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概要：金沢大学の全学ポータルサイト「アカンサスポータル」を利用して学内で稼働している各シス

テムに，必要に応じて定期送信，リアルタイムで，教職員・学生のユーザー情報，授業情報，認証

用キー情報などのデータの提供を行っている．また各システムのデータをポータル上で集約して，

ポータル自身や他のシステムにも提供を行うことで，データを有効に活用している．これらの整備

状況と，効果的な導入方法，機能の紹介，今後の整備予定等について述べる． 

 

1  はじめに 

金沢大学ではアカンサスポータル[1]（図 1）と

呼ばれる全学情報サービス用ポータルシステムが

運用されている．アカンサスポータルの特徴は，

単に学内の各種情報システムへの入り口となるだ

けではなく，時間割，スケジューラー，施設予約，

出席管理，就職支援，ボランティア支援，お知ら

せ等，ポータル自身が様々なサービスを提供して

いることである．そのため，アカンサスポータル

のバックエンドデータベースであるポートフォリ

オ DBには，教務システム，人事給与管理システ

ム，施設管理システムなどの各システムから，ポ

ータル運用に必要なユーザ情報，授業情報，履修

情報，施設情報等を取り込み，データの集約を行

っている．ポートフォリオ DBに蓄積されたデー

タは，アカンサスポータルで利用されるだけでは

なく，学内の各種情報システムへ送信することに

よって，有効に活用されている． 

ポータル構築以前は，各情報システム間のデー

タ受け渡しは，各情報システム間で，それぞれの

担当者が独立して行っており，学内のデータの流

れは非常に複雑で把握されておらず，非効率であ

るだけではなく，データの重複や整合性の面にお

いて問題があった． 

金沢大学では，全構成員に対する利便性の向上，

蓄積されるデータの信頼性確保と利活用，および，

情報システム構築・運用にかかるコストの削減を

目指し，ワンライティング化，ワンストップサー

ビス化に向けて情報システム融合化を進めている

[2]． 

その一環として，我々は，大学内のデータの流

れの整理（データの融合化）を進めてきた．具体

的には，アカンサスポータルのバックエンドデー

タベースであるポートフォリオ DBに学内の各種

基本情報を集約させ，データの流れを整理すると

ともに，データを最大限に活用することとし，こ

れまで各情報システム間で行われてきたデータの

受け渡しを，情報システムの改修およびリプレイ

スのタイミングで，ポータルを中心とした自動連

携に積極的に切り替えた．  

本稿では，ポータルを中心としたデータ連携に

ついての整備状況や，効果的な導入方法，機能の

紹介，今後の整備の予定について報告する． 

 

図 1 アカンサスポータル 



2  整備状況 

2.1 システム構成・開発思想 

アカンサスポータルは，他大学などでも再利用

可能な開発思想となっており，独自開発を行い，

システムの著作権は本学が保持しているため，自

由に利用，カスタマイズが可能である． 

本学のシステム開発の特徴は，どのようなシス

テムを構築するか全体構想を行い，個々の機能に

ついては，その構想や仕様に沿った形で作成を進

めていることである．また多様なサービスを機能

単位にモジュール化して行う点にあり，必要な機

能のみをプラグイン方式で利用することが可能で

ある． 

開発体制として，常勤の教員 2人，特任の教員

2 人，技術職員 1 人，事務職員 1 人が担当してお

り，この中で特任の教員と技術職員の 3 人が専属

として開発を行っている．本学では，一部機能を

除いて，基本的には学内の要件を聞き取って，仕

様を策定して，業者発注，プロジェクト管理を行

い，システム開発を進めている． 

 

2.2 データ連携システム構成 

アカンサスポータルは各システムと相互にデ

ータ連携を行っている．システム間の連携の進め

方として，システムの新規・改修のタイミングで，

データの提供の依頼が来るため，その都度，各シ

ステムの運用部局の担当者と打ち合わせを行い，

責任範囲を明確化した上でデータ連携を進めてい

る．アカンサスポータルがデータ受信する場合は，

受信データの提供までが各部局で，受信後はポー

タル側の責任範囲として運用を行っている．送信

の場合は，逆で送信データの提供までがポータル

側で，送信後は各部局が責任をもって運用を行っ

ている． 

アカンサスポータルのデータ連携システムの

概要を図 2，全体構成を図 4 に示す．連携機能に

は，自動でデータを受信，送信する汎用データ連

携機能と，個別出力機能がある． 

各システムから受信されるユーザ情報の整合

性を保つために，ユーザ情報を取り込んだ際，全

学のシステムで利用できる全学 ID「金沢大学

ID[3]」を付与している．これにより，設計仕様が

異なる様々な学内情報システムと整合性を維持し

つつデータ連携を可能にしている．  

 

2.3 汎用データ連携機能 

各種システムとデータの受信，送信のやり取り

を，素早く正確に低コストで行えるようにするた

めに，汎用データ連携機能を開発して運用を行っ

ている． 

設定ファイルに設定を記述することで，ユーザ

情報をリアルタイムとして SOAP，REST 方式，

定時処理として CSV ファイルの出力を行えるよ

うにした．この機能を利用することで，素早く低

コストで各システムと連携が行えるようになった．

設定ファイルの設定例を図 3に示す． 
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図 2 データ連携システムの概要 

$D014_ini_user_test_soap_inc = 

  array ( 

  'OPTIONS' => array ( 

  // 連携スキップ種別 

    'SKIP_TYPE' => D014_USER_ST_NO_RPSNT_ROLL, 

    // 同一人物出力ロール 

  'OUTPUT_ROLL' => D014_USER_OUPTPUT_ROLL_ALL, 

    // 連携ロール(全て) 

  'TARGET_ROLLS' => array( 

  4, // 教員(常勤) 

    6, // 教員(退職・転出)  ), 

  // 仮ユーザー 

  'TEMP_USER_FLG' => false, 

  // 手動登録 

  'MANUAL_FLG' => false, 

// 所属 

'ORG' => array(‘12134’), // 総合メディア基盤セ

ンター 

  // 職名 

  'TITLE_CD' => array( 

    '1000', // 教授 

    '1021', // 特任教授(Ⅰ種)  ), 

), 

// 権限 => 優先順位（値の小さいほうが優先が高い） 
図 3 設定例 



2.4 個別出力機能 

汎用データ連携機能でも簡易な CSV ファイル

は出力できるが，一部のシステムでは，求められ

る情報に細かい条件があり，現在の汎用データ連

携機能では補えきれないことと，処理の遅さから

内部の職員でシステムに応じて，連携時にプログ

ラムにより対応を行っている． 

 

2.5 受信データ 

アカンサスポータルは，各システムから，リア

ルタイムや定時処理で，様々な方式により，デー

タを受信してポートフォリオ DB に格納している．

リアルタイム連携として，SOAP，定時処理とし

て CSVファイル，DB参照により連携を行ってい

る．表 1 に連携システムごとの受信データとの種

別とデータ連携方式を示す． 

 

表 1 受信データ種別と連携方式 

システム データ種別 方式 

教務システム 

学生 

時間割 

担当教員 

履修者 

成績 

SOAP 

CSV 

DB参照 

人事給与明細

システム 

教員・職員 

所属 
CSV 

施設管理シス

テム 

施設 

団地・キャンパ

ス・棟 

CSV 

LMS 

コース 

コースメンバー 

LMS成績 

SOAP 

CSV 

健康診断シス

テム 
学生健康診断結果 CSV 

SNS 
フレンド 

新着日記等 
SOAP 

教員データベ

ース 
科研番号 SOAP 

図書館システ

ム 

貸与図書 

新着図書 
CSV 

アカウント管

理システム 
金沢大学 ID SOAP 

入退館管理シ

ステム 
入退室情報 CSV 

出欠管理シス

テム 
出席データ DB参照 

 

2.6 送信データ 

 アカンサスポータルは，ポートフォリオ DB に

蓄積されたデータを必要なシステムに送信してい

る．リアルタイム連携として，SOAP，REST，

DB 参照，定時処理として CSV ファイル，DB 参

照，LDAP 参照により連携を行っている．特に認

証を行う上で重要な認証用のキーを含めたユーザ

情報を送信しているシステムが多い．表 2 にシス

テムごとの送信データ種別と，データ連携方式を

示す． 

 

表 2 送信データ種別と連携方式 

システム データ種別 方式 

教務システム 

金沢大学 ID 

教員 

施設 

SOAP 

DB参照 

LMS

（WebClass） 

時間割 

履修者 

学生・教員・職員 

SOAP 

健康診断シス

テム 

学生 

ICカード情報 
CSV 

SNS 学生・教員・職員 SOAP 

教員データベ

ース 
教員 SOAP 

図書館システ

ム 
学生・教員・職員 REST 

ネットワーク

ID システム 
学生・教員・職員 CSV 

アカウント管

理システム 
学生・教員・職員 SOAP 

附属病院 PC

システム 

学生・教員・職員 

パスワード 

LDAP参照 

SOAP 

事務用アカウ

ント管理シス

テム 

学生・教員・職員 

パスワード 

CSV 

SOAP 

出欠管理シス

テム 

学生・教員・職員 

時間割 

履修者 

DB参照 

学生支援シス

テム 

出席データ 

入退室情報 

学生 

DB参照 

駐車許可交付

システム 
学生・教員・職員 CSV 

中期目標・中期

計画進捗管理

システム 

教員・職員 CSV 

留学生ネット 学生（留学生） SOAP 

入退館管理シ

ステム 

学生・教員・職員 

ICカード情報 
CSV 

電子掲示板 お知らせ情報 DB参照 

 

また，システムで自動の連携は行っていないが，

カスタマイズが難しいパッケージ品などのシステ

ムに対して，SFTPや FTP などでファイルサーバ

上に，自動処理により情報を送付し，職員が受け



取ったデータを手動でシステムに登録しているシ

ステムがある．送信したデータを手動で登録を行

っているシステム，データ種別，方式は表 3 の通

りである． 

表 3 送信手動システム一覧 

システム データ種別 方式 

サイボウズ ガ

ルーン 3 
職員 CSV 

アルクネット

アカデミー 
学生・教員・職員 CSV 

人事給与明細

システム 
教員・職員 CSV 

 

 

3 効果的な導入方法 

3.1 ユーザ情報の利用時 

アカンサスポータルには，ユーザ情報として，

学生・教員・職員，同一人物情報のマスタとして

データを蓄積している．そのため，情報システム

を新規に構築する際に，ユーザ情報の連携は必然

性があり，そのタイミングでデータ連携を行う場

合が多い．その際に，お互いのデータで有効に活

用できるものを，検討してデータの送受信を行っ

ている． 

 

3.2 全学認証システムの利用時 

本学では，金沢大学統合認証システム（以下，

KU-SSO）を Shibboleth[3]という無償のモジュー

ルにより構築し，金沢大学 ID を利用して認証を

行い，シングルサインオンが可能なワンストップ

サービスとして提供している．情報システムが新

たに KU-SSO と連携する際は，ユーザ連携は必然

性があり，そのタイミングでデータ連携を開始す

る場合も多い． 

 

3.3 運用改善 

前述の通り，アカンサスポータルのバックアン

ドデータベースであるポートフォリオ DB は，ア

カンサスポータルの運用に利用するだけのためで

はなく，他の情報システムでも有用に活用できる

データ収集している．これらのデータを他の情報

システムで利用する場合は，単にデータを渡すの

ではなく，運用改善につながる方法を検討し，積

極的に改善の提案を行い，データ連携を進めてい

る． 

金沢大学には，全学の情報施策を統括する情報

戦略本部と呼ばれる組織がある．情報戦略本部に

は学内の情報システムの新規構築情報や改修，リ

プレイス情報が上がってくる．  

新規や改修を行うシステムの情報が入手でき

次第，積極的にアカンサスポータルの管理部署か

ら声をかけて，ポータル経由のデータ連携のメリ

ットを説明して，仕様書にデータ連携の仕様を明

記することで，システム構築のタイミングで，デ

ータ連携が開始されることが多い． 

 

4 今後の整備予定 

4.1 電子職員録 

現在，教職員のメールアドレスや電話番号など

の連絡先を管理，閲覧している電子職員録という

システムが稼働している．そのシステムには学内

で管理されている所属とは別に配属先情報を持っ

ており，より運用にあった形態の所属情報がある． 

システムが構築されてから，年数が経過したこ

ともあり，セキュリティ的なリスク，システム運

用コスト，新機能の追加などの改善が望まれてお

り，近年中に新システムとして構築を行う予定で

ある．その際に，配属先情報を取り込むことで，

アカンサスポータル自身や，他のシステムでも有

効に活用できるように整備を進める予定である． 

 

4.2 医療システム 

 金沢大学には，附属病院があり，現在の医療シ

ステムは，独自の ID管理により運用されている．

今後，順次リプレイスが行われる予定であり，そ

の際に金沢大学 ID を利用して，各医療システム

を利用できるように整備を進める検討を行ってお

り，ユーザ情報の連携を行う予定である． 

 

4.3 ユーザ管理システム 

現在，ユーザ管理を行っているシステムは，ア

カンサスポータル上の機能にあり，データベース

もポートフォリオ DB を利用している．これはシ

ステム構築の納期や，コストの関係上ポータルの

機能として実装したが，本来別用途の目的のため，

負荷の軽減，システムの独立性，今後の拡張を考

えると，別途構築するのが望ましい．そのため，

将来的には別システムとして構築を進めることを

検討している． 

 



4.4 データウェアハウス 

学内の情報の流れが合理化され，どのようなデ

ータが学内にあるか明確化されてきた．そのため

データの倉庫として，データを蓄えた上で，IRや

報告書などで利用できるように集計・統計を行い，

グラフや表を表示できるシステムの検討を進めて

いる． 

 

5 考察 

5.1 メリット 

以前の学内のシステムでは，手動でユーザ情報

の CSV ファイルを人事給与明細システムや教務

システムから出力して，Excel 等で加工して，各

システムに取り込むという流れで運用を行ってい

るシステムが多くあった．そのため，加工ミスや，

更新頻度が遅く古い情報で管理されているシステ

ムが多くあった．自動化によりデータ連携したこ

とで，正確な情報が自動で情報更新が行われるこ

とで，システム毎に発生していた運用コストが大

幅に削減され，常に最新の情報でシステムが利用

できるようになったことが挙げられる． 

  

5.2 デメリット 

各システムにデータ連携が行われたことで，連

携元のシステムを管理している部署の負担が増加

した．またデータが正常に更新されていないとい

う場合などの不具合も，初めに連携元に問い合わ

せが来る場合があり，切り分け作業を行う必要が

出てきており，連携元の負担が増加している． 

ただ，それぞれのシステムでかかっていた運用

の負担と比較した場合，少ない負担，コストで対

応できており，デメリットよりもメリットが大き

く優っている． 

 

6 総括 

大学内のデータの受信，送信の連携を行ってき

たことにより，データの一元化が進み，大学内で

別々で管理されていたデータの融合化，合理化が

大きく前進した．また各システムで活用できてい

なかった情報もポータルの機能で利用することで，

有効なデータ利用が行えた． 

また学内にどのようなデータがあるか明確化

できたことで，データウェアハウスなどの次のス

テップに進むことが可能になり，今後の学内の業

務をより効率化を行なっていく所存である． 
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 図 4 データ連携構成図 


