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WEB ベースネット ワーク運用システムの開発
江藤博文、只木進一
佐賀大学学術情報処理センター
多くのホストが接続されているネットワークでは 、その運用コストが非常に大きく
なっている。IP アドレスの登録変更などの手続きのほか、ホストの状態確認など も
必要である。本論では、ホスト情報の統合的管理を支援する Web を介したシステム
について報告する。

Web based System for supporting network activity
Hirofumi Eto and Shin-ichi Tadaki Computer and Network Center, Saga University
We must pay a large amount of cast to manage a network with a number of
hosts. We need to monitor the status of hosts as daily management, in addition
to maintain host name database. This paper reports the Web-based system to
manage the unified hosts database system.

−25−1

1

タベースに登録される。

はじめに

利用者が設置したホストからの通信が不調な場
近年、事務連絡の電子化やオンライン化にとも

合、当該のネットワーク管理者あるいは上位の管

ない、ネットワークに接続するホストの数は非常

理組織としての情報処理センターへ問い合わせが

に多くなっている。佐賀大学のおいても数千台の

行われる。その都度、管理者は当該ホストのネット

ホストがネットワークに接続され 、研究や教育に

ワークへの接続状況を SNMP や ping などを使っ

利用されている。ホスト数の増大に伴い、ホスト

て問い合わせる。

情報の登録及び変更、利用者からの問い合わせに

こうした作業の全てをシステムの root 権限を

応じたホスト状況の確認など 、管理コストが増大

有するシステム管理者が行っていては、その管理

し 、情報処理センターなどの管理組織の業務を圧

コストは非常に大きなものとなってしまう。また、

迫しつつある。

こうした作業の多くは、root 権限を直接行使する

通常、ホストの登録には、DNS サーバや DHCP

ものではないため、管理担当の組織内での作業分

サーバへの登録のほか、管理担当者や設置場所の

担などで対応することができる [1]。

登録などの事務作業が併行して行われる。ホスト

管理担当組織内での作業分担を効率的に進める

の情報確認には、SNMP や ping を使った作業が

ためにも、適切な統合環境下での、ホスト情報の

行われる。これらは、インターフェイスが相互に

登録及び変更、ホスト状況確認が可能なシステム

異なるため、データの整合性の確保などに多大な

が必要である。

コストが必要である。情報処理センターなどの多
数のホスト管理を行う部署にあっては、これらの

システムの各機能

3

作業を統合的に支援する環境の構築が急務である。
本論では、このようなネットワーク運用作業を

3.1

支援する運用システムについて報告する。開発し

概要

たネットワーク運用システムは、ホスト情報のデー

本システムは、情報処理センターなどのネット

タベースサーバ 、DNS サーバ 、DHCP サーバへ

ワーク管理担当部門において、必ずしも root 権

の登録、ネットワークに接続しているホストの状

限を有しない管理担当職員が 、ホスト情報の登録

態の確認を行うことができる。これらの機能を、

及び変更、ホストの状況確認を行うことを支援す

管理担当職員は Web を介して利用することがで

るシステムである。システム操作の手順を図 1 に

きる。

示す。管理担当者は、Web を通じて本システムに
アクセスする。その際に、認証が行われ 、管理担
当者であることが確認される。その後、メニュー

2

ネット ワーク運用作業の概要
と対策
情報処理センターなど の大学におけるネット

(図 3) が表示される。
ホスト情報の登録及び変更の場合、
「ホスト情
報編集」メニューを選択する。ホスト情報の変更
の場合、検索機能を使うことも可能である。登録・

ワーク管理部署が教職員からの機器のネットワー

編集されたホストデータは、データベースに登録

ク接続申請を受ける場合、設置申請などの手続き

されるとともに、DNS サーバ及び DHCP サーバ

の形式を採ることが多い。設置申請には、申請者

への登録及び反映が行われる。

氏名のほか 、設置場所、機種、OS 更に NIC の

ホストの状況確認を行うには 、
「ホスト状況確

Mac アドレスなどの管理上必要な情報が記入され
る。管理者は 、申請のあった機器に対して IP ア

認」メニューを選択する。その際には、ホスト検

ドレス及びホスト名を割り当てるとともに、管理

当該ホストに対して、SNMP または ping による

情報を保持する。佐賀大学の場合、それらはデー

状況確認を行う。

索機能を利用することができる。ホスト検索後、

2
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Webサーバにアクセス
認証画面表示

センター職員ユーザID、パスワードの入力

作業選択
ホスト情報編集

ホスト検索

ホスト状態確認

ホスト検索

ホスト情報データベース検索

ホスト情報編集

図 2: 認証画面

ホスト状態確認

ホスト情報データベース更新 SNMPによるルータへの問合せ
DNSサーバ情報更新
ping等によるホストへの問合せ
DHCPサーバ情報更新

3.3

ホスト 情報新規登録

ホスト情報に関する作業の中でもっとも多い作
更新結果表示

状態確認結果表示

業が、新規登録である。新規登録にあたっては、申
請に応じた適切なサブネットワークへ、アドレス
の重複の無いように登録を行わなければならない。

図 1: システム利用手順

新規登録ホストに割り当てる IP アドレスがあ
らかじめ決まっている場合、図 3 の画面から IP ア
ドレスを入力し 、検索を行う。検査によってその

3.2

認証

IP アドレスが重複していないことが確認される。
図 4 の画面から、Mac アドレス、ホスト名を入力
し送信することで、ホスト名の重複の有無が確認

本システムは、ホスト情報の登録・変更を行う

される。正しいデータの場合、ホスト管理データ

システムであり、従来ならば root 権限を持つ管理
者によって行われてきた作業を行うものである。
従って、この操作を行う権限を持つ者を適切に制
限しなければならない。
本システムへのアクセスは、管理部門内の特別
な端末など 、あらかじめアクセスを許可された端
末に特定されている。また、操作可能者はあらか
じめ登録された者に対して利用者名とパスワード

ベース、DNS 、DHCP に登録が行われる。

IP アドレ スを自動的に割り当てることも可能
である。初期画面 (図 3) において、申請された設
置場所や申請者氏名などを入力し検索を行うこと
で 、候補となるサブ ネットの一覧が表示される。
ここで、新規登録ボタンを押すことで、未使用 IP
アドレスを挿入した新規登録画面 (図 4) が表示さ
れる。

で認証する事でセキュリティを確保している。
特定端末からアクセスした時の認証画面を図 2

3.4

に示す。利用者名とパスワードは SSL で暗号化さ

ホスト 情報編集、削除

ホスト設置者が使用している機器を更新したり、

れて Web サーバに渡される。Web サーバは、渡

NIC を更新した場合にホスト情報の変更が必要に

された利用者名があらかじめ登録されている操作

なる。また、当該機器を廃棄する場合には、ホス

可能者の利用者名であることを確認し 、パスワー

ト情報の削除が必要となる。

ド を使って NIS の認証を行う。

ホスト情報の変更及び削除には、初期画面 (図

3
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図 3: 選択、入力画面

3) において、設置者や設置場所などの情報を入力

図 4: ホスト情報新規登録画面

し 、該当するホスト一覧を検索する (図 5)。
ホスト情報の編集、削除は、各ホストの行の番
号ボタンでホスト情報の編集画面になる (図 6)。編
集の場合はデータの編集を行いデータを送信する。

ホストに関する情報として、設置されている建物

削除の場合は削除ボタンでデータの削除を行う。

や設置した教職員に関する情報などを使って検索

ホスト情報の編集、削除を行った場合もシステ

を行う。検索結果は図 7 のように、サブネットワー

ムは IP アドレス、Mac アドレス、ホスト名の重

クやアドレスごとにソートされて表示される。

複チェックを行った後、DB サーバ、DNS サーバ、

DHCP サーバの各サーバの更新を行う。

ここで、各ホスト毎に状態の確認を行う場合は、
各ホストの行ごとのチェックボックスをチェック

3.5

し確認ボタンを押す。検索されたすべてのホスト

ホスト 状態確認

に対して状態の確認を行う場合は「すべてのホス

ホストを設置した利用者から、電子メールが読

ト状態を確認」ボタンを押す。

めないなどのネットワーク接続に関する問い合わ
せが 、ネットワーク管理者に寄せられる。その原

ホストの状態確認はサブネット毎のルータに対

因は多岐に渡るが 、原因究明の第一段階として、

する SNMP と各ホスト毎に対する Ping の結果が

ネットワーク接続に不具合が無いかを調べる必要

表される (図 8)。特に SNMP では、接続されてい

がある。問い合わせのあったホストへのネットワー

るホストの NIC の Mac アドレスを確認すること

ク到達を確認する作業を支援するのが 、
「ホスト

ができるため、データベースの登録されているホ

情報確認」メニューである。

ストの NIC の Mac アドレ スとの整合性もチェッ

「ホスト状況確認」メニューを選択する際には、

クされる。
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図 5: ホスト情報編集検索結果画面

4

まとめと議論
我々は情報処理センターなどネットワーク管理

部門のネットワーク運用を支援するシステムを開
発した。このシステムでは、Web 上からホスト情
図 6: ホスト情報編集画面

報の編集、DNS サーバへの更新、DHCP サーバ
の更新、ホストのネットワーク状態の確認を実現
した。このシステムにより管理担当職員のネット

ムに不具合が発生すると多くの利用者に迷惑がか

ワーク運用に関する負荷の軽減が可能である。

かることになる。また、同時に作業を行った際の

これまで、我々はセンターでは Web 上から DNS

排他処理の問題、既存データ不整合のチェック方

の管理を行うシステムを構築している [4] が、本シ

法、全体の作業の流れの中での位置付けなどの課

ステムはこの DNS 管理システムを統合し 、デー

題があり、今後も検討を行っていく予定である。

タベースサーバ 、DNS サーバ 、DHCP サーバを

我々はこれまでにセンターの管理運用のコスト

一つのシステム上に置くことで、各々のサーバの

を低減する為にいくつかの WEB ベースシステ

データの更新を一括して行うことを可能とした。

ムの実装を行ってきた [2][3][4] 。WEB ベースで作

これにより、各々サーバのデータの整合性のチェッ

成したこれらのシステムは、日常的に使用してい

クの自動化が可能となり IP アドレスの重複登録

る端末のブラウザという使い慣れたユーザインタ

などのデータ不整合を防止することができる。

フェースを提供することで、システムに詳しくな

今回で構築した機能に追加すべき機能として、

い情報処理センター事務職員にも容易に利用する

登録されたホスト情報の登録者による変更機能の

ことが可能となり、システム管理者の負担を軽減

検討を行っている。これにより、現在は文書で行っ

することができた。

ている端末の登録、変更申請をオンラインで行う
ことが可能となる。
現在のシステムの問題点として、すべての機能
が一つのシステム上に存在しているため、システ

現在までに実装してきたシステムにより、情報処
理センターの管理運用の多くの部分を WEB ベー
スシステムで行う事が可能となった。今後は今ま
でに実装したこれらのシステムの統合を検討し 、

5
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図 7: ホスト状態確認検索結果画面
情報処理センターの管理運用システムの統合環境
を構築の検討を行いたい。

参考文献
[1] 江藤博文、渡辺健次、只木進一、渡辺義明、
「情報教育システムにおける管理作業とその
振り分け」、学術情報処理研究 No.3 , pp.9599(1999) 。

[2] 江藤博文、渡辺健次、只木進一、渡辺義明、
図 8: ホスト状態確認結果画面

「センターの利用者管理を支援する Web ベー
ス統合環境」、学術情報処理研究 No. 4, 111

(2000) 。
[3] 江藤博文, 只木進一、
「 講義担当教員による
WEB ベース講義管理システムの開発」、情
報処理学会研究会報告 2001-DSM-21, pp.25-

29(2001) 。
[4] 松原義継、只木進一、
「 Web ブラウザを用い
た DNS 管理システムの開発」、情報処理学会
研究会報告 2001-DSM-21, pp.31-36(2001) 。

−30−
6E

