参考サイトの手順に従って、ApacheとTomcat（infoScoop）の連携をする。 

 

（参考） https://spaces.internet2.edu/display/SHIB2/NativeSPJavaInstall 

 → /my-application を /infoscoop に置き換えて設定する。 

 → httpd.confに下記を追加する際に、HTTPヘッダー受け渡し用に 

   「ShibUseHeaders On」も追記する。 

     <Location /infoscoop> 

       AuthType shibboleth 

       ShibRequestSetting requireSession 1 

       require valid-user 

https://upki-portal.nii.ac.jp/ml-archives/upki-fed/msg00312.html
http://www.infoscoop.org/index.php/ja/manual/installation-guide.html
http://www.gakunin.jp/docs/fed/technical
https://spaces.internet2.edu/display/SHIB2/NativeSPJavaInstall


 

 

 

       ShibUseHeaders On ← これを追記 

     </Location> 

 

5. infoscoopを再設定する。 

 

・temp フォルダを作成し、infoscoop.war を解凍する  

mkdir temp 

cd temp 

jar xvf <infoscoopのwarファイルがあるディレクトリ>/infoscoop.war 

 

6. WEB-INF/classes/accountservices.xmlを編集する。 

 

・下の方の以下の二箇所を変更する。 

     <property name="uidHeader"> 

          <value>ユーザを一意に識別する情報が送られてくるHTTPヘッダー名</value> 

     </property> 

 

     <property name="loginAuthentication"> 

          <value>false</value> 

     </property> 

 

  （参考） 

   → AJPを経由した属性の受け渡しのため、AJP_eppn というヘッダー名で値を 

     取得した。 

   → loginAuthentication を false に設定することで infoScoop のログイン 

     画面を非表示にする。 

 

7. 再度warファイルを作成する 

jar cvf <infoscoopのwarファイルがあるディレクトリ>/infoscoop.war * 

 

 

8. infoscoop.xml を再作成する 

 

上記手順で infoScoop インストール時に作成した infoscoop.xml が消えてしまうため、インス

トールマニュアルの 「7.Apache TomcatにJNDIデータソースを定義する」を参考に再作成する。 

 

9. Tomcatを再起動する 

 

以上の手順でinfoScoopとShibbolethの連携が可能になる。 



 

 

 

A1-2. 参考文献 

 

・学術認証フェデレーション（学認） 
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