シングルサインオン製品

統合ID管理製品

導入事例

国際基督教大学（ICU）
様

「OpenAM」
と
「Unicorn ID Manager」
の連携により
学内ポータルや各種サービスの使い勝手が大きく向上
国際基督教大学（International Christian University 以下、ICU）
では、効果的な教育を実践するため、学内ポータルや授業支援シ
ステムなど、
さまざまなシステムを運用しています。
しかし、学内ポータルから利用可能なサービスが増えるにつれて、
サービスごとに異なる
IDやパスワードが必要になり、ユーザーの利便性を損なうばかりか、管理・運用する側の負担も増大する一方でした。そのため、オープン
とシングルサインオン製品
ソース・ソリューション・テクノロジ（以下、OSSTech ）の統合 ID 管理製品「 Unicorn ID Manager 」
を併せて導入。
利便性の向上と安全性の確保を同時に実現しました。
「OpenAM」

課題
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学内ポータルで提供する各種サービスの
多様化に伴いIDとパスワードが乱立

シングルサインオンと
ID統合を実施し、
ID管理の仕組みを構築

利便性向上と運用負担軽減を実現
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・大学名 国際基督教大学
（ICU：International Christian University）
・学長 日比谷潤子
・開学 1953年4月1日
・学部・学科 教養学部 アーツ・サイエンス学科、
大学院 アーツ・サイエンス研究科
・学生数：2,841名
（2014年5月1日現在）
・教育方針
「国際的社会人としての教養をもって、神と人とに奉仕す
る有為の人材を養成し、恒久平和の確立に資すること」
を
キリスト教
目的に、国際性への使命（ I:International）、
への 使 命（ C : C h r i s t i a n i t y ）、学 問 への 使 命（ U :
University）の３つを掲げてきた大学として、その実現に
向けてたゆまぬ努力を続けている。
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「OpenAM」
をはじめとした
OSSTech製品の連携により
抱えていた課題を一気に解決

ありました」と語るのは実際に選定作業を

うになり、さらに手作業がなくなったことで人

行った IT センター 総合学習センターグルー

為的なミスも減少。結果として作業の質の向

プの加藤 隆典 氏です。

上につながっています。

ID 統合やシングルサインオンの実現に向けて
品群に注目しました。同社の製品はオープン

人為的なミスが減少、
作業効率も向上

シングルサインオンの本格運用はこれから
ユーザーの利便性向上に期待

ソースのソリューションとして実績が豊富なだ

こうして 2013 年 12 月に構築を終え、2014
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運用負担が低減
ID管理製品の導入により、
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運用していましたが、2014 年の夏休み明け

シングルサインオン製品「OpenAM」を同時

階で学内ポータルが「OpenAM」によるシ
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されるとともに、従来の認証システムの廃止

の採 用を予 定していましたが、将 来 的に

インオンで利用できるようになりました。

も視野に入れています。

LDAP を採用したシステムとの連携もあり得
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に質問したんですが、回答はスピーディかつ
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ス製品である「OpenLDAP」も併せて導入し、
「Unicorn ID Manager」で 統 合 的 に ID を
管理するという基本構想が固まりました。

今回の導入製品
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