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ネットワーク機器の設定変更作業におけるヒューマンエラー防止のための
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ネットワーク管理者の業務の一つとして，ネットワーク
の設定変更業務がある．この業務では事前に作成した手順
書に基づいてネットワーク機器の設定変更と動作確認を実
施する[1]．手順書には対象のネットワーク機器の情報や実
施する作業内容が記載されている．ネットワーク管理者は
ネットワーク機器と作業用の PC をコンソール接続し，コ
マンドを発行することで，手順書の作業内容を実施する．
しかし，このような設定変更業務は人の手で実施してい
るため，作業の誤りや作業の実施し忘れといったヒューマ
ンエラーが起こる．ヒューマンエラーは，機器に誤設定を
含めてしまうため，ネットワーク障害[2]や脆弱性の要因
[3]となる．
実際，2017 年 8 月に日本国内で大規模なインターネット
接続障害が発生した．この障害はトラフィックエンジニア
リングを実施している際に，経路情報を誤設定したことが
原因である [4]．この誤設定は 8 分で修正されたが，4 時間
以上に渡って影響を受けた電気通信事業者も存在した．こ
のような事例から，ネットワークの設定変更業務において
ヒューマンエラーの防止が重要になることがわかる．
このようなヒューマンエラーの対策として，業務の自動
化が挙げられる．自動化により人が介入する場面をなくす
ことができ，結果としてヒューマンエラーが起こらなくな
る．しかし，例外的な作業や細かな内容の作業などが要求
される場面では，人による柔軟な対応が必要であると考え
る．実際，[4]では，「経路情報の設定作業は，自動処理で
行われる部分はあるものの，新規接続先情報の入力など人
間の手作業は必ず含まれる．」と述べられている．そのた
め，自動化のみならず，人による設定変更業務においても
ヒューマンエラーを防止するための対応が必要である．
このことから本研究ではこれまで，ネットワークの設定
変更業務におけるヒューマンエラーを防止するための作業
モデル（以下，本作業モデル）およびシステム（以下，本
システム）を作成してきた[5]．本作業モデルでは，設定変
更と動作確認を実施する作業順序を定義している．また本
システムは，本作業モデルに従った設定変更と動作確認を
支援する．本稿では，本作業モデルと本システムの概要と
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図 1 設定変更業務に関する一連の流れ
[5]からの変更点，本研究で実施予定の実験内容を述べる．

2.

設定変更業務

本節では，設定変更業務に関わる一連の作業を示すとと
もに，本研究が想定している作業範囲，作業を実施する形
態，手順書について述べる．
2.1.

設定変更業務に関わる作業の流れ

設定変更業務を実施するにあたり，様々な作業が必要に
なる．それらの作業の流れを図 1 に示す[1]．ネットワーク
機器に対する設定変更の①適用依頼を受けると，②手順書
を作成する．手順書を作成する際には，設定変更に関わる
技術調査も実施する．手順書を作成すると，対象機器への
アクセス方法や対象機器への設定変更の内容を③事前確認
する．その後，手順書に基づいて④設定変更と⑤動作確認
を実施する．実施後，設定変更の完了を⑥報告し，変更内
容に応じて⑦管理表を変更する．
2.2.

作業範囲

図 1 に示した流れのうち，本研究では，④設定変更と⑤
動作確認を対象とする．設定変更では，手順書に従ってネ
ットワーク機器にコンソール接続し，CLI からコマンドを
発行する．動作確認でも同様に，手順書に従ってネットワ
ーク機器にコンソール接続し，動作確認に関するコマンド
を CLI から発行する．その後，CLI 上に表示されるネット
ワーク機器の動作状況を目視で確認する．
本研究で想定するネットワーク機器は市場シェアが高い
シスコ社のものとする．

うまく読み取れず，エラーを起こしてしまう．B)は，コマ
ンド体系やネットワーク機器の特性といった，業務経験で
得られる知識が不足していたことにより，誤った作業を実
行してしまう．C)は，コマンド発行というネットワーク管
理者にとって日常的な作業を，不注意により誤ってしまう．
D)は，手順書で実施する予定だった作業を実施し忘れてし
まう．E)は，手順書を作成する際に誤りを含めてしまう．
F)は組織独自のネットワーク管理のルールや慣習に背いた
ことで，誤った作業を実施してしまう．
3.2.

図 2 手順書の例
2.3.

作業形態

現場では設定変更と動作確認を二人の作業者で実施して
いることが先行研究[6]で示されている．具体的には，ネッ
トワーク機器へのコンソール接続やコマンドの発行といっ
た作業を実施する者（以下，設定者）と設定者が誤った作
業を施さないかを作業適用前に都度，確認する者（以下，
確認者）である．このことから，本研究でも設定者と確認
者の二人で作業を実施する作業形態を想定する．
2.4.

手順書

手順書に含まれる情報は組織により様々であると考えら
れるが，本研究では，先行研究[6]で示されている手順書を
参考にした図 2 のようなものを想定する．本研究では，図
2 のように，作業番号(No.)，作業内容や設定者と確認者が
入力する作業時間，完了時刻，チェック欄が作業項目ごと
に記載されている．作業内容には，作業対象の機器の情報
や作業項目を実施するためのコマンドが記載されている．
図 2 の手順書であれば，計 4 つの作業項目が手順書に記載
されていることになる．

3.

ヒューマンエラー

本節では，ヒューマンエラーの種類を述べるとともに，
本研究で想定するヒューマンエラーについて述べる．
3.1.

ヒューマンエラーの種類

ヒューマンエラーは次のように分類できる [7]．
A)

能力の限界
人間が持つ視力や聴力などに対して限界を超える
作業を要求した際に発生するエラー．
B) 能力不足，知識不足
能力や知識が不足している場合に起こるエラー．
C) Slip（スリップ）
不注意により日常的な作業を誤ってしまうエラー．
D) Lapse（ラプス）
実施予定だった作業を実行し忘れてしまうエラー．
E) Mistake（ミステイク）
作業を計画する段階での考え違いによって起こる
エラー．計画段階でエラーが含まれているため，
計画通りに作業を実施してもエラーが起こる．
F) Violation（バイオレーション）
規則やマナーに違反することや手を抜くことで発
生するエラー．
A) 〜 F) の例を設定変更業務の場面で挙げるとすると，
次のようになる．
A)は，PC に表示された文字が小さすぎるため，文字を

対象とするヒューマンエラー

本研究では，3.1 節で示した A) 〜 F) のうち「C) Slip」と
「D) Lapse」を対象とする．
ネットワークの設定変更業務において「A) 能力の限界」
が要求されるような場面は考えづらいため，今回は対象と
しない．「B) 能力不足，知識不足」はネットワーク管理者
個人が経験や知識を積むことで対処できるため，対象とし
ない．「E) Mistake」はネットワークの設定変更業務にお
いて，手順書の作成段階にあたる．しかし，2.2 節で述べ
たように，本研究では設定変更と動作確認を対象としてい
る．そのため，手順書の作成段階で発生すると考えられる
Mistake は対象としない．「F) Violation」はネットワーク管
理者の業務に対する意識に大きく依存するため，本研究で
は対象としない．以上の理由から本研究では，「C) Slip」
と「D) Lapse」を対象とする．
具体的には，以下の内容である．設定変更と動作確認は
手順書に基づいて作業を実施するが，いくつかの作業項目
を実施し忘れる(Lapse)場合がある．また，複数のネットワ
ーク機器に対して作業する場合，PC とコンソール接続す
るネットワーク機器を誤ること(Slip)がある．設定変更では，
構文とパラメータを誤ったコマンドを発行する(Slip)可能性
がある．動作確認では，コマンドから得られたネットワー
ク機器の動作状況を確認し間違える(Slip)可能性がある．本
研究では，これら 4 つのヒューマンエラーを対象とする．

4.

関連研究

ヒューマンエラーに関連した研究として，御木らの研究
[8]がある．御木らの研究では，大学ネットワークの利用者
が起こしたヒューマンエラーを検知する手法を提案してい
る．この手法では，ネットワーク管理者が管理している情
報とネットワークトラフィックの情報を複数のエージェン
トが連携して処理することでヒューマンエラーを検知する．
御木らの研究と本研究の類似点として，ネットワーク管理
において発生するヒューマンエラーを対象としている点が
挙げられる．御木らの研究では，ネットワークの利用者が
起こすヒューマンエラーを対象としている．一方，本研究
では，ネットワーク管理者がネットワーク機器の設定変更
業務を実施する際に起こすヒューマンエラーを対象として
いる．また，御木らの研究では，発生したヒューマンエラ
ーを検知している．一方，本研究では，ヒューマンエラー
の発生を未然に防止することを目的としている．
ネットワーク運用管理とヒューマンエラー防止に関連し
たものとして，広島大学で運用されているキャンパスネッ
トワーク[9]がある．このキャンパスネットワークでは運用
の効率化を目的に，ネットワークの構成管理とスイッチの
自動設定を実現している．ネットワークの構成管理では，
IP アドレスや VLAN ID といった論理的情報とスイッチの
各ポートの情報といった物理情報を管理している．この構
成管理の情報と同大学で運用しているネットワーク利用申

請サービスから申請された情報を連携することで，申請に
基づいた設定を自動化している．この研究の目的自体は運
用の効率化であるため，ヒューマンエラーについてほとん
ど言及されていない．しかし，このような自動化により，
人による作業が減らせるため，結果としてヒューマンエラ
ーの防止が実現されていると考えた．自動化により，定常
的な設定変更業務ではヒューマンエラーを防止できるが，
1 節で述べたような人が介入する必要のある設定変更業務
では本研究の必要性が生まれる．
先行研究[6]では，本研究と同様にコマンドの誤発行や設
定情報の見間違えを防止している．しかし，本研究では，
3.2 節の後半で述べたように，コマンドの誤発行，動作確
認における確認し間違えに加えて，手順書の作業の実施し
忘れ，ネットワーク機器へのコンソール接続の間違えまで
を対象としている．

5.

作業モデル

現状の運用管理では，手順書を事前に作成し，その内容
を検証しているため，手順書の作業内容に記載されている
作業項目は正しいものであると言える．ネットワーク管理
者はそれらの作業項目を確実に実施する必要がある．しか
し，各作業項目をどのような作業順序で実施するかについ
て定義している例がない．そのため本研究では，ヒューマ
ンエラーを確実に防止するために，作業モデルを作成した．
本作業モデルでは，手順書の作業項目一つ一つをどのよう
な作業順序で実施するかを定義した．
本作業モデルを図 3 のフロー図で示す．本作業モデルは，
手順書に記載された作業項目が設定変更に関するものの場
合と動作確認に関するものの場合で作業順序が異なる．図
2 の手順書で例えると，No.2，No.3 が設定変更，No.4 が動
作確認の作業項目である．
5.1.

設定変更の作業順序

図 3 のうち，①の実線と②の破線で示した流れが設定変
更の作業項目を実施する作業順序である．
設定者と確認者は「作業対象の機器を把握」から「正し
い機器に接続したことを確認」の順序を進むことで，誤っ
たネットワーク機器へコンソール接続すること(Slip)を防ぐ．
次に，設定者と確認者は「実施する作業項目の内容を把握」
から「発行するコマンドが残っている」の順序を進むこと
で，一部の作業項目を実施し忘れること(Lapse)と誤ったコ
マンドの発行(Slip)を防ぐ．[5]では，「発行するコマンド
が残っている」の分岐は含めていなかった．しかし，一つ
の作業項目で複数のコマンドを発行する場合に対応するた
めに本稿で新たに追加している．最後に，設定者と確認者
は「作業項目が残っている」から「機器を切り替える必要
がある」の順序を進むことで，誤ったネットワーク機器へ
コンソール接続すること(Slip)を防ぐ．
5.2.

動作確認の作業順序

図 3 のうち，①の実線と③の点線で示した流れが動作確
認の作業項目を実施する作業順序である．
「作業対象の機器を把握」から「発行するコマンドが残
っている」の順序は設定変更の作業順序と同じである．次
に，設定者と確認者は「動作確認の作業項目である」から
「動作状況が意図通り」の順序を進むことで，動作状況の
確認し間違え(Slip)を防ぐ．動作状況が意図通りである場合，
設定者と確認者は「作業項目が残っている」から「機器を
切り替える必要がある」の順序を進むことで，誤ったネッ

図 3 作業モデル
トワーク機器へコンソール接続すること(Slip)を防ぐ．
一方，動作状況が意図したものでない場合，「機器の設
定情報を表示するコマンドを発行」から図 3 の左上の「発
行するコマンドが残っている」の順序を進む．これにより，
設定変更を誤った場合に対応する．[5]では，図 3 の左上の
「発行するコマンドが残っている」の分岐は含めていなか
った．しかし，5.1 でも述べたのと同様の理由から，本稿
で新たに追加している．

6.

システム開発

5 節で述べた本作業モデルを単に実行するだけでは，設
定者と確認者への負担が高まり，ヒューマンエラーを防止
できるとは言えない．そこで，3.2 節で述べた，以下のヒ
ューマンエラーの防止を支援するシステムを開発した．

l
l
l
l
6.1.

作業項目の実施し忘れ(Lapse)
コンソール接続するネットワーク機器の誤り(Slip)
誤ったコマンドの発行(Slip)
CLI に表示された動作状況の確認し間違え(Slip)
システム構成

本システムの構成を図 4 に示す．本システムは，設定者
と確認者の PC とタブレット端末，作業情報管理サーバ
（以下，管理サーバ）で構成される．タブレット端末には，
手順書を表示する．設定者の PC には，ネットワーク機器
を操作するための設定コンソールを表示する．確認者の
PC には，設定コンソールに入力されたコマンドを確認す
るためのコマンド確認画面と，設定コンソールに出力され
るコンソールログを確認するためのコンソールログ確認画
面を表示する．管理サーバは手順書の管理，各種画面用の
Web ページの提供，各クライアント端末への指示をする．
図 4 中の各矢印は各機能の実行において端末間でやり取
りされる通信内容である．
6.2.

図 4 システム構成

作業項目強調機能

本機能は，手順書の作業項目のうち，実施するべき作業
項目を強調する機能である．設定者が選択した手順書が設
定者と確認者のタブレット端末に表示されると，両者のタ
ブレット端末は最初の作業項目を強調する．手順書のチェ
ック欄はタブレット端末間で同期され，作業時間と完了時
刻は両者がチェックを入力すると自動追加する．設定者と
確認者が作業項目を一つ完了し，チェックを入力すると，
両者のタブレット端末は次の作業項目を強調する．
本機能により，実施するべき作業項目を強調することで，
作業項目を実施し忘れること(Lapse)の防止を支援する．

図 5 コンソールログ確認画面における単語のハイライト

本機能は設定者と確認者にネットワーク機器へのコンソ
ール接続を指示する機能である．特定のホスト名と IP アド
レスを持つネットワーク機器へコンソール接続する作業項
目があった場合，設定者と確認者の PC はコンソール接続
するように指示する．設定者がネットワーク機器へコンソ
ール接続すると，設定者の PC はネットワーク機器が指定
されたホスト名と IP アドレスを持っているかを検証する．
本機能により，ネットワーク機器へのコンソール接続を
誤ること(Slip)の防止を支援する．

いと考え，確認するべき単語のハイライトが可能となる機
能に拡張した．作業項目強調機能によって，動作確認の作
業項目が強調されると，管理サーバは確認するべき単語を
手順書から読み取り，その内容を設定者と確認者の PC へ
送信する．設定者と確認者の PC は表示しているコンソー
ルログに対して，確認するべき単語をハイライトする．単
語をハイライトしたコンソールログ確認画面を図 5 に示す．
図 5 で は ， 「 IP-Address 」 ， 「 GigabitEthernet0/0 」 ，
「192.168.1.1」，「Serial0/1/1」，「172.16.1.1」の 5 つが手
順書から読み取られ，ハイライトされている．ハイライト
には最大で 5 色使用され，単語ごとに色分けされる．設定
コンソールでも同様に単語がハイライトされる．
設定者と確認者が確認を終え，作業項目のチェックを入
力すると，管理サーバはコンソールログのハイライトを削
除するように設定者と確認者の PC へ指示する．設定者と
確認者の PC はハイライトを削除する．
本機能により，確認するべき単語がハイライトされるた
め，CLI に表示された動作状況の確認し間違え(Slip)の防止
を支援する．

6.4.

7.

6.3.

機器接続指示機能

コマンド確認機能

本機能は確認者がコマンドを確認するための機能である．
設定者が設定コンソールに入力したコマンドはコマンド確
認画面に表示される．コマンド確認画面では発行の可否を
選択できる．確認者が発行を許可するとコマンドが発行さ
れ，拒否すると設定コンソールからコマンドが削除される．
本機能により，誤ったコマンドを発行すること(Slip)の防
止を支援する．
6.5.

コンソールログハイライト機能

本機能は，動作確認において，コンソールログの中から
確認するべき単語をハイライトする機能である．設定コン
ソールに流れるコンソールログはコンソールログ確認画面
に共有される．
[5]では，コンソールログを共有するのみであった．しか
し，共有のみではヒューマンエラーを防止する効果が少な

実

験

本作業モデルと本システムによりヒューマンエラーが防
止できることを示す実験と本システムの性能を評価する実
験を実施する．
7.1.

ヒューマンエラーの防止に関する実験

本作業モデルおよび本システムにより，ヒューマンエラ
ーを起こさずに設定変更業務を完遂できるかを確認する．
7.1.1. 被験者

被験者はネットワーク技術者を育成する Cisco Networkin
g Academy[10]の受講経験者 12 名である．12 名を設定者と
確認者の組で 6 組に分ける．被験者は全員 20 代男性を予定
しており，年齢や性別による差をなくす予定である．また，
ヒューマンエラーの分類についての知識を持つことで，ヒ
ューマンエラーの発見に効果がある例が[11]によって示さ

No.

作業内容

1

ホスト名「labrouter」，
IP アドレス「192.168.1.1」の機器に
コンソール接続
表 1 機器接続の繰り返しで実施する作業項目の例

図 6 実験用ネットワークの構成

No.

作業内容

1

GigabitEthernet 0/0 を 192.168.11.1/25 に設定
interface GigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.11.1 255.255.255.128

れている．そのため，3.1 節で述べたヒューマンエラーの
分類と 3.2 節で述べた本研究が対象としているヒューマン
エラーの具体的な内容を事前に被験者に認識してもらう．
これにより，ヒューマンエラーに関する知識の有無による
影響をなくす．加えて，被験者は図 3 の作業モデルを事前
に学習し，その作業順序に従って実験を実施する．

No.

作業内容

7.1.2. 実験環境

1

GigabitEthernet0/0 の IP-Address が 192.168.11.111
であるかを確認
show ip interface brief

2

192.168.123.32/27 ネットワークへのネクストホ
ップが 172.31.234.67 であるかを確認
show ip route

表 2 設定変更の繰り返しで実施する作業項目の例

実験では本システムを使用するため，実験用のネットワ
ークを構築し，その環境で実験を実施してもらう．実験用
のネットワーク環境を図 6 に示す．クライアント端末は
2.4GHz 帯を使用した IEEE 802.11n 規格で無線親機と接続す
る．管理サーバはカテゴリー5e ケーブルでルータと接続す
る．無線親機とルータもカテゴリー5e ケーブルで接続する．
LAN ケーブルが接続される無線親機とルータの LAN ポー
トは理論値が 1000 Mbps である．この環境は 7.2 節で述べ
るシステムの性能評価でも使用する．
被験者が実験で操作するネットワーク機器は本研究が想
定しているシスコ社のものである．

は，確認対象のネットワークアドレスとネクストホップの
IP アドレスが与えられる．また，動作確認で使用するコマ
ンドが与えられる．被験者はこのように指示される動作確
認を繰り返す．

7.1.3. 実験内容

7.1.4. 計測内容

人が同じ作業を長時間取り組むことはヒューマンエラー
の要因となりうる[12]．そこで本実験では，ネットワーク
機器へのコンソール接続，設定変更，動作確認の 3 つをそ
れぞれ 50 回繰り返す．同じ作業を繰り返し実施することで，
ヒューマンエラーを誘発した場合でも本作業モデルと本シ
ステムがヒューマンエラーを起こさない設定変更業務が可
能かを確かめる．
コンソール接続の繰り返しでは，ホスト名と IP アドレス
が異なる 12 種類のネットワーク機器へコンソール接続の切
り替えを 50 回繰り返す．表 1 に実験で実施する作業項目の
例を示す．表 1 のように作業項目には，ネットワーク機器
に設定されているホスト名と IP アドレスが記載されている．
被験者はこのように指定されるネットワーク機器にコンソ
ール接続を繰り返す．
設定変更では，インターフェイスへ IP アドレスを設定す
る作業を 50 回繰り返す．表 2 に実験で実施する作業項目の
例を示す．表 2 のように作業項目には，設定変更対象のイ
ンターフェイス名と設定する IP アドレスが与えられる．ま
た，使用するコマンドも与えられる．被験者は与えられた
コマンドを発行して設定変更する作業を繰り返す．
動作確認では，インターフェイスの IP アドレスの確認，
またはルーティングテーブルに登録された宛先ネットワー
クとネクストホップの確認を，合わせて 50 回繰り返す．50
回のうち，1/3 程度は動作状況が意図通りでないようにす
る．その場合は誤りを指摘してもらう．表 3 に実験で実施
する作業項目の例を示す．表 3 の No.1 の作業項目には，確
認対象のインターフェイス名と IP アドレスが与えられる．
また，使用するコマンドが与えられる．No.2 の作業項目で

実験では，ヒューマンエラーの発生回数を数える．本研
究では，①作業項目の実施し忘れ，②誤ったネットワーク
機器へのコンソール接続，③誤ったコマンドの発行，④
CLI に表示された動作状況の確認し間違えの 4 つを対象と
しているため，これらの発生回数を数える．コンソール接
続の繰り返しでは，コンソール接続するネットワーク機器
を誤り，次の作業項目に進んでしまった回数(②に該当)を
数える．設定変更では，誤ったコマンドをネットワーク機
器へ発行してしまった回数(③に該当)を数える．動作確認
では，正しい動作状況を「誤っている」としてしまった回
数，意図通りでない動作状況を「正しい」としてしまった
回数(④に該当)を数える．加えて，コンソール接続，設定
変更，動作確認の実験を実施する際に，一部の作業項目を
実施し忘れ，次の作業項目に進んでしまった回数(①に該
当)も数える．これらの発生回数は本システムが出力する
操作ログを参照することで数える．
上記の発生回数からヒューマンエラーの発生率を求め，
本作業モデルおよび本システムにより，ヒューマンエラー
を起こさずに設定変更業務を完遂できるかを確認する．発
生率は発生回数を試行回数で除したものである．

表 3 動作確認の繰り返しで実施する作業項目の例

7.2.

本システムの性能評価

本システムが設定変更業務において性能面で有用である
かを通信量，処理時間，負荷耐性の 3 点で評価する．性能
評価で使用する環境は図 6 で示したものと同じである．
7.2.1. 通信量

運用管理の現場では低速なネットワーク環境しか用意で

きない場合がある．必要な通信量を計測することで最低限
必要なネットワーク環境を明らかにする．計測には
Wireshark のパケット長統計機能を用いる．この機能では，
パケット長ごとにカウント数，全体での割合などといった
情報が得られる．
実験では，作業項目が 100 個ある手順書を用いて設定変
更業務を実施し，その設定変更業務でやりとりされた通信
量を管理サーバ側で計測する． 6 節で示した図 4 からもわ
かるように，本システムでの通信はすべて管理サーバを通
るため，漏れ無く計測することができる．

は本作業モデルと本システムの評価内容について述べた．
今後，本作業モデルと本システムによりヒューマンエラ
ーが防止できることを示す実験を実施する．また，本シス
テムが設定変更業務において性能面で有用であるかを，通
信量，処理時間，負荷耐性の観点で評価する．

7.2.2. 処理時間

[2] 小田謙一: ネットワーク変更作業におけるリスク管理,
プロジェクトマネジメント学会研究発表大会予稿集,
Vol.2011.Autumn, pp.262-266 (2011).

6.2〜6.5 節で述べた各機能の処理時間を計測することで，
本システムが設定変更業務において，支障をきたす遅延を
もたらさないかを確かめる．計測には，処理開始時のタイ
ムスタンプと処理終了時のタイムスタンプの差分を用いる．
作業項目強調機能では，選択した手順書が表示されるま
での時間，手順書のチェックが同期されるまでの時間，作
業時間や完了時刻が自動で追加されるまでの時間，作業項
目の強調が完了するまでの時間を計測する．
機器接続指示機能では，ネットワーク機器へのコンソー
ル接続を指示するまでの時間，コンソール接続したネット
ワーク機器が正しいものであるかを検証する時間を計測す
る．
コマンド確認機能では，設定コンソールに入力したコマ
ンドがコマンド確認画面へ表示されるまでの時間，コマン
ド確認画面で許可・拒否されたコマンドが発行・削除され
るまでの時間を計測する．
コンソールログハイライト機能では，設定コンソールか
らコンソールログ確認画面へコンソールログが共有される
までの時間，コンソールログの単語がハイライトされるま
での時間，ハイライトが削除されるまでの時間を計測する．
7.2.3. 負荷耐性

大規模な設定変更業務を想定した処理を各機能で実施す
ることで，本システムが対応可能な設定変更業務の規模を
明らかにする．
作業項目強調機能では，500 行の手順書を用いた場合で
も手順書の表示，作業項目の強調，チェックの同期，作業
時間と完了時刻の自動追加が機能するかを確かめる．
機器接続指示機能では，コンソール接続を他のネットワ
ーク機器へ切り替える処理を 50 回実施しても機能するかを
確かめる．
コマンド確認機能では，コマンドの入力，確認，発行・
削除を 500 回繰り返しても機能するかを確かめる．
コンソールログハイライト機能では，1000 行のコンソー
ルログを設定コンソールとコンソールログ確認画面で共有
できるのかを確かめる．また，1000 行のコンソールログに
対しても単語のハイライトが機能するかを確かめる．

8.

まとめ・今後の予定

本研究では，ネットワークの設定変更業務に関わる一連
の作業のうち，設定変更と動作確認を対象にヒューマンエ
ラーの防止を目指している．対象とするヒューマンエラー
は，手順書に記載された作業項目の実施し忘れ(Lapse)，誤
ったネットワーク機器へのコンソール接続 (Slip)，誤った
コマンドの発行(Slip)，CLI に表示された動作状況の確認し
間違え(Slip)である．これら 4 つのヒューマンエラーを防止
するための作業モデルとシステムを開発しており，本稿で
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