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概要
熊本大学総合情報基盤センターでは，平成 13 年度に「ギガビット・ネットワーク・システム」を全学に向
けて導入し利用者の高度化多様化するネットワークへの要求に対応を図ってきた．平成 14 年度には全学に
配置された PC 実習室において同一利用環境を提供する実習室環境を整備し，本学の学生及び教職員のコン
ピュータ及びネットワーク利用環境向上を図っている．さらに，平成 14 年度より全学無線 LAN システム
の整備を進め，平成 15 年度には無線基地局を全キャンパスに配置し，利用者認証や暗号化通信により利用
者の利便性とセキュリティ双方に配慮したネットワークを導入した．これらの基盤整備により，本学の全学
生及び全教職員を対象として，キャンパスのどこにいても同じようにネットワークやコンピュータを利用で
きる環境が整備されてきた．本稿では本学における全学無線 LAN システムを用いたユビキタス環境の構築
に関して報告を行う．
キーワード：
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Abstract
In Kumamoto University, the gigabit network system was introduced to the all campuses by Center for
Multimedia and Information Technologies in 2002, it deals with various and higher demands for network.
In 2003, PC practice rooms in all campuses were equipped with identical PC practice environment,
computing and networking environment for students and staﬀs in our university was improved more than
before. Moreover, preparation of the campus wireless network system has been begun since 2003, wireless
network stations are disposed in the whole area of all campuses in 2004. The wireless network system
considered in both usefulness for user and network security has been established with user authentication
and encrypted network communication. In the whole area of all campuses, computing and networking
environment that is available in the same way has been fully equipped. In this paper, we report the
construction of ubiquitous computing with campus wireless network system in Kumamoto university.
Keywords:
Wireless LAN, Ubiquitous Computing, Campus Network

1

はじめに
通信技術の目覚しい発展やネットワークのブロー

ドバンド化によりネットワークは広く普及してきて
おり，どこでも誰でも利用できるようなネットワー
ク環境の実現に大きく近付いてきている．熊本大学
でも，平成 13 年度に「ギガビット・ネットワーク・シ
ステム」を導入し，利用者の高度化多様化するネッ
トワークへの要求に対応してきた [4]．また，平成 14
年度には全学に配置された PC 実習室の全 PC（約

950 台）において同一利用環境を提供する実習室シ
ステムを整備し，学生の PC 及びネットワーク利用
環境の向上を図っている．一方，ノート PC や無線

LAN 機器の低価格化による普及に伴い，従来の有
線によるネットワーク通信だけでは利用空間が限定
されてしまい，PC 及びネットワークの利用に制約
が生ずるようになってきた．また，利用者によるこ
れらのネットワーク機器の増設に伴いセキュリティ
の低下も懸念されるようになっている．
そこで，熊本大学総合情報基盤センターでは，平
成 14 年度より全学無線 LAN システムの整備を進め
てきた．平成 14 年度に全学無線 LAN システムの基
盤整備及び一部の部局への試験導入を行い，平成 15
年度には基地局を全キャンパスに配置し，全学無線

LAN システムとしての全体的な整備を行った．こ
の全学無線 LAN システムでは，本学の全学生及び
全教職員を対象に，学内に広く設置された無線基地
局を利用してどのキャンパスのどこにいても同じよ
うに使えるシステムを目標に構築されている．また，
本システムは利用者の利便性に配慮すると同時に，
既存ネットワークのセキュリティを損なうことのな
いよう，利用開始時に利用者認証の上，さらに暗号
化通信を行うことが前提のセキュリティに配慮した
ネットワークシステムである．これらに加え，利用
者により設置された無線 LAN を本システム配下に
収容することにも対応している．
これらの基盤整備により利用者の利便性とセキュ
リティについても考慮し移動型のネットワーク利用
が可能な無線 LAN も配備され，講義室や実習室及
び研究室等に設置された既設の有線ネットワークも
含めて，キャンパスのどこにいても同じようにネッ
トワークやコンピュータの利用ができるようになり，
本学におけるユビキタス環境が整いつつある．

本稿では熊本大学における全学無線 LAN システ
ムを用いたユビキタス環境の構築に関して報告を
行う．

2

全学無線 LAN システムの概要
ユビキタス環境を構築する上で，従来の有線ネッ

トワークを補完する役割を果たす全学無線 LAN シ
ステムの構成と概略を示す．

2.1

ネットワーク

本学の既設学内ネットワーク (KUIC) は，各部局
の建屋に 10 Gigabit Ethernet を備えた L3 スイッチ
を配置して基幹部を構成し，これと各建屋内の各所
に配置した L2 スイッチとは Gigabit Ethernet で接
続されている．また，支線部については，L2 スイッ
チより 100Base–TX/10BASE–T にて各室に設けら
れた情報コンセントと接続されている．黒髪キャン
パスにおけるネットワーク構成を図 1 に示す．利用
者は講義室や研究室に設置された情報コンセントに
PC 等の端末を接続し，予め割り当てられている IP
アドレスを端末に設定して学内 LAN にアクセスす
る．また，黒髪地区，本荘地区及び大江地区の各キャ
ンパス間は 10 Gigabit Ethernet にて接続されてお
り，各キャンパスで同様のネットワーク環境を有し
ている（図 2）．
本システムのうち，認証サーバシステム及びアク
セスサーバは当センターに設置されている．各部局
の各建屋に配置された無線基地局については，既存
の（有線）学内 LAN を構成する L2 スイッチと接続
されるが，従来から割り当てている IP アドレス体系
とは異なるアドレス体系を用いて既存ネットワーク
との分離を図っている．したがって，既存のネット
ワーク機器を利用してこれとは異なったネットワー
クを構成している．各無線基地局はアクセスサーバ
をゲートウェイとして学内 LAN と接続する形態と
なり，利用端末には DHCP によりアドレスが自動
的に割り当てられる．全学無線 LAN システムの構
成を図 3 に示す．

2.2

認証サーバシステム

認証サーバシステムは無線ネットワークの利用開
始時に利用者の認証を行うシステムである．認証

図 2: キャンパス間ネットワークの構成

図 3: 全学無線 LAN システムの構成
図 1: 黒髪キャンパスのネットワーク構成（基幹部
及び支線部）
トを管理する．これら 2 種類の認証情報サーバと認
証を行う認証サーバの連携により利用者認証が行わ
サーバシステムは，利用者へ ID 等の入力を促し認
証を行う認証サーバと，これに利用者情報を提供す
る認証情報サーバにより構成される．本システムは，

れる．

2.3

アクセスサーバ

認証サーバに Vernier 社製 CS6000 を，また認証情

アクセスサーバは各無線基地局と既設学内 LAN

報サーバに RADIUS サーバと NIS サーバを用いて

（インターネット）との間に位置しゲートウェイとな

構成される．

るサーバであり，DHCP による利用端末へのアドレ

認証サーバについては，ネットワークの利用開始

ス割り当て及びアドレス変換を行う．利用者による

時に Web を利用したユーザインタフェースを用い

ネットワーク利用開始時には認証サーバシステムと

て，認証に必要な情報を利用者から入力，認証情報

連携して利用者認証を実行し，利用者の通信可否に

サーバより提供される利用者情報と照合し認証を

ついての制御も行う．無線基地局とインターネット

行う．また，ネットワーク利用終了時には終了処理

間の通信はすべてこのアクセスサーバを介して行わ

を行うユーザインタフェースを提供する．これらの

れるため，本システムでは，Vernier 社製 AM6000

処理は認証サーバとアクセスサーバの連携によって

及び 6 台の同 AM6500 で構成している．

機能し，利用者のネットワーク利用の可否を制御す
る．認証情報サーバについては，RADIUS サーバ
と NIS サーバにてアカウント管理が行われる．特に

NIS サーバに関しては，全学に配置された PC 実習
室におけるアカウントを管理する既存の NIS サーバ
を採用することで，全学生及び全教職員のアカウン

2.4

無線基地局

本システムでは，合計 92 台の無線基地局を全学の
キャンパスに設置している．このうち 89 台は屋内で
の利用を想定した無線基地局で，IEEE 802.11b/g に
対応した 23 台のメルコ社製 WLM2–G54 と，IEEE

802.11a/b/g に対応した 66 台のバッファロー社製
WLM2–A54G54 から構成されている．これらの無
線基地局は広く普及しており対応機器も多い 11Mbps
による通信と，より高速な 54Mbps 通信での利用に
対応しており，利用者は機器の対応状況や目的に応
じてこれらの中から選択することができる．また，
基地局には IEEE 802.3af に準拠した Power over

Ethernet を用いて電源の供給を行っており，電源供
給設備の増設を抑えている．さらに，無線基地局管
理ソフトウェアとしてバッファロー社製 WL–ADT
を導入し，無線基地局のファームウェア更新や ESS–

ID(Extended Service Set Identiﬁer) 等の設定につ
いてもネットワーク経由で全台管理することに対応
している．また，この導入によって機器の不具合に
対しても従来のネットワーク機器より早く対応でき
るようになった．
設置箇所については，多くの人が集まる場所をで
きるだけカバーすることに留意し設置した．多くの
教養教育講義が実施される大学教育機能開発総合研
究センターには，学生ラウンジをはじめ講義が行わ
れるほとんどの PC 実習室にも基地局を設置してい
る．また，会議室にも基地局を多く設置しており，
キャンパス間の移動を伴うような各種会議が開催さ
れる事務局会議室にも配置した．図 4 に本学各キャ
ンパスにおける無線基地局設置場所を示す．無線基
地局は●印で示される．

2.5

屋外無線基地局

屋外での無線 LAN 利用を想定して，屋内通信用
の無線基地局に加え本システムでは屋外無線基地局
も導入している．屋外無線基地局は，IEEE 802.11b
に対応した 3 台のメルコ社製 WLM2–L11G により
構成されており，それぞれ屋外アンテナを利用して
屋外での無線 LAN 利用に対応している．
設置箇所については，特に多くの人が集まる場所
として生協（学食）周辺の芝生広場と図書館前庭に
設置しており，いずれも従来の有線ネットワークで
は対応が困難であった屋外で多くの人の往来のある
場所をカバーすることで，ネットワーク利用可能な
空間を広げている．
図 4: 黒髪（上），本荘（中），大江（下） 各キャ
ンパスにおける無線基地局設置場所
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全学無線 LAN システムによるユビキ
タス環境

のユーザ ID を採用している．
利用者が Web ブラウザを起動し通常通り Web の
閲覧を始めた時点で，この通信に先行して以下の認

全学無線 LAN システムは利用者の利便性とネッ

証処理が始まり，認証が成立し処理が完了すると，

トワークのセキュリティ双方に配慮して取り組んで

全学無線 LAN システムの利用が開始される．利用

きたが，学内 LAN や PC 実習室といった既存の利

端末からの通信を検出したアクセスサーバは，ま

用環境とも円滑に併用できるような環境を目指して

ず端末からの通信を一旦保留して，認証サーバへ

いる．そこで，全学無線 LAN システムと既存のシ
ステムとによる複合的な利用環境について紹介する．

端末の利用開始を通知する．ここで，認証サーバは
SSL(Secure Socket Layer) を利用した暗号化通信に

3.1

より認証を行う Web ページを端末に送信し，利用端

利用者認証と既存システムについて

全学無線 LAN システムでは，無線を利用したネッ

末には図 5 に示す認証画面が表示される．次に，利

トワーク通信の性質上第三者による不正な利用を予

用者は Web ブラウザより認証ページへ各自のユーザ
ID とパスワードを入力し，これを認証サーバに送信

防する目的もあり，ネットワークの利用開始時に利

すると認証サーバでは利用者情報との照合が行われ

用者認証を実施している．これによって，不特定多数

る．そして，認証が成立すると認証サーバよりアク

の利用者が見込まれる箇所にも無線基地局を設置す

セスサーバに対してこの端末のネットワーク利用許

ることができるようになった．利用者認証にはユー

可通知が行われ認証処理が完了する．アクセスサー

ザ ID とパスワードによる方式を採用しており，本

バで保留中になっていた利用端末の通信はこのとき

システムの利用対象となる約 11000 人の全学生及び

開始され，これによって端末では要求した Web ペー

約 2000 人の全教職員に対してアカウントを発行し

ジの受信が始まり，利用端末のネットワーク利用が

ている．本システムでは学生及び教職員のユーザ ID

可能になる．この利用者認証は，全学に配置された

に関して次のように対応している．

すべての無線基地局で共通に実施されているため，

学生のユーザ ID に関しては，本学の学務情報シ

同一キャンパス内における利用場所の移動であって

ステムである SOSEKI のユーザ ID を採用している．

も，また，キャンパス間を移動しての利用であって

SOSEKI は履修登録や成績参照といった学務情報を

も，無線基地局の通信範囲内であれば常に同様の手

提供するシステムであり，本学における履修には不

順で無線 LAN を利用することができるようになっ

可欠なため在籍している全学生に対してユーザ ID

ている．さらに，利用者認証を実施していない既設

が提供されている．このユーザ ID は全学生を対象

の無線 LAN についても，本システム配下に収容す

とした，PC 実習室システム，e-Learning システム，

ることによって上記の利用者認証機能を提供するこ

学生用電子メールシステムでも共通に採用されてお
り，学生にとっては利用する機会の多いユーザ ID
である．さらに，これらのシステムと全学無線 LAN
システムではパスワードについても共通化している
ため，新たなユーザ ID とパスワードを必要としな
い．特に，全 1 年次生を対象に当センターにて実施
している必修科目である情報基礎 A・B では，通年
にわたり毎回 PC のログオン時にユーザ ID とパス
ワードを入力しており，さらに，各キャンパスの全

PC 実習室では共通のユーザ ID とパスワードを用
いてどの実習室においても同一の環境で利用されて
いるため，このユーザ ID は日常的に利用されてい
るものである．また，教職員のユーザ ID に関して
も，学生同様に全教職員に提供されている SOSEKI

図 5: 全学無線 LAN 利用開始時の認証画面

とにも対応している．

3.2

セキュリティについて

認証の実施に関しては既存システムの利用環境を
最大限採り入れており，手順に関しても既存の各シ
ステム利用開始時に実施しているものと同様である．
そのため，利用者は無線 LAN 利用のための手順を
学習したりユーザ ID やパスワードを新たに覚える
必要がなく，利用者にあまり負担をかけずに第三者
による不正利用を予防しセキュリティを確保してい
る．また，本システムでは，アクセス時刻，ユーザ

ID，利用端末の MAC アドレス及び IP アドレス，ア
クセス先 IP アドレス及びポート番号等のアクセス
記録についても記録している．
無線による通信については情報漏洩の危険性も高

図 6: 全学無線 LAN の ESS–ID と WEP キー確認
時の認証画面

く，これを排除するため 128bit WEP(Wired Equiv-

alent Privacy) を用いた暗号化通信により運用を行っ
ている．そのため，無線 LAN を利用するには利用

定を行えば，将来的には利用者端末と無線基地局間

者は端末において WEP キーを設定する必要があ

すなわち無線による通信区間をも含むアクセスサー

り，利用者に対して予めこれを提示しておく必要が

バと利用者端末間で同方式による暗号化通信を行う

ある．そこで，本システムでは Web にてこれを提

ことにも対応している．

示する方法を用意している．利用者はこの提示を行

3.3

う URI を閲覧すると，無線 LAN の利用開始時と同

利用環境について

様に SSL により通信が暗号化された利用者認証を

本学では，利用者の利便性とセキュリティを考慮

通過することになる．正規利用者として認証が成立

しながら，既存の利用環境と合わせていつでもどこ

すると，WEP キーを提示したページが表示される．

でも利用可能なユビキタス環境を構築している．全

また，無線 LAN の利用に必要なもう一つの ESS–

学無線 LAN を利用するために必要となるのは，無

ID についても同ページにて提示している．全学無
線 LAN の ESS–ID と WEP キーを表示する際の認

線 LAN に対応した端末機器と利用者認証時に必要

証画面を図 6 に示す．

ブラウザが SSL 対応となっており，また，利用者認

な Web ブラウザだけである．現在では多くの Web

これらのキーと ID は本システムのすべての無線

証成立後は学内 LAN と同様に通常のネットワーク

基地局で共通としているため，どこで無線 LAN を

利用が可能であるため，Windows，Mac OS，UNIX

利用する際にも同様の設定で利用することができる．

等の各利用者の利用環境をそのまま全学無線 LAN

しかしながら，共通の ESS–ID 及び WEP キーの長

でも利用することができる．したがって，研究室等

期利用はセキュリティの観点から望ましくなく，一

では従来からある情報コンセントを介して有線で学

定期間で変更することが望ましい．本システムでは

内 LAN に接続し，講義等で移動後は全学無線 LAN

無線基地局管理ソフトウェアを用いて基地局におけ

にてネットワーク接続し同じ環境を引き続き利用す

るこれらのキーや ID を一斉に変更することにも対

る，といった移動を伴うようなコンピュータ・ネッ

応しているため，Web での利用者への提示と合わせ

トワーク環境を提供できるようになっている．

てこのような運用も可能であり，近い将来には半年

学生の多くが利用する大学教育機能開発総合研究

程度の間隔で更新を予定している．アクセスサーバ

センターや図書館，多くの利用者が集まる会議室，

については，IP Sec による暗号化通信にも対応して

こういった不特定多数の利用者がネットワークを利

おり，利用者端末に IP Sec を用いた暗号化通信の設

用するような場所では，設定の変更を伴う固定アド

レスを利用した運用は困難であった．また，多目的

うになり，これに伴う移動の負担が減少し全学的に

に利用される部屋では机等の移動を伴うレイアウト

配置された無線基地局にも対応できるようになった．

変更にも柔軟に対応できるようなネットワークケー

無線 LAN 機器の不具合についてはファームウェア

ブルの敷設は非常に困難であるため，このような場

の更新により対処されることが多いが，このような

所では無線 LAN の設置によりネットワークの利用機

場合にも導入の効果が期待される．セキュリティ面

会が大幅に向上している．図書館等のように端末稼

では，ユーザ ID やアドレスといった前述の情報に

働率の高い場所では，既存の PC に加え利用者の端

関してアクセスサーバにおけるアクセス記録として

末も利用することができるようになっており，PC 実

記録されており，また，利用端末から無線基地局を

習室においては，講師の持参した PC をネットワー

経由した通信はすべて本システムのアクセスサーバ

ク接続し講義に利活用することにも対応している．

を介して行われるため，追跡調査にも有用であると

本学では平成 16 年度より全学の講義で e-Learning
が導入され利用が開始されている．従来学生がこれ
を利用して学習するには，PC 実習室にて学習する方

考えられる．

4

まとめ

法しか提供されていなかった．しかし，本システム

利用者の利便性とセキュリティを考慮した全学無

を利用すれば実習室以外の場所においても空いた時

線 LAN の導入によって，キャンパスのどこにいても

間に学習することができ，新たな学習方法を選択で

同じようにコンピュータ及びネットワークの利用が

きるようになった．これに伴い，e-Learning を利用

できるようになり，本学におけるユビキタス環境が

して学習する機会及び空間も大幅に拡大されている．

整いつつある．また，これまでは利用が困難であっ

このように，利用者へ新たな負担をあまりかけず

た学内の箇所においても，利用者に新たな手順の学

に，既存の利用環境を生かしつつ，従来不得手であっ

習といった負担をかけずにネットワーク利用が可能

た場所でもコンピュータ及びネットワークを利用で

になっており，従来より利用されてきた学内 LAN や

きる環境が整備されつつある．

PC 実習室といったネットワーク及びコンピュータ
利用環境に加えて，このように利用可能な空間が拡

3.4

管理運用面について

大し利用機会も大幅に向上している．これによって，

このような利用環境の構築にあたり利用者の利便

CALL(Computer Assisted Language Learning) や

性とセキュリティに配慮することで，利用する側だ

全学の講義で利用開始された e-Learning による学習

けでなく管理運用する側でも効果が得られている．

機会及び空間の拡大，従来困難であった教室や研究

利用者認証に関しては，前述の通り本学の学生及び

室からの移動を伴うネットワーク利用機会の向上と

教職員にとって利用機会の多い SOSEKI のユーザ

これによるキャンパス内コミュニケーションの活性

ID を採用しており，さらに認証情報サーバとして既
存のサーバを組み込んでいるため，全学無線 LAN

化といった教育研究面での効果が期待されている．

専用のアカウント登録やこれに伴う利用者への対応
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