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概要
近年，多くの大学のネットワーク環境は，認証機能を追加するなどセキュリティや利便性を重視したシス
テムに更新されている．東京海洋大学品川キャンパスではキャンパスネットワークへの接続において，紙ベ
ースによるネットワーク接続申請を行っている．また，IP アドレスと端末情報の管理のためのシステムであ
る，DNS/端末管理システムを運用してきた．利用者は，発行 IP アドレスを端末に設定するだけでネットワ
ークに接続でき，機器や人に対する認証などの制限はなかった．さらに，紙ベースの IP アドレス申請・承認
で運用し厳密な管理が困難であったため，様々な運用上の問題点が発生していた．これらの問題の解消およ
び利用者の利便性向上のため，端末の MAC アドレスと IP アドレスを関連付けして認証するシステム（MACIP 監視管理システム）を品川キャンパスにおいて試験的に導入した．このシステムでは，Web ベースでの申
請・承認を導入し，ログイン時の認証には，複数の利用者が扱えるようにグループ管理機能を取り入れ，利
便性を向上させた．本稿では，従来の IP アドレス発行システムの問題点を精査し，問題解決のための新シス
テムの要件について述べるとともに，その要件に基づいた実装の詳細ならびに運用状況について報告する．

キーワード
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末情報の管理のため，DNS/端末管理システムを継続

１．はじめに
近年，多くの大学のネットワーク環境は，認証機

してきている．なお，無線 LAN システムに関して

能を追加するなどセキュリティを重視したシステム

は，2010 年度に学内の共有場所にのみ導入している

に更新されている．東京海洋大学品川キャンパスの

ため，当初から Web 認証を採用している．

キャンパスネットワークの接続に関しては，前身の

品川キャンパスのキャンパスネットワークでは，

東京水産大学当時から認証方式を用いることなく，

紙による申請であったため，申請した端末と発行さ

ユーザからの紙ベースによるネットワーク接続申請

れた IP アドレスに対する厳密な管理が困難であり，

を行っている．システム管理者は，IP アドレスと端

ネットワーク接続時に，IP アドレスの使いまわしや，
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IP アドレスの競合，使わなくなった IP アドレスが

理責任者とする）が，指定の URL から自身の統合

返却されないことなどの問題が頻繁に発生していた．

ID とパスワードでログインすれば，管理する端末情

そこで，セキュリティや利便性向上のため，他大学

報を閲覧することができる．機器管理責任者は，各

の状況を参考にキャンパスの利用状況に適合した独

研究室であれば教員がなり，事務局であれば事務局

自の認証システム設計を行い，MAC-IP 監視管理シ

内のネットワークを管理する部局があるため，その

ステムを構築し，認証にはグループ管理機能を取り

部局の長職がなる．

入れ，段階的に導入した．

2.2 IP アドレス発行と管理運用上の問題点

本稿では，既存の DNS/端末管理システムの問題

キャンパスネットワーク導入当初から IP アドレ

点を精査し，問題解決のための新システムの要件に
ついて述べるとともに，その要件に基づいた実装の

ス発行プロセスは次の通りである．

詳細ならびに運用状況について報告する．
2 章では，既存システムに関して，3 章では，新シ

① 紙ベースによる IP 発行申請
② 申請に応じて随時 IP アドレス発行，未使用・

ステムの要件を述べる．4 章では，実装するシステ
ムについて述べ，5 章では実装したシステムの評価，
最後に 6 章では，まとめを述べる．

機器変更となった IP アドレスは返却

③ 発行 IP アドレスの管理は機器管理責任者に
一任

２．既存システムと運用上の問題点
2.1 既存の DNS 管理システム

①の IP 発行申請は研究室単位で機器管理責任者

これまでの IP アドレスと端末情報の管理は，端

の教員が行う．数日後にネットワーク接続に必要な

末情報管理機能により，システム管理者（情報処理

IP アドレスなどが記入された承認書が返送され，ユ

センター職員）が IP アドレスと端末名，MAC アド

ーザが許可された固定 IP アドレスを端末に設定し

レスを含む端末情報の登録をすれば，IP アドレスと

て利用開始となる．②のとおり随時発行するため，

端末情報が DNS サーバに登録される仕組みである

端末情報管理機能により，管理する IP アドレスリ

（図 1）
．端末情報管理機能により MAC アドレス情

ストから，申請時に未使用アドレスを利用者に割り

報や端末情報を登録するが，それらによる接続制限

当てる．

は設けていない．つまり，MAC アドレス情報が不正

上記の手順でこれまで運用していたが，様々なト

確でも接続可能である．ユーザの端末をキャンパス

ラブルが日常的に発生しており，セキュリティ面で

ネットワークに接続する際には，各自固定 IP アド

の不備が問題であった．
①の紙ベースでの IP アドレス発行申請と②の紙

レスの設定を行っていた．

ベースによる IP アドレス承認・発行の手続きでは，
システム管理者（情報処理センター）と利用者のデ
ータの同期に遅れが生じるため，利用者は申請後に
すぐにネットワークが使えない．また，ネットワー
クトラブル時の緊急対応ができない．例えば，申請
書の MAC アドレスは機器管理責任者自身が調べて
記入することになっているが機器管理責任者の記入

図 1 既存システム

ミスや調査方法の間違いが頻発している．また，申
請当初の端末から別の新しい端末に変更した場合も，

また，端末情報管理機能により，研究室ごとにネッ

端末変更届はほとんどないため，齟齬が生じてくる．

トワークを使用する際の使用責任者（以下，機器管

これらが常態化しており，2013 年 11 月 19 日～27
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日（9 日間）IP-MAC アドレスを調査した結果，申

なる．しかし，実際に端末を利用するのは学生を含

請書どおり正しく接続している端末は 28％（2327

む構成員であり，機器管理責任者が管理すべき IP ア

件中 658 件）であった(図 2)．

ドレス情報や機器設定等は，非常勤職員あるいは大
学院生が担当することが多い．ネットワークトラブ
ルの際に機器管理責任者に問い合わせても状況把握
が困難で，問題の洗出しに時間・労力がかかる．
これらの問題は，特に研究室や機器管理責任者が
それほどネットワークに精通していない部局ほど顕
著であり，しばしば問題を引き起こしていた．ネッ
トワークを利用するにあたって，セキュリティが重

図 2 IP-MAC アドレス整合性調査結果
（2013 年 11

視される現在では，これまでの IP アドレス管理運

月 19 日～27 日，対象エリア：品川キャンパスネッ

用は危機的状態といえる．ネットワークセキュリテ

トワーク）

ィの重大な事態を回避するため，ネットワーク接続
時に関する認証システムなどの導入が急がれる．一

IP アドレスの不正利用に伴う IP アドレス競合が

方で，利用者に受け入れやすいように既存の管理方

発生した場合，正規申請されていても MAC アドレ

式を踏襲し，システム管理者側の負担軽減にもつな

スが間違っているため，不正利用端末の調査が困難

がる新システムの要件について検討した．

となる．結果的に，システム管理者が発生場所に出

３．新システムの要件

向いて接続端末を調査しなければならず，多大な労
力と時間が必要となる．

新システムにおいて達成すべき目標・必須条件は，

②の IP アドレスは随時発行であるが，建屋ごと

次の３つである．

に，申請順に IP アドレスを割り当てるポリシーと
なっていたため，機器管理責任者が管理する IP の



手続き処理の自動化・簡素化

範囲が決まっておらず，IP アドレスの入力ミスなど

ネットワーク管理者側・利用者側双方の事務手続

につながる可能性が高かった．また，発行は申請に

きを自動化し，管理業務量を削減あるいは簡素化で

応じて行ったために，各研究室の IP アドレス発行

きるシステムを目指す．元々，利用者側での IP アド

数は不均衡となり，発行数の多い研究室ほどアドレ

レス管理が杜撰な一因は大学全体的な事務仕事量の

ス管理が杜撰になりがちである．そのため，IP アド

増大がその要因の１つと考えられる．書類手続きを

レスの不正使用や，それによって IP 競合時に問題

削減し，IT 技術の利点を上手く取り入れ，双方でデ

端末が特定できないなどのトラブル発生が多い傾向

ータを共有できるシステムの提案が必須である．

にあり，更に問題解決にも時間を要していた．ネッ
トワークのトラブル発生時に該当ポートや MAC ア



研究室内での接続端末の分散管理

ドレスの特定はできるが，図２のとおり MAC アド

研究室内でのネットワーク接続できる端末の管理

レス情報が不正確なため，端末を割り出すための有

は，従来どおり機器管理責任者の管理の元に行う．

効な手掛かりにならない場合が多い．正しい情報を

これは，分散管理を行うことで，システム管理者の

得るためにも，ネットワーク接続の際の認証システ

負荷を分散させるだけでなく，これまでの大学内で

ムが必須であると考える[1]．

の研究室の独自性を重視しつつ，教職員のセキュリ

③で述べた機器管理責任者は，ネットワーク事故

ティ意識（ネットワーク利用に関する自由と責任の
認識）向上にもつなげるためである．

などが発生した場合に，責任が取れる常勤職員であ
る必要がある．研究室では教員が機器管理責任者と
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ネットワーク関連トラブルの迅速な対応と回

おり，建屋ごとにネットワークを独立させてトラブ

避策

ルは建屋間に拡散させないというポリシーを 2010

トラブル発生箇所の迅速な特定と，その対応ポリ

年度に改めて決めた．この方針に従って，ある建屋

シーを明確化する．リアルタイムの IP 監視を実現

のネットワーク停止によって，下の建屋内でのネッ

して，利用者端末の設定変更を最小限に抑制しなが

トワーク停止を回避するため，2010 年度にネットワ

ら，トラブル発生率削減を目指す．

ークの物理配線もツリー型から情報処理センターか
らのスター型に変更している．

システム構築にあたり上記３つの目標を実現する

設定要件 c も品川キャンパスネットワークのポリ

ため，次のような項目をシステム設定要件とした．

シーである．各研究室では，ファイアウォール通過
の設定を行い学外サーバとの接続をする端末がある

a.

未登録端末の監視

他，共有プリンタ，複合機，監視カメラ等が存在す

b.

建屋ごとの VLAN

るため，必ず固定 IP を必要とする．動的 IP アドレ

c.

固定 IP アドレスの利用

スと併用すると，問合せや個別対応が増え可能性が

d.

研究室ごとに一定数の IP アドレス管理

高くなり，システム管理者が不足する現在の状況に

e.

グループによる管理の実現

そぐわない．これらより，IP アドレス管理の一元化・

f.

利用者自身の Web 上での機器登録と利用者・

簡素化のためにも固定 IP アドレスを継続すること

管理者双方のリアルタイムの MAC-IP テーブ

とした．
設定要件 d は，管理者側のトラブル箇所特定の迅

ルの共有

速化のために盛り込んだ．従来の IP アドレス随時
設定要件の a から d は，新システムの第 3 の目標

発行の際には，IP アドレスと各研究室の関係（ひも

であるトラブル回避・迅速解決を実現するためであ

づけ）が任意であったため検出に手間と時間を要し

る．

た．また，IP アドレス発行数の不均衡に起因するト

要件 a を実現するためには，本学の品川キャンパ

ラブル発生の増加と問題個所特定の煩雑さを解消す

スにおける有線 LAN では採用していなかった認証

るため，研究室ごとにあらかじめ連番で割当てるこ

システムを導入する必要がある．他大学では一般の

ととした．これによって，トラブル時の対応の負荷

組織と異なり，一元的な組織で管理する端末以外の

軽減につながる．

多くのネットワーク機器が利用されているため，

設定要件の e と f は，新システムの第 1 の目標：

様々な認証機能が採用されている[2,3]．当初は Web

利用者・管理者双方の作業量抑制と効率化を実現さ

認証方式が多かったが，プリンタ，複合機，IP 電話

せるために新たに導入する．特に要件 e のグループ

機など認証操作が困難なネットワーク接続端末も多

による管理は機器管理責任者の裁量でシステムを操

数存在するため，端末の MAC アドレスを事前登録

作できる利用者（以下，機器管理者とする）を追加

して接続に認証する方式（MAC アドレス認証）を併

登録・削除できる．これは，第 2 の目標とも関連し

用する方法を多くの大学で採用している [4,5,6,7]．

て，機器管理責任者の ID・パスワードの使い回しの

一方，本学では認証システムを導入していないため，

防止だけでなく，非常勤職員や院生が管理する実情

認証方式を併用する必然性は無く利便性に考慮した

に合わせた形を実現することができる新たな試みで

認証方法を採用することができる．そこで，本シス

ある．

テムでは端末管理に重点を置いた MAC アドレス認
証を採用することとした．
要件 b は従来からの本学品川キャンパスネットワ
ークポリシーである．建屋別に概ね学科が分かれて
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図 3

MAC-IP 監視管理システムと他システムの連携

４．MAC-IP 監視管理システムの実装

為，端末情報管理機能にも送る．さらに，IP 範囲と

4.1 MAC-IP 監視管理システムと他システムの

グループ情報の紐づけをすることにより，該当グル

連携

ープのメンバを機器管理者とする．

本研究で実装した MAC-IP 監視管理システムは，

グループ管理機能では，グループ管理者とメンバは

ネットワーク監視機能と IP 管理機能を持つ．ネッ

統合 ID を用いる．グループの管理者は，機器管理

トワーク管理機能には，大きく以下の 3 つの機能を

責任者とし，グループのメンバは，グループの管理

持つ．

者である機器管理責任者が指名する学生や秘書など
とする．グループのメンバに登録されると，機器管

 MAC アドレスの登録

理者として，IP 管理機能の操作が行えるようになる．

 IP アドレスの払出し

メンバの登録方法は，グループ管理者がグループ管

 未登録端末の検知

理サーバに自身の統合 ID とパスワードでログイン
し，メンバとして登録したいユーザの ID を列挙す

また，オープンソフトの DHCP サーバを使用し，

る．また，グループ管理者である機器管理責任者が

IP-MAC 管理テーブルに登録された IP アドレスを

退職などにより，不在となる場合は，次に引き継ぐ

払出す機能を提供する．

機器管理責任者がグループ管理者として登録する．

IP 管理機能では，機器管理者が Web インターフ

グループ管理者は，機器管理責任者だけでなく複数

ェースにより，IP アドレスの管理や端末情報の登録

名を設定可能であるが，最低 1 名以上の責任権限の

を行う．

あるユーザ（正規教職員）を含むことが必要である
[8]．

なお，現時点では，既存のレンタルシステムであ
る DNS 情報管理システムとの連携を必要とするた

グループ管理者に統合 ID を用いることより，退

め，端末情報管理機能と IP 管理機能は重複する箇

職などにより統合 ID が削除されれば，グループ管

所が多いが，次期システム更新時には，DNS サーバ

理者からも削除される．グループ管理機能では，グ

上で IP 管理機能を動かす予定である（図 3）．

ループ管理者が不在になり管理されなくなったグル
ープがいつまでも残らないよう，グループ管理者が

4.2 IP 管理機能への認証

不在になる場合は，グループは削除となる．グルー

IP 管理機能では，格納している IP アドレスや端

プ管理者を複数名設定している場合，責任権限のあ

末情報を csv で出力し，ネットワーク監視機能に送

るユーザが不在になれば，残りのグループ管理者に

る．また，既存 DNS/端末管理システムと連携する

アラートを上げる．しかし，アラート後，一定期間
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かじめ行う必要がある．

内に，残りのグループ管理者が責任権限のあるユー
ザをグループ管理者として設定しない場合は，グル
ープは削除となる．グループが削除となった場合で
も，IP 管理機能とグループ管理機能を切り離して管
理していることより，IP 管理機能に登録されている
情報は削除されず，これまで登録されている端末は，
引き続き使用可能となる．ただし，端末の変更や追
加時には，IP 管理機能にログインが必要となるため，

図 5 端末情報の管理画面のイメージ

再度グループの設定が必要となり，システム管理者
が，個別対応を行うことになる．

4.3 ネットワークに接続時の動き

IP 管理機能で端末情報を管理する場合，機器管理
者が，自身のネットワーク名（所属グループ名）を

MAC アドレスが登録されている端末を，ネット

選択し，自身の統合 ID とパスワードでログインす

ワークに接続すると，DHCP サーバにより，IP-MAC

る．システム側では，入力した ID が該当グループ

テーブルに登録された IP アドレスを払出す（図 6）
．

に含まれているか照合し，照合に成功すれば，ID と

IP アドレスの払出すために，以下の機能を兼ね備

パスワードの認証問合せ処理を行う．認証に成功す

えている．

れば，割当てられている IP アドレスの管理画面が
表示され，端末情報の登録・管理を行う（図 4）．

 DHCP サーバ
 DHCP サーバ設定機能
 DHCP サーバログ設定・保存機能
MAC アドレスが未登録の場合，IP アドレスを払
い出さないようにするために，以下の機能を備えて
いる．

 パケット抽出機能
 未登録端末検出機能
 パケット抽出・未登録機器検出のログ保存
図 4 IP 管理機能への認証の仕組み
この機能により，IP-MAC テーブルに登録されて
IP 情報追加時は，MAC アドレス，端末情報，端

いない端末は，学内ネットワークに接続しても，ネ

末利用者，利用場所などの必要情報を登録する．IP

ットワークにはつながらない．なお，IP-MAC 登録

情報変更時（端末変更時など）は，MAC アドレス，

機能としては，IP-MAC 管理テーブルに以下の情報

端末情報などの修正をする．IP 情報削除時は，削除

を格納している．

が必要な行にチェックし，削除ボタンをクリックす
る（図 5）
．

 ネットワーク名

なお，端末名は IP アドレス割り当て時に，ネット

 ホスト名

ワーク名を使って自動割り当てするため，機器管理

 IP アドレス

者は設定しない．また，システム管理者は，研究室

 MAC アドレス

（グループ）ごとに IP アドレスの割り当てを，あら
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たと考えられる．

また，本システムでは，全てのキャプチャできる

利用者にとっては，これまで 2-3 日要していた申

パケットを解析して DB 化している．これを基にし
て，その DB 化しているパケットのうち IP-MAC

請から IP アドレス発行の期間が，本システムに機

テーブルに関する情報を抽出している．この DB

器情報を登録すれば，即時にネットワーク接続がで

化，別のパケットの抽出が必要な場合に，容易に対

きるようになった．また，DHCP 機能を使うことに

応が可能となる．

より，個々の利用者の端末に IP アドレス等の設定
をする手間が削減され，利用者の利便性向上につな
がったと言える．端末に IP アドレス等の設定が不
要になったことにより，これまで設定ミスにより，
一か月に 1 度程度発生していた IP アドレスの競合
件数が，本システムを導入してから約 5 か月の間 0
件である．
本システムの問題点としては，MAC アドレスが
登録されている端末に，IP アドレスを設定した場合，

図 6 端末のネットワーク接続時の動き

その IP アドレスが，異なっていた場合でも，ネット
ワークに接続することができる．そのため，IP アド

５．新システムの運用評価

レスの競合が発生する可能性もある．現時点では，
端末に IP アドレスを登録しないよう運用でカバー

本学品川キャンパスで改修工事のため一時ネット
ワーク停止していた建屋（2 号館）を対象に，2014

しているため，IP アドレスの競合は発生していない．

年 3 月から試行的に MAC-IP 監視管理システムを

発生した場合でも，
これまでに比べると正しい MAC

導入した．2 号館には 13 研究室あり，2014 年 7 月

アドレス情報が管理されているため，該当端末の調

時点で 252 件の MAC アドレスが登録されている．

査の時間が大幅に削減されることが期待される．

導入当初に 2 号館教職員全員に一斉メールで新シス

MAC アドレスは登録しているが，MAC-IP テー

テム移行を通知し，機器管理責任者向けの操作マニ

ブルとは異なる端末が接続された場合に，その端末

ュアルと利用者向けの詳細な設定マニュアルを添付

の場所を特定し，同室を管理する機器管理者に通知

するとともに，学内 Web サイトで公開した．当初，

する機能を開発中である．

MAC アドレスの調査ミス・入力ミスなどにより機

また，実装したシステムは，耐障害性を考慮して

器管理責任者から問い合わせが数件あったが，現在，

いない構成のため，全学展開に向けて，コールドス

問い合わせはほとんどなく順調に稼働している．

タンバイなど，二重化の検討が必要であると考えて

MAC-IP 監視管理システムの運用および端末のネッ

いる．

トワーク接続方法は 3 か月で概ね浸透したと考えら
れる．MAC アドレス認証未登録端末（未許可 PC・
プリンタ）および規定外接続端末（固定 IP アドレス
設定）の接続件数は，当初は 1 日あたり 20 件程度
検出される日もあったが，システムの利用方法の周
知により平日でも 10 件未満に減少してきた（図 7）
．
すなわち，2013 年 11 月の調査では未登録・不一致
端末件数が 72％あったのに対し（図 2），システム
導入後の未登録端末は登録件数の 4%未満に抑制で

図 7 未登録機器検出のログ集計結果（2013 年 6 月）

きたことから，セキュリティレベルは格段に向上し
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６．まとめ

ロケーションネットワークの構築，学術情報処
理研究 No.15，2011

本研究では，学内ネットワークの運用に関する問
題点を整理し，ネットワークシステム管理者と機器

[5] 久長 穣，杉井 学，為末 隆弘，金山 知余，小

管理者双方の利便性とセキュリティレベル向上を実

河原 加久治：山口大学におけるネットワーク

現 す るた め， グ ルー プ管 理 を新 たに 取 り入 れた

運用支援システム，学術情報処理研究 No.15，

MAC-IP 監視管理システムを設計し，１建屋に試行

2011

的に導入した．解決すべき点はいくつか残されてい

[6] 板倉 紀子，島岡 章，小谷 明義，吉田 和幸：

るが，開始後 3 か月の運用状況からスムーズに移行

ユーザ機器とオンライン申請，登録，認証シス

されたと考えられる．

テムの開発とその運用について--センター管理

今後の予定は，2014 年 9 月より品川キャンパス

業務の削減の観点から--，学術情報処理研究

全ての建屋に MAC-IP 監視管理システムを導入す

No.16，2012
[7] 大谷 誠，江藤 博文，渡辺 健次，只木 進一，

る予定である．また，現在開発中である未登録端末
の検知と接続場所の特定を行う機能の開発を進め，

渡辺 義明：キャンパスで運用可能な MAC アド

不正利用の防止につとめ，情報セキュリティ向上を

レス認証システム OpengateM，情報処理学会

目指す．

研究報告，2012
[8] 清水さや子，戸田勝善，岡部寿男：任意のグル
ープと統合 ID を使ったメンバの管理を行うグ
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