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1 はじめに

このドキュメントは、宮地研究室のWorld Wide Web(Web)サービスで提供するコンテ

ンツを管理していくのに必要となる知識を文書化したものである。ちなみに、メンバは宮

地研究室WEB管理係 (web-admin@aqua.jaist.ac.jp) のメーリングリストに加入している

人全員であり、仕事の内容を一言で言えば、

1. 宮地研WEBのコンテンツ管理

だけである。webサーバのシステム管理 (Apache)などは含まれない。

2 宮地研究室のWebサービスの概要

ここでは、宮地研のWEB管理を行ううえで必要となる基礎知識について説明する。前

半は UNIX においての web サーバなどに代表されるシステム管理について述べるので、

興味のない方は読み飛ばしても構わないと思う。

2.1 WEBサービス関連のシステム管理について

宮地研究室の公式 web サーバは、grampus.jaist.ac.jp(ホスト名のエイリアスとして、

aqua.jaist.ac.jp) でサービスを提供している。ちなみに、IP-Address は、150.65.136.21

である。web サーバとして、Apache version 1.3.12(See. http://www.apache.org) を用い

ている。(2001 年 6 月 18 日の) 現時点での最新バージョンは Apache 1.3.20 であり、

セキュリティホールなどが改善されていると思われるので、最新バージョンをインス

トールすることが好ましい。また、セキュリティホールに関する情報やアップデート
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などの情報を時々 [http://www.apache.org] から手に入れることが望ましい。ちなみに、

OSは、Vine Linux2.0(See. http://www.vinelinux.org) であり、kernelの versionは 2.2.16-

0vl1(http://www.kernel.org) である。直接 web サービスとは関係がないが、これらのサ

イトを回って、セキュリティホールなどの情報を知っておくと良いかと思う。また、

apache サーバは root(管理者権限) でしか設定ファイルの変更や再起動が出来ないよう

になっているので、apache の設定を変更する場合は、宮地研究室の UNIX 管理者 (net-

admin@aqua.jaist.ac.jp) に変更、再起動してもらうよう頼む必要がある。また、JAISTで

はファイアーウォールがあるので、外部からポート番号 8000番以内のポートをつつくこ

とが出来ない。このことにより、宮地研究室では、ポート 8080で webサービスを行って

いる。また、2000年の夏あたりから、SSLによるホスト認証、通信の暗号化が行えるよ

うにオリジナルの Apacheにパッチをあてたバージョンを用いている。ちなみに、SSLに

よる接続には、ポート 8443を用いている。

2.2 コンテンツ管理関係について

aqua(grampus)には、webコンテンツ管理用のユーザーである、webadmが設定されて

おり、通常はそのユーザーでログインし、web の内容を更新する。また、コンテンツの

バックアップ (具体的には、/WWW/html内の全部のファイル)を毎日行っている。５日前

までのバックアップを常時保存するようにしているので、もし誤ってファイル等を消して

しまった場合は、５日間前までに存在していたファイルに限り、復元することも可能であ

る。ちなみに、tarを用いて /WWW/backupディレクトにまとめてあり、gzipで圧縮もし

てある。

3 前提知識、必要となるソフトウエア

基本的に、HTMLと emacsを用いて textベースで htmlファイルを変更していくのが便

利であると思われる。そのためには、HTML 言語をあらかじめ使えるようになっている

と作業が楽である。また、セキュリティ確保のため、生のパスワードを出す telnetや r系

のコマンド (rlogin, rsh等), ftpは使えないように設定されているので、ssh系 (see. UNIX

マシンで”man ssh”) のコマンドを使用するようにしましょう。Windows で管理したい人

も、TeraTerm + SSHパッチなどを使うようにしましょう。どうしても textベースでの変

更が嫌いというならば、Microsoft Frontpageや IBM Homepage Builderなどのソフトを使

うことも出来ると思う。しかし、現時点ではそのようなソフト類は研究室で所有していな
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いので、購入してもらえるように先生に頼むか、もしくは個人で別途手に入れる必要があ

る。また、宮地研究室のトップページ (http://grampus.jaist.ac.jp:8080/miyaji-lab) で用いて

いるイメージ等には、Adobe Photoshopを用いて描かれているものもある。もし、現在の

イメージを変更する必要があるのならば、Photoshopを使って変更する、もしくは新たに

別のソフトで描き直す必要がある。ちなみに、Photoshopも研究室所有のソフトにはない

ので、これも個人で手に入れる、もしくは研究室で購入する必要がある。

4 ディレクトリ構成

基本的に、webadmユーザでコンテンツを変更していくことになる。まず、ホームディ

レクトリの中で大事なのは、

lrwxrwxrwx 1 webadm webadm 10 Jul 7 2000 html -> /WWW/html/

で あ る 。現 時 点 で は 、 http://grampus.jaist.ac.jp:8080/ で 表 示 さ れ る ペ ー ジ

は、/WWW/html/ と Apache で設定されており、このディレクトリにすべての宮

地研究室の webのコンテンツが入っている。また、宮地研究室では、日本語と英語の両

言語をサポートしている。であるので、統一した名前のつけ方 (ポリシー)として、*.html

を英語のコンテンツ、*-jp.html を同一の日本語のコンテンツとしている。このディレク

トリ (/home/webadm/html)の中にはさらに、

drwxrwxr-x 2 webadm webadm 4096 Mar 15 15:13 accept/

drwxrwxr-x 4 webadm webadm 4096 Jun 11 03:20 activities/

drwxr-xr-x 3 webadm webadm 4096 Jun 13 15:26 alumnus-theme/

drwxr-xr-x 9 webadm webadm 4096 Oct 13 2000 announce/

drwxrwxr-x 2 webadm webadm 4096 Apr 11 16:07 award/

-rwxr--r-- 1 webadm webadm 3640 Dec 28 00:38 back2.jpg*

drwxr-xr-x 8 webadm webadm 4096 Mar 8 17:45 cgi-bin/

drwxr-xr-x 4 webadm webadm 4096 Apr 4 2000 css99/

drwxr-xr-x 9 webadm webadm 4096 Sep 3 2000 images/

-rwxr-xr-x 1 webadm webadm 3429 Jun 11 03:15 index-jp.html*

-rwxr-xr-x 1 webadm webadm 2826 Jun 11 03:29 index.html*

drwxr-xr-x 3 webadm webadm 4096 Apr 11 18:25 intro/

drwxrwxr-x 4 webadm webadm 4096 Jun 18 09:52 isec/

drwx--x--x 24 webadm webadm 4096 Jun 7 16:33 lab/
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drwxr-xr-x 2 webadm webadm 4096 Nov 6 1999 link/

drwxr-xr-x 4 webadm webadm 4096 Apr 9 08:44 member/

drwxr-xr-x 4 webadm webadm 4096 Feb 25 21:46 misc/

-rw-rw-r-- 1 webadm webadm 259 Oct 11 2000 missing.html

drwxr-xr-x 7 webadm webadm 4096 May 25 15:56 miyaji-lab/

drwxr-xr-x 41 webadm webadm 4096 May 30 02:59 ob/

drwxr-xr-x 2 webadm webadm 4096 Jun 12 16:53 patent/

drwxr-xr-x 2 webadm webadm 4096 Sep 26 1999 rc5/

drwxr-xr-x 2 webadm webadm 4096 Apr 11 15:43 schedule/

drwxr-xr-x 6 webadm webadm 4096 Apr 30 20:35 seat/

drwxr-xr-x 4 webadm webadm 4096 Jul 23 2000 staff/

drwxr-xr-x 2 webadm webadm 4096 May 18 01:55 theme/

drwxr-xr-x 2 webadm webadm 4096 Sep 26 1999 thesis/

drwxr-xr-x 6 webadm webadm 4096 May 21 14:10 tmp-member/

drwx--x--x 3 webadm webadm 4096 Jul 10 2000 unofficial/

がある。大体ディレクトリ名でおおよその内容は推測できると思う。ちなみに、アドレ

ス (http://grampus.jaist.ac.jp/) で表示されるのは、“システム制御管理講座”のトップペー

ジであり、ファイルは/home/webadm/html/index.html である。

また、このディレクトリの中で二つつだけ特殊なディレクトリがある。

drwx--x--x 24 webadm webadm 4096 Jun 7 16:33 lab/

drwxr-xr-x 6 webadm webadm 4096 May 21 14:10 tmp-member/

である。この二つのディレクトリより下には、研究室のメンバのみが参照できるよ

うなプライベートなデータが置いてある。lab には正式に配属された人達、tmp-member

は、仮配属の人達のみが参照出来るのページである。そのため、このディレクトリだけ

は、Apacheの機能を用いて、パスワード認証をしている。具体的な設定方法については、

Apacheのマニュアルを見るのが早いと思う。一言だけ説明すると、各々のディレクトリ

の .htaccessファイルがそのパスワード認証等を設定するファイル、.restrictedファイルが

そのパスワードファイル (パスワードが暗号化されて入っている)である。
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5 aqua.jaist.ac.jpに入る方法

基本的に、セキュリティ上 aqua は r 系コマンド, telnet, ftp を受けつけないので、ssh,

scp等を使いましょう。

5.1 aquaに入って emacs等で作業をしたい人は？

UNIXな方は sshを使いましょう。

まず、画面を飛ばしたい方 (普通の UNIX端末のように一つのアプリケーションに一つの

ウインドウがつくようにしたい人)は、まず sshを用いてログインする前に、

% xhost +aqua

として下さい。(本当は、xhostは安全ではないので、xauthを使った方がいいのですが、

説明が面倒なので省略します。興味のある人は、man xauthで。)

そして、

% ssh -l webadm aqua

として、ログインしましょう。初めてログインする時は、

The authenticity of host ’is38e0m00’ can’t be established.

RSA key fingerprint is eb:a1:48:5c:88:b7:43:70:6d:17:9c:ae:3e:59:5f:55.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

と聞かれますので、yesと答えましょう。そして、ログインが成功したら、

% setenv DISPLAY [自分のマシン名:例 is38e0u??]

として下さい。あとは、普通に emacs等を起動して作業出来ます。

windows をお使いの方は、研究室所有の ASTEC-X を用いても同じようなことが出来

ます。まず、ASTEC-Xを付属マニュアルにしたがって、インストールしてください。そ

して、一旦 UNIXワークステーション (is38e????等)にログインします。そのとき、

#setenv —grep DISPLAY(csh系を使っている人)

#printenv —grep DISPLAY(bsh系を使っている人)
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とやって、DISPLAY=????????:?.? を覚えておいて下さい。そして、上記で述べたような

UNIXと同じようにするのですが、一つだけ違うのが、

% setenv DISPLAY [自分のマシン名:例 is38e0u??]

を、先程の値に変更することです。これにより、通常通り、emacsなども window表示

できることでしょう

また、window表示はできなくても構わないという人は TeraTERM Proに SSHパッチ

を当てるなどしても同様のことが出来ます。この方が断然楽だと思います。ただし、カー

ソルキー、バックスペースなど一部のキーは少し設定しないと効かない場合があるので、

注意が必要である。

5.2 他のマシンで作業して、ファイルだけ aquaに転送したい人は？

２つ方法があります。

(1)scpを使う方法 (See. man scp)

アップデートしたいファイルを tarなどのコマンドでまとめて、

% scp [送りたいファイル].tar webadm@aqua:˜/[送りたいディレクトリ先]

そして、aquaにログインして、tarで復元してください。

(2)どうしても ftpを使う方法 (推奨しません)

まずは、転送したいファイルを UNIXマシン上のディレクトリに置いて下さい。(例え

ば、SAMBAで aqua/JAIST-HOMEを使えば、簡単に windowsからも転送できます)。そ

して、一旦、aquaに上記で説明した方法でログインして下さい。そして、

% ftp [自分の UNIXマシン名]

として下さい。そうすると、自分のアカウント名とパスワードを聞かれますので、入力

します。ログインが正常に行われたら, getなどを使ってファイルを転送して下さい。
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(2)の注意点

基本的に、ftpを使うと、悪意あるユーザーがいた場合、パスワードが容易に求められま

す。この場合、自分のパスワードが漏れる可能性があることになります。ので、是非 (1)

の方法を使うことをお薦めします。

6 個別の対応について

基本的に、コンテンツを変更したい場合は、まずそのページのアドレスをチェックして

下さい。ここでは、例として http://grampus.jaist.ac.jp:8080/hogehoge/nazo.html を変更し

たいとします。その時、/WWW/に :8080以降の文字列を加えたものが、aqua上のファイ

ルとなります。つまり、この場合は、 /WWW/hogehoge/nazo.htmlを変更すればいいこと

になります。基本的に、すべてのファイルは、上記のルールに従えば大丈夫です。以下に

個別の対応について、すこし述べます。

6.1 学会に参加された人からレポートがおくられてきた時

２つのステップが必要です。まず、研究室外に公開しても良い部分だけを取り出して、

/WWW/html/announce/dat2/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/announce/dat2/index.html(英語)

からリンク参照できるように自由に追加して下さい。また、研究室外に公開しない部分も

含めたものを/WWW/html/lab/lecture/publication/close/(日本語)

から同様に参照できるように変更して下さい。決して、公開しないものを研究室外にもら

さないように注意することが必要です。

6.2 学会情報 (国際)をアップデートしたいとき

基本的に、学会情報は CGI を用いて WEB から直接追加できるようになっています。

(ただし追加だけです。変更、削除などは aquaにログインして直接ファイルを編集する必

要があります)

国際学会投稿の一番下の所に、入力フォームと (登録) ボタンがあります。ここに、パス

フレーズを入れると、情報追加モードに入ります。このあとは、誰でも説明なしでも簡単

に追加できると思います。一応、データファイルは /WWW/html/cgi-bin/annie/dbannie.dat

です。作者 (乙村さん) の README が、/WWW/html/cgi-bin/annie/readme にあります。
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興味のある人は、参照してみるのがいいでしょう。

6.3 学会情報 (国内)をアップデートしたいとき

/WWW/html/announce/1/index.html とそのファイル内でリンクされているファイルを

直接書き換えて下さい。

6.4 ミーティングの議事録を追加したいとき

その時のミーティングの議事録担当の方からメールが送られてきたら、そのファイルを

/WWW/html/lab/cgi-bin/record/datにコピーすれば終了です。ただ、その時、名前を西暦.

月.日 (例:2001.05.29)にして下さい。また、aquaでは JAIST-HOME(ワークステーション

の自分のホームディレクトリ)が参照できるので、UNIXでメールを見ている人は、以下

のようにすると簡単に出来ます。まず、UNIXのマシンでメールをテキスト形式であるこ

とを確認して、

% cp [メールのテキスト形式のファイル] ˜[ユーザー名]

そして、aquaにログインしてから、

% cp /misc/[ユーザー名]/???? /WWW/html/lab/cgi-bin/record/dat/2001.??.??

で出来ます。くれぐれも、UNIXマシン上のミーティング議事録のファイルを消すのを

お忘れなく。

6.5 論文情報を追加したいとき

基本的に２ステップ必要です。

1.「学会発表論文リスト」(http://grampus.jaist.ac.jp:8080/announce/dat/index-jp.html) の

変更

2.「宮地研究室年度別成果」(http://grampus.jaist.ac.jp:8080/activities/result-jp.html) の

変更

「学会発表論文リスト」は、年度別の論文のリストを表示しているだけです。

/WWW/html/announce/dat/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/announce/dat/index.html(英語)
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を適時変更して下さい。

「宮地研究室年度別成果」は年度別＋４つのカテゴリーに分類して表示しています。学術

論文、国際会議 (査読付き)、解説論文・招待講演、国内研究会発表論文で、学術論文 は

IEICEのジャーナル等、国際会議 (査読付き)は ASIACRYPTなどの国際学会、国内研究

会発表論文は ISECなどの論文に対応します。

http://grampus:8080/activities/result-jp.html(日本語)

http://grampus:8080/activities/result.html(英語、まだありません)

を直接変更して下さい。

6.6 宮地先生の紹介のページに情報を追加したいとき

ファイルは、

/WWW/html/staff/miyaji/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/staff/miyaji/index.html(英語)

にあります。先生の論文をWEB上から参照できるようにしてほしいと頼まれることがあ

ります。基本的に論文 (psファイルか pdfファイル)は、/WWW/html/staff/miyaji/PaperPS/

に置きましょう。

6.7 新Ｍ１が入ってきたのでメンバ、座席表のページを変更したいとき

ファイルは、

/WWW/html/member/index-jp.html(メンバリストの日本語)

/WWW/html/member/index.html(メンバリストの英語)

/WWW/html/seat/index-jp.html(座席表の日本語)

/WWW/html/seat/index.html(座席表の英語)

にあります。適時変更して下さい。また、座席表の図は、VISIO2000を使って描かれて

います。Luna/Home/webadm にファイルが入っていると思います。チェックしてみて下

さい。

6.8 研究室紹介ページを変更したいとき

ファイルは、

/WWW/html/intro/index-jp.html(日本語)
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/WWW/html/intro/index.html(英語)

です。

6.9 研究活動計画のページを変更したいとき

ファイルは、

/WWW/html/schedule/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/schedule/index.html(英語)

です。基本的に、上半期と下半期の２つがあります。画像は、VISIOを使って書かれてい

ます。この画像も変更したい場合は、/Luna/Home/webadmを覗くと、ファイルが転がっ

ているかもしれません。

6.10 対外的なものを (サマースクール等)を追加したいとき

そういうときは、対外活動のページ (http://grampus.jaist.ac.jp:8080/activities/index-

jp.html)に載せるのが良いでしょう。ファイルは、

/WWW/html/activities/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/activities/index.html(英語)

です。現在は、

サマースクール情報

応募した暗号技術

シンポジウム、研究会

外部講演 (研究科セミナー等)

が載っています。

6.11 (博士前期過程、後期過程の人の)研究テーマを変更したいとき

http://grampus.jaist.ac.jp:8080/theme/m2-theme-jp.html(前期過程の日本語)

http://grampus.jaist.ac.jp:8080/theme/m2-theme.html(前期過程の日本語)

http://grampus.jaist.ac.jp:8080/theme/dr-theme-jp.html(後期過程の英語)

http://grampus.jaist.ac.jp:8080/theme/dr-theme.html(後期過程の英語)

があります。それぞれファイルは、

/WWW/html/theme/m2-theme-jp.html(前期過程の日本語)

/WWW/html/theme/m2-theme.html(前期過程の英語)
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/WWW/html/theme/dr-theme-jp.html(後期過程の日本語)

/WWW/html/theme/dr-theme.html(後期過程の英語)

を編集して下さい。

6.12 研究履歴を追加したいとき

ファイルは、

/WWW/html/theme/alumnus-theme/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/theme/alumnus-theme/index.html(英語)

を編集して下さい。

6.13 特許リストを追加、更新したいとき

ファイルは、

/WWW/html/patent/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/patent/index.html(英語)

を編集して下さい。

6.14 受賞暦に新たに追加、もしくは更新したいとき

ファイルは、

/WWW/html/award/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/award/index.html(英語)

を編集しましょう。

6.15 修了生一覧を編集したいとき

ファイルは、

/WWW/html/ob/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/ob/index.html(英語)

を編集しましょう。
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6.16 学会アクセプト率を編集したいとき

ファイルは、

/WWW/html/accept/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/accept/index.html(英語)

を編集しましょう。

6.17 リンク集などを編集したいとき

ファイルは、

/WWW/html/misc/index-jp.html(日本語)

/WWW/html/misc/index.html(英語)

を編集しましょう。

6.18 研究室のメーリンングリストのページを更新したいとき

ファイルは、

/WWW/html/ab/ml/index.html(日本語)

を編集しましょう。

6.19 デジカメで写真を取りました。写真館に載せたいとき

ひとまず、デジカメから window 等のマシンに転送しましょう。これは、デ

ジカメのマニュアルをみれば分かると思います。このあと、WebAlbumCre-

ater(http://www2a.biglobe.ne.jp/ fukatsu/soft/index.htm) などをインストールして、

きれいに出力しましょう。使い方は簡単だと思います。それから、その全部の

ファイルを /WWW/html/lab/photo/ のディレクトリの中に適当な名前を作ってそ

の中に入れて、そのディレクトリの中の index.htm ファイルが参照されるように、

/WWW/html/lab/photo/index.html を変更すれば終わりです。
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