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 システム LSI 研究センターとシステム情報科学研究院は，新しい社会基盤の構築のためのシステム LSI

利用の実践として，新キャンパスにおける学生証・職員証として IC カードを導入するための技術開発を進め

ている．九州大学で開発した PID(Personal ID)システムと呼ぶ新しい個人の認証システムを構築し，ICカー

ドの特性を活かして，個人のプライバシーと多様なサービスの安定的な提供を両立することを目指している．

新しいキャンパスの建物の入館管理，図書館の利用，証明書発行などの応用を対象に，平成 18 年度のサービ

ス開始を目指して，複数の企業と共同研究を推進している．新しい社会基盤の実験場としてキャンパスを利

用するとともに，社会科学系の研究者とも協力して情報技術の社会基盤への応用に関する問題を多角的に考

えるプロジェクトである． 
 

１． はじめに 

 20 世紀は既存の社会システムの中に，情報通信技

術を導入し，社会システムの機能と効率を飛躍的に

向上させてきた時代であったとも言える．しかし，

情報の処理や通信にかかる時間が大幅に短縮し，取

り扱える情報量が飛躍的に大きくなった結果，もと

もとの社会システムが設計された時に想定されてい

なかったような事態もしばしば生じるようになって

きた．例えば，株や商品の取引市場のシステムは，

20 世紀の前半にはすでに確立していた社会システ

ムであるが，当時の技術では，電話や電信網を使っ

ても一つの情報が世界中に伝わるのに数時間はかか

った．しかし，現在のインターネット社会では，1

秒より短い時間で世界中に同じ情報を送ることが可

能であり，ブラックマンデーなどに見られるような，

人間の介在を排した多数の取引が短時間で繰り返さ

れて，社会システムとして予期しない不安定な動き

を示す事態も発生している． 

 このような社会システムの安定性を確保するため

に，現代は，種々の社会システムを情報通信技術の

存在を前提として再設計すべき時代であると考えら

れる．行政システムにおける電子投票システムは，

民主主義や社会正義の実現の根幹に関わる問題を内

包している．電子商取引や電子マネー等の経済シス

テムの電子化は，徴税の方法や個人の資産管理等，

国家の存在や個人の生活権に直接関わる本質的な社

会構造ともつながっている．技術的にできることや

その実現方法を議論するだけでなく，社会の安定性

を確保し，安全で快適な社会生活を実現するために

は「どのような社会システムを構築すべきか？」と

いう原点に遡った議論が必要である．さらには，情

報通信技術を利用して作る新しい社会システムの基

礎となる価値観や社会自体の方向性に関する議論も

技術と同時に議論されるべき問題である．[1] 

 九州大学では，平成 17 年秋に開校予定の新キャン

パ ス （ 西 区 元 岡 地 区

http://www.suisin.kyushu-u.ac.jp/）を中心に次世

代の情報社会基盤技術の研究開発と先導的導入によ



るキャンパスの情報化事業を計画している．将来の

各種情報社会基盤システムの実用化および導入試行

実験を行う基盤を整備し，先進的技術開発から人間

科学や社会科学の観点も含めた総合的な研究・教育

の場としての新しいキャンパスを構築しようとする

計画である．将来の情報化社会の新しい方向性を提

案し発信することで，総合大学としての社会的責任

を果たすための構想である． 

 情報社会の基礎となる個人の認証基盤として，学

生証や職員証に IC カードを導入する．新しい認証シ

ステムの基本としては，システム LSI 研究センター

で開発した PID (Personal ID)システムを基本とし，

実用的でかつ安定した安全性を保証できるシステム

の構築を計画している． 

 

２．社会基盤システムの再構築 

 九州大学システム LSI 研究センターでは，社会基

盤システムの再構築にシステム LSI 技術の観点から

取り組んでいる．システム LSI 技術は，ネットワー

ク技術およびソフトウェア技術とともに，新しい社

会基盤を構築するための基盤情報技術であるといえ

る． 

 21 世紀の社会基盤システムの再設計において，

我々が考えるべき項目として，以下のような観点が

あげられる．[2][3] 

 個人の保護：個人の権利と社会の秩序の双方を

守るための仕組みでなければならない．従来の

情報システムの設計においては，組織やシステ

ム自身の安全性を守ることに主眼が置かれ，個

人は疑われる者という立場に置かれていた．し

かし，今後の社会基盤システムの構築において

は，個人のプライバシーや権利の保護が第一義

的にシステムの目的とされなければならない． 

 単純な原理：システムの仕組みは単純で理解し

やすいものでなければならない．利用者がシス

テムの基本的な原理を直感的に理解でき，利用

に於ける危険性と個人の責任を自然に把握で

きる仕組みで無ければならない．これは，弱者

にも不利にならないようにするために重要な

観点である．システムの本質的な部分を利用者

から見えなくするブラックボックス化は非常

に危険である． 

 信頼性と安定性：社会基盤システムは人命や個

人の財産・プライバシーに直結するので，高い

信頼性を持ち，長期的に安定して運用が可能で

なければならない．数億人が利用者となるので，

幅広い利用形態を想定した信頼性の保証が必

要となる． 

 柔軟性と拡張可能性：今後も続くと考えられる

急速な技術の進歩に柔軟に対応できなければ

ならない．技術変化に対して社会基盤システム

としての基本構造は変えずにすむようなグラ

ンドデザインが必要である． 

 危機対応能力：故意の攻撃や災害に対して強く

かつ復旧が簡単に行えなければならない．特に，

攻撃時や災害時の被害の波及を最小限に押さ

え，復旧のコストが小さくなるようなシステム

が求められる． 

 経済性：社会基盤システムとして経済的に成り

立たなければならない．必要となるデバイスや

システムの構築経費だけでなく，運用や保守の

コストも重要である．さらに，利用されるデバ

イス数が大きいので，エネルギー問題の観点か

らの制約も重要となる． 

 これらの観点を考えた社会基盤システムの設計が

必要となる． 

  

３．PID:個人認証システム[4][5] 

 電子商取引や電子政府の実現においては，ネ

ットワークを介した取引相手が正当な相手であ

るかの認証が必要となる．認証は双方向的でな

ければならず，個人のプライバシーの保護を十

分に考えた仕組みで無ければならない．また，

基本的なしくみが分かりやすく，信頼性が高く，

攻撃や事故に対して十分な危機対応能力を持つ

システムで無ければならない．社会の基本的な

信用関係を背景とした仕組みであることも重要

である． 

 現在の ATM等で用いられているパスワードは，

一方的に組織やシステムを守る仕組みであり，

双方向認証とは言いがたい．指紋などのバイオ

メトリックスを用いるものも，双方向性が低く，

また一旦漏えいしてしまったときに変更が効か

ないと言う決定的な欠点を持つ．公開鍵暗号を

基本にした PKI やワンタイムパスワードなど，

新しい仕組みが種々提案されているが，その多



くは，原理が複雑で一般人が直感的に理解する

ことは難しい． 

 我々が提案している PID システムは，極めて単

純な原理であり，既存の社会の信用関係に基礎を

おいたしくみである（図１）． 

 PID を用いた個人認証は，発行元，ユーザー，

サービス提供者という３種類の参加者が定義さ

れる．発行元は，個人ユーザーが所属する種々の

組織（自治体，会社，学校，クレジットカード会

社のような信用サービス企業等）である．発行元

は，基本的に所属している個人を保護する義務が

あることを前提とする．この社会的な信頼関係が

PID システムの基本となる． 
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図１．PID システムの仕組み 

 

 発行元は，所属員である各ユーザーの身元を調

べ，ユーザーの身元と信用を確認する．発行元の

責任で認証することができると判断した場合，ユ

ーザーに PID（個人識別子）として十分に長いビ

ット系列（例えば 100 万ビット）を与える．この

ビット系列は，IC カード等の記憶媒体に格納され

て個人に渡される． 

 各種のサービスを展開するサービス提供者が，

個人と電子的な取引などを行いたい場合，サービ

ス提供者は，発行元にその所属員と取引を行いた

い旨を申請する．発行元は，サービス提供者の信

用を審査し，自らの所属員であるユーザーに有益

なサービスであると判断した場合に，各ユーザー

の PID の一部（例えば 100 ビット分，以下サブ PID

と呼ぶ）をサービス提供者へ渡す．それぞれの PID

を持つ個人に対しては，どの部分をサブ PID とし

てどのサービス提供者に渡したかを通知する．ユ

ーザーである個人とサービス提供者は，このサブ

PID を用いて相互認証を行う．相互認証は，ハッ

シュ関数と乱数を利用したプロトコールを標準

としているが，ワンタイムパスワードや共通鍵暗

号等を利用して，２者間で決めても良い． 

 このシステムの利点は，以下のようにまとめら

れる．（図２） 

１） ユーザーは，社会的に所属するそれぞれの組

織が発行する複数の PID を持ち，社会的な信

用関係に裏付けられた相互認証を，個々のサ

ービスとは独立した共通の仕組みの上で行

うことができる． 

２） それぞれのサービスとユーザーのリンクご

とに異なる秘密情報を共有する最も原始的

な相互認証の方法である．個人とサービス提

供者の対ごとに異なる共有情報（サブ PID）

を共有するために，サブ PID が漏えいしても，

被害がその２者間だけに限定される．  
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a1

c1

d1

e1

b1

a2

b2

c2

d2

e2

a3

b3

c3

d3

e3

個人a

個人b

個人c

個人d

個人e

Service 2

発行元

個人情報の保護
サービス提供者は
Sub PIDで個人を特定

できない

サービス提供者のコスト削減
他のサービス提供者へ被害が波及しな

い。自分の責任範囲内での安全性維持

コストで十分。

単純な原理
分かりやすい基
本原理

事故時の復旧が容易
Sub PID の再割当でよい。

サービスの質の保証
発行元による保証

ICカードの能力の利用
•大きな記憶領域

•暗号などの処理能力

 
図２．事故時の被害の限定 

 

３） ユーザーにとってサービス提供者の信用度

を発行元がある程度保証してくれる．サービ

ス提供者にとっても，ユーザーの信用度を発

行元が保証してくれている． 

４） 単純な仕組みであり分かりやすく，相互認証

手段に用いるアルゴリズムとは切り離して

原理が理解できる．消費電力やコストと安全

性のトレードオフを考えて，相互認証手段は

独立に選定できる．相互認証手段の実現法や

技術の進歩に対して普遍性を保てる． 



５） ユーザーは，住所や氏名のような個人の固有

の情報を必ずしもサービス提供者に知られ

なくても良く，個人のプライバシーの保護に

つながる．また，複数のサービスの利用の情

報をデーターマイニングなどの技術で関連

づけられてプライバシーを侵害される可能

性も低くなる．（図３） 
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図３．個人情報の保護 
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図４．サービス提供者の事故の復旧 

 

６） サービス提供者側も，不必要なユーザーのプ

ライバシー情報を入手しないので，サブ PID

の保護にのみつとめれば良く，万一漏えいし

ても，被害と責任は最小限に限定されるので，

秘密保持のコストが削減できる． 

７） 万が一サブ PID の漏えいがおこっても，発行

元は過去のサブ PID をキャンセルし，PID の

別の部分系列を新しいサブPIDとして割り当

てることで低コストの復旧ができる．（図４） 

８） 複数の発行元からのサブPIDを組み合わせて

利用することで，発行元からの PID 情報漏え

いによる危険性に対しても安全性を高める

ことができる．（図５） 

 

 
図５．複数の発行元からの PID の利用 

 

 このような PID システムの実現に当たっては，

多くの技術的課題を解決する必要がある． 

１） サブ PID を用いた相互認証手法の確立．特に

種々の用途で要求されるコスト，消費電力，

速度，安全性などの制約に対応できる複数の

手法が求められる．[6] 

２） PID を格納する IC カード等のデバイスおよ

びそれに内蔵される組込みシステム．耐短パ

ー性技術，無線による電力供給に耐えられる

程度の低消費電力化技術，無線通信技術，暗

号等の安全性技術の融合が必要となる． 

３） PID の管理運用技術．発行者，個人，サービ

ス提供者における PID の管理技術と安全な

PID やサブ PID の発行技術が必要となる． 

４） 応用システムの構成技術．PID を利用する各

種応用システムのセキュリティポリシーと

それを実現するための要素技術の集合を開

発する必要がある．また，システム全体で消

費されるエネルギーを小さくすることも重

要である． 

  

４．PID を利用した全学共通 IC カード 

 PID システムを新しいキャンパスにおける学生

証・職員証として利用して，新キャンパスを次世

代情報社会基盤技術の実験フィールドとするための



情報基盤とする計画を進めている．具体的には，多

目的 IC カードに PID システムを搭載し，建物の入館

や図書館サービスなど，学内の各種サービスに対す

る標準的な個人認証基盤とする．また，携帯電話な

どの携帯情報機器に PID システムの機能の一部を搭

載して，より使いやすいシステムの構築も計画して

いる． 

 情報基盤としての多目的 IC カードによる個人認

証システムの開発と PID システムの実用化と実証実

験を進めるために，共同開発パートナーを一般企業

から公募し，５社を選定して共同開発を進めている．

全学共通 IC カード導入推進室（室長：有川副学長）

を中心に，システム LSI 研究センターやシステム情

報科学研究院および共同開発パートナー企業が協力

して，本格導入のための基本技術の開発や標準技術

への展開を目指した共同研究を進めている． 

 この全学共通ICカードを共同開発し導入すること

は，独立大学法人となった九州大学にとっても新し

い研究開発および社会との連携の取り組みの実験で

もある．このような新しい社会システムを先導的に

導入することにより，未来社会の方向性に対する学

内の議論や研究の活性化を目指している．これは，

大学本来の社会における先進性および思想的な先導

性を回復することにもつながる．特に，技術面だけ

でなく社会科学的側面も含めた議論を展開して，総

合大学としての社会的な使命を果たすことにつなが

る．具体的には，下記のような効果が期待される． 

 学生への教育効果と構成員の意識改革． 

 複数機能の集約による学生・職員の利便性およ

び安全性の向上． 

 電子化による大学の管理業務のコスト削減． 

 発行業務の集約による業務コストの削減． 

 独立法人化に伴う新規事業の効率化． 

 九州大学発の技術としてのPIDシステムの導入

とその有効性実証． 

 地域社会との連携の道具．（地域通貨，住民サ

ービスへの利用） 

 先導的導入による九州大学の教育・研究力の実

証とブランド力の向上． 

 新しいプロジェクト誘致の方法の確立． 

 実際にPIDを搭載した全学共通ICカードの導入で

は，発行元が九州大学総長（実際には事務局）であ

り，学生と職員がユーザー，各学部や学府，図書館，

情報基盤センター，健康管理センターなどの部局が

サービス提供者となる．また，生協や各種業者にも

サービス提供の可能性を拡大することができる．ユ

ーザーである学生や職員にとっての利点は， 

１） 学生／職員のプライバシー情報の保護：各部局

にユーザーの個人情報を部分的にしか提供し

ないために，個人情報の漏えいの可能性が減少

する．また，各サービス間でのデータリンクが

困難となり，プライバシーが保護される． 

２） サービスごとの責任範囲の明確化：各部局にと

っても必要な情報のみが提供されるため，必要

最低限の安全性確保のコスト負担ですむ．建物

の入退出管理などでは，名前や学生番号さえ知

らなくてもよい．また，成績処理事務の外注化

などの民間サービスの導入などにも対応がや

りやすくなる． 

３） 分散的安全管理と管理運用コストの削減：個人

情報の事務局による一元管理と各部局への必

要最小限の分散配置により，大学全体の管理運

用コストの削減を図るための基盤技術となる． 

４） 事故時の被害波及の限定と復旧の容易さ：事故

時にも全カードの回収の必要性が小さく，被害

の限定と安価な復旧が可能である． 

 実際に，学生証・職員証として利用できるように

するためには，視覚的に確認が可能な証明（券面印

刷／写真）も必要であり，電子的に確認が可能な証

明としてのICカード機能との併用の道を拓く必要が

ある． 

 平成１８年度からの本格運用を目指し，建物への

入館管理（新キャンパスのみ），図書館の入館および

本の貸し出し管理，情報基盤センターの利用者ID，

学生向け証明書自動発行機での利用を最初の応用と

して，システム開発を進めている．将来的には，車

両の入構証，各種施設・設備利用管理，教育支援（出

席管理，成績処理電子化），健康診断情報管理，電子

認証システムとの連携による事務（経理，教務，総

務）の電子化，備品管理，共同研究などの対外事業

の支援（開発，知財管理，研究），就職支援，卒業生

へのサービスなどへの利用を考えている．さらに，

交通機関のプリペイドカード，地域通貨としての電

子マネー機能，銀行のATMカード，クレジットカード

機能などとの連携も検討している． 

 



５．おわりに 

 我々は，現在，過去に全く経験したことの無い新

しい社会状況下に暮らしている．地球上の一地点で

の事件や発言が，数秒以内に世界中へ伝えられ，株

や通貨の市場は数時間のうちに国家を破綻させるほ

どの乱高下を繰り返す可能性がある．情報技術の進

歩によって，この２０年間で地球上を駆け巡る情報

の伝達速度と量は飛躍的に大きくなった．自動車が

社会へ普及しても，我々の生理的な反応速度は変わ

っていない．このために，多くの悲劇が生まれてい

る．同様に，我々の生物としての状況判断や情報処

理の速度がこの２０年で本質的に変わったわけでは

ない．多くの社会システムは，情報技術が今のよう

に発達する以前に確立されたものが多い．システム

の利用者の能力やシステムの基本構造が変わらない

のに，システムが動作する時定数だけが極端に短く

なった時，社会システムは大きな矛盾を抱えること

になる． 

 技術は，社会のために有るべきであり，技術のた

めに社会のひずみが増幅される愚は極力避けるべき

である．市場が求めるからという論理だけで，社会

システムを破壊につながりかねない技術をあまりに

も短兵急に供給することの是非は，当然，まじめに

議論されるべきである．社会の動きの基本的な時定

数の設定，大量の情報の中から情報を選び出すため

の価値基準，他人と共存するための基本ルール，情

報の経済的価値，人類文化の進歩の方向性の議論な

どを早急に纏めあげて社会全体へ問い掛ける作業が

必要ではないだろうか． 

 新時代の情報技術の受け皿となるべき社会の基本

的な思想，哲学，倫理観などが再構築されるべきと

きである．この議論無しには，情報技術の開発など

危なっかしくてやれるはずが無い．情報技術の発展

を前提とした新しい社会秩序形成のガイドラインの

提示が必要である．全学 ICカード導入プロジェクト

は，こうした疑問について，全学の職員や学生がそ

れぞれの専門の立場から，社会の行く先を考え直す

きっかけを作ってくれるプロジェクトでもある． 
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