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活動の趣旨と成果報告書概要 

 

高等教育機関や研究機関などにおける教育、研究、組織業務は、情報システ

ムへの依存度をますます増している。増大する依存度に比して、それらの組織

による情報システムへの投資は、金額だけでなく人員の点でも不足しており、

結果として情報システム部門への負担が大きくなっている。こうした状況に対

応策の一つとして、クラウド活用が現実的解として浮上している。 

一方、組織内ネットワークの基盤であった IPv4 サービスは、アドレス枯渇が

現実に発生した。今後増え続ける情報機器の接続のため、IPv6 への対応を真剣

に考える時期にも来ている。 

このように、高等教育機関や研究機関などの情報サービスは大きな移行期に

来ている。このような時期のセキュリティについて、本 WG では、クラウド活

用と IPv6 利用の二点から検討を行った。 

クラウドサービスは、急速な成長を見せている。アプリケーションサービス

を提供するものから、データベースや Web サービスなどの基盤サービスを提供

するもの、OS そのものを提供するものなど様々である。価格も手ごろとなり、

自組織保有のコストに比べて安い場合も多い。個人向けの無償あるいは廉価な

サービスも充実してきている。そのため、民間企業ではクラウドサービス活用

が進んでいる。 

一方で、高等教育機関や研究機関などのクラウドサービス利用は、あまり進

んでいない。高等教育機関や研究機関などのデータには、個人情報や組織の機

密情報などが含まれるため、セキュリティへの不安感があることと、どのよう

に利用を開始して良いかが分からないことが原因であろう。そこで、クラウド

サービスのデータやシステムの独立性、同一サービス内でのデータ秘匿性など

を調べ、自組織がそのサービスを利用可能であることを判定できる指標作りを

WG の一つのテーマとした。 

クラウドサービスにおけるセキュリティ事故の状況から始め、自組織システ

ムと異なるセキュリティの確認ポイントを整理し、チェックシート様式とした。

なお、このチェックシートは、広島大学の様式を参考とした。 

現在の IPv4 アドレスの枯渇が 1990 年代前半から指摘され始め、IPv4 の次の



 

2 

版として IPv6 が 1995 年に提案された。2011 年には、アジア太平洋地域で IPv4
アドレスの枯渇が現実のものとなった。一方で、個人用 PC をはじめとした情報

端末は着々と IPv6 対応となっている。 

このような情報の下、組織ネットワーク管理者が IPv4 しかサービスしていな

いと考えていても、組織内ネットワークから IPv6 通信が外部に漏れる状況が発

生している。本 WG では、この点をセキュリティの観点から検討し、IPv6 ネッ

トワークのトンネル通信の方法とその対策を整理した。特に、ファイアウォー

ルでの設定ポイントをまとめた。また、IPv4 ネットワークを利用している組織

の IPv6 への向き合い方についても、一つの方法を提案した。 

高等教育機関や研究機関などの情報システムのクラウド利用は着実に進むと

予想される。また、IPv6 通信への需要も増えることが予想される。本報告書が、

会員組織の、クラウド利用や IPv6 利用におけるセキュリティ対策の参考になる

ことを望む。 
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1活動概要 

1.1 活動期間 

2012年8月～2014年7月 

 

1.2 WGメンバー 

   氏名 機関/所属(2014年7月31日現在) 

会員 

担当幹事  西村 浩二 広島大学 

推進委員 

(まとめ役) 只木 進一 佐賀大学 
 吉田 和幸 大分大学  ※後半のみ参加 
 笠原 義晃 九州大学 
 武藏 泰雄 熊本大学 
 鈴木 聡 高エネルギー加速器研究機構 
 長谷川明生 中京大学 
 鈴木 常彦 中京大学  ※後半のみ参加 
 藤本 衡 東京電機大学 
 西村 浩二 広島大学 
 藤村 丞 福岡大学 
 山守 一徳 三重大学 

賛助会員 
(富士通) 

推進委員 

(まとめ役) 吉田 真和 富士通(株) 

 須永 知之 富士通(株) 

 山下眞一郎 富士通(株) 

 山路 光昭 富士通(株) 

 石川 武志 富士通(株) 

 田口 雅晴 (株)富士通九州システムズ 

 

1.3 活動実績 

■第1回会合 : 2012年10月5日(金)  富士通(株)九州支社 

・富士通からの情報提供[山下委員] 
- クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドラインについて 
- クラウドの活用とセキュリティ対策 

・クラウドサービス利用ガイドラインの検討状況について[西村委員] 
・活動内容の検討(検討項目の整理、進め方、ターゲットなど) 

 

■第2回会合 : 2012年12月7日(金)  富士通(株)富士通トラステッド・クラウド・スクエア 
・富士通のクラウドサービスのデモ実施、施設見学 
- Fujitsu Global Cloud Platform「FGCP/S5」について、紹介およびデモの実施 
- 富士通トラステッド・クラウド・スクエアのショールーム見学 

・クラウドサービスにおける事故の実例の情報共有 
・各クラウドサービスの約款について情報共有 
- Google Apps for Educationの契約のなかの留意点 
- Office 365 for Educationの利用における留意点 

 

■第3回会合 : 2013年3月18日(月)  富士通(株)九州支社 

・クラウドサービスの運用事例(Office 365 for Education)の情報提供 [上田 哲史 (徳島大学)] 
・クラウドサービス利用時のリスクについての検討 
・クラウドサービスを利用する際のガイドラインについて、掲載する内容の整理 
・WG活動成果のまとめ方についての検討 

 

■第4回会合 : 2013年6月21日(金)  富士通(株)九州支社 
・情報提供 
- 持込み端末利用申請システムご紹介 ～iNetSecSmartFinder 外部利用申請サーバ機能を活用した大
学向けサービス機能提供～ [山路 雅彦 (富士通九州システムサービス)] 

・「高等教育機関・研究機関のためのパブリッククラウド利用ガイド」のレビュー 
・ガイドに添付するチェックリストの検討 
・後半テーマ「IPv6導入のセキュリティ上のポイント」の事前検討  
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■第5回会合 : 2013年9月20日(金)  富士通(株)九州支社 

・前半テーマの成果「高等教育機関・研究機関のためのパブリッククラウド利用ガイド」(中間まとめ)
の確認 
・後半テーマの活動内容の検討および意見交換 (検討項目の整理、目標とする成果の共有、進め方等) 
・情報提供 
- 国内キャリア/ISPのIPv6対応状況 [石川委員] 
- SA46Tファミリー技術のご紹介 [松平 直樹 (富士通)] 

 

■第6回会合 : 2014年1月31日(金)  広島市まちづくり市民交流プラザ 
・前半テーマ成果「高等教育機関・研究機関のためのパブリッククラウド利用ガイド」(中間まとめ)に

対する意見 [鈴木 聡委員、長谷川委員] 
・IPv6対応クライアント端末の挙動に関する情報共有 
- Windows 端末で有線と無線を同時に IPv6 接続した場合の挙動(RA 送出等)に関する実験の結果 [鈴
木 聡委員、長谷川委員] 

- FW等でIPv6接続を制御する手法に関する情報提供 [吉田 和幸委員、石川委員] 
・今後の進め方や活動内容の検討 
※当日は広島地域 IPv6 推進委員会(西村幹事が同委員会の委員長)が企画する「IPv6 セミナー 2014 
Winter」と同じ会場で本WGを開催し、WGメンバーが講演、参加することで連携を行った。 

 

■第7回会合 : 2014年3月20日(木)  九州大学 

・「IPv6導入のセキュリティ上のポイント」ガイドライン(ドラフト版)の内容確認 
- トンネルの危険性とフィルタの方法 [鈴木聡委員] 
- ファイアウォール等の設定の留意点 [吉田和幸委員] 
- IPv6の今後の方向性 [鈴木常彦委員] 

・後半テーマ成果のまとめ方の検討 

 

■第8回会合 : 2014年6月13日(金)  九州大学 
・情報提供 
- iNetSec Intra Wallの情報提供 [山路光昭委員] 
- NTTフレッツ光のIPv6接続に関する動向調査の状況 [石川委員] 

・「IPv6導入のセキュリティ上のポイント」ガイドライン(最終版)の内容確認 
・WG成果報告書(前半テーマ、後半テーマ)の確認 
- 前半テーマの成果「高等教育機関・研究機関のためのパブリッククラウド利用ガイド」、および「ク
ラウドサービス利用ガイドライン チェックリスト(A3版)」(修正版)の確認 

- 後半テーマの成果「IPv6 導入のセキュリティ上のポイント」ガイドラインを含む全体の体裁確認、
追加内容の有無の確認 

- 作業スケジュール、完成時期の確認 
・後継WGのテーマ案検討 

 

■臨時会合  : 2014年7月22日(火)  富士通(株)本社 

・成果物の修正作業、確認事項 
- IPv6導入のセキュリティ上のポイント ガイドライン 
- 高等教育機関・研究機関のためのパブリッククラウド利用ガイド 
- クラウドサービス利用ガイドライン チェックリスト(A3版) 
- 成果報告書(前半テーマおよび後半テーマの成果を1つにまとめたもの) 
- 共通事項、作業スケジュール 

・後継WGの追加テーマ案検討 

 


