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インターネットとは？ インターネットとは？ 

世界中のコンピュータネットワークをつなぐネットワーク 

愛媛大ネットワーク 

地球系ネッ
トワーク 

ネットワークA ネットワークB 

ネットワークC 



なぜネットワークが必要か？ なぜネットワークが必要か？ 

• 迅速なデータ交換手段 

– 膨大な観測，計測，分析データ 

– 膨大なシミュレーションデータ 

– 膨大な画像データ 

– リアルタイム観測・解析 
 

• 強力な情報発信，交流手段 

– 教育・研究には不可欠 
 

• 社会的なニーズも大きい 



上手に利用するために 上手に利用するために 

• ユーザーも最低限の知識を身に付けた上で安全に
利用しよう． 

 

• 大学のインターネット環境は「超」優秀 
 

• インターネットは世界中で共有されていることを
忘れずに． 
– 利便性と危険性は隣合わせ 

 

• 基礎知識の不足や誤った使い方により，思わぬ問
題に巻き込まれることも・・ 
– 自分だけではなく，他人にも迷惑 



このガイダンスでは このガイダンスでは 

ガイダンスの中身 
・地球系ネットワークと管理体制の紹介 

・利用可能なサービス 
– 最低限必要な用語と使い方の解説 

・各種手続きのルールと手順 

・ネットワーク利用心得 

 

ガイダンスで知ってもらいたいこと 
・情報ネットワークの概略 

・電気，ガス，水道などのネットワークと違い 

   使用者の「自己管理」によって維持 



地球系ネットワークと 

その管理体制 



地球系ネットワークの位置づけ 地球系ネットワークの位置づけ 

情報メディアセンター 

WAN 



愛媛大学のネットワーク 愛媛大学のネットワーク 

• 全学ネットワークシステム（無線LANも含む） 

– 学生証番号でログイン・認証するもの 

– メディアセンターが管理・運用 

– 各学部・学科内のルータ (ゲートウェイ) までを管理 

 

• 地球科学系ネットワーク 

– 特別な認証をせずに研究室で使えているもの 

– 学科内のルータから研究室入口までを管理 

– 研究室入り口から各自ユーザ機器までは 

   ユーザ一人一人の自己管理(管理責任は各教員) 

– 管理主体は地球科学系ネットワーク委員会 



地球科学系ネットワークの管理体制 地球科学系ネットワークの管理体制 

•地球系ネットワーク委員会(netcom) 
– 政策の立案・施行 
– 各種機器登録、ユーザ登録、アドレス管理 

 
•各種サーバ技術支援 

– 理学部ホームページサーバ(webserv.sci)は理学ネッ
トワーク委員会が管理 

– メールサーバ(mserv.sci)は地球系ネットワーク委員
会が管理 
 

•各教員（院生・学部生その他） 
– 端末の維持・管理(ハードウェア・ソフトウェア) 
– 各居室内のネットワークの維持・管理 



地球系ネットワーク委員会(netcom) 地球系ネットワーク委員会(netcom) 

・政策立案，施行 

・201７年度メンバー 

 委員長：   山本明彦 

 本館担当：   森 寛志，山本明彦 

 総合研究棟担当：  亀山真典（山田 朗） 

 事務担当：   1名 

 学生担当：   数名 

・問い合わせ先： g-netcom@sci.ehime-u.ac.jp 

・ホームページ(各種掲示)： 
http://earth.sci.ehime-u.ac.jp/ 



利用可能なネットワークサービス 



利用可能なネットワークサービス 利用可能なネットワークサービス 

•DNS (Domain Name System) 

– IP アドレス⇔ドメイン名の変換 

•電子メール  
– メールの送信(Simple Mail Transfer Protocol) 

– メールの受信(Post Office Protocol など) 

•WWW (World Wide Web) 

•SSH (Secure Shell) 

などなど 

それぞれの仕事をしている計算機＝サーバ 



  サーバ・クライアントシステム   サーバ・クライアントシステム 

依頼 

処理 

クライアント サーバ 



ネットワークに接続する一般的手順 ネットワークに接続する一般的手順 

1. IP アドレスの取得 

– 自動的に取得（DHCP サービス）ふつうはこれ 

– サブネット管理者から取得(ルータ使用)  

– netcom経由で取得  

IPアドレスとメールアドレスは別物！ 

 

2. DNS へ登録 

– 学部ドメイン（nserv.sci.ehime-u.ac.jp）
に登録 

– 学部ネットワーク委員の手動登録 



接続するため & 使うための最低限の知識 接続するため & 使うための最低限の知識 

•IPアドレス 
 

•ネットマスク 
 

•ゲートウェイ 

 

•ホストネームとドメインネーム 

 

いずれも，自分のPCのネットワーク設定の際に 

必要な情報 



IP アドレス IP アドレス 

•IPアドレス：計算機を特定するための ID 番号 
– 所属ネットワーク内での住所 

– 32ビットの2進数で表現．8ビットずつドットで区切り
10進表示 

   10000101 | 01000111 | 00110100 | 10101100  

      → 133.71.52.172 

•ネットマスク：ネットワーク ID とホスト ID を識別 
– 所属ネットワークの範囲を指定 
   11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000  

     → 255.255.255.0  

•ゲートウェイアドレス：所属ネットワークの玄関口 
   例：133.71.52.254 (理学部本館４階) 

本来はこんな「わけわか」な数字で識別されている 



ホストネームとドメインネーム ホストネームとドメインネーム 

•コンピュータの「姓名」 (FQDN：完全修飾ド
メイン名) 
– IPアドレス（番号）だけでは覚えにくい 

– 名前なら覚えやすい (姓名をつける！) 

– 133.71.240.218  =  mserv.sci.ehime-u.ac.jp 

 

•IP アドレス（番号）と姓名（名前）との対応づ
けが必要 

これをやってくれるのが 

ドメインネームシステム(DNS)サーバ［ネーム
デーモン］ 

例：bind（Linux系） 



DNS (Domain Name System) DNS (Domain Name System) 

•ホスト名とIPアドレスを対応させる 
(FQDN) 

abc.sci.ehime-u.ac.jp  
ホスト部（名）                         ドメイン部（姓）  

 

ホスト名 

IPアドレス 

クライアント DNSサーバ 



愛媛大学のネットワークとIPアドレス 愛媛大学のネットワークとIPアドレス 

理学部１F 

１３３．７１．４９． 

理学部５F 

１３３．７１．５３． 

理学部４F 

１３３．７１．５２． 

理学部３F 

１３３．７１．５１． 

理学部２F 

１３３．７１．５０． 

情報メディアセンター 

１３３．７１． 

IPアドレス（グローバルIP） 
133.71.52.37 
133.71 : 愛媛大学 
52 ： 理学部本館４階 
37 ：川嵜さんのコンピュータの 
        とある1台 
 
ホスト、ドメインネーム 
kawasaki.ehime-u.ac.jp 
kawasaki : コンピュータ名 
sci : 理学部（に関連する場所) 
ehime-u : 愛媛大学(組織名) 
ac : 教育機関 
jp : 日本 

33 

愛媛大学のLAN 

WAN 

理
学
部
本
館
系 

他
学
部
・部
局 

総合研究棟１F 

１３３．７１．５６． 

総合研究棟５F 

１３３．７１．６２． 

総合研究棟４F 

１３３．７１．６１． 
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全学無線LAN 地球系ネットワーク 

でカバーする範囲 



ネットワークの仕組み ネットワークの仕組み 

•基本はTCP/IP 

 

•ネットワークの概略 

133.71.52.xxx（IPアドレス） 

133.71.52.254（本館４階ゲートウェイ） 

255.255.255.0（ネットマスク） 

外部のネットワークへ 

www 

FTP E-mail 

TCP/IP 



TCP/IP TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol（通信規約の１つ） 

パケットによる転送 

IPヘッダ：送り先と送り元の情報 

TCPヘッダ：データの種類や信頼性の情報 

全データ 

TCP/IP 
パケット 

分割 



ネットワーク接続ができると… ネットワーク接続ができると… 

•ホームページの閲覧 

 

•電子メールの送受信 

 

•データやファイルのやり取り 

 

•リモートホストへのログイン 

 

•その他… 



WWW (World Wide Web) WWW (World Wide Web) 

•ホームページの掲載・閲覧 

WWWサーバ クライアント 

見せて 

OK 

•サーバの働き 

– 要求された html ファイルを転送 

– アクセスコントロール 



電子メール 電子メール 

• 計算機を介した手紙 

 

これ、おくって 

は～い 

メールサーバ クライアント 



電子メール 電子メール 

•サーバの働き 
– 送受信制御 （サーバ・サーバ間） 

  SMTP: Simple Mail Transfer Protocol 

 

– 受信メールの管理 （サーバ・クライアント間） 

  POP: Post Office Protocol 

 あるいは 

  IMAP: Internet Message Access Protocol 



電子メール 電子メール 

地球系ネットワーク委員会で管理しているもの 

•メールサーバ 

 mserv.sci.ehime-u.ac.jp (133.71.240.218) 

•メールアドレス 

 だれそれ@sci.ehime-u.ac.jp 

 

それ以外の電子メールにもアクセス可能 

• 全学メール (office365) 

• 他にもいろいろ (gmail とか) 

mailto:だれそれ@sci.ehime-u.ac.jp
mailto:だれそれ@sci.ehime-u.ac.jp
mailto:だれそれ@sci.ehime-u.ac.jp
mailto:だれそれ@sci.ehime-u.ac.jp


電子メール 電子メール 

•メールアドレス (Generic Address) 

username@sci.ehime-u.ac.jp 

（@以下は姓のみ、通常はこちらを使う） 

(配送先はDNS<MX>で指定される-->mserv) 

 

•メールアドレス(Non-Generic Address) 

username@hostname.sci.ehime-u.ac.jp 

（ @以下は姓名、hostnameが変わると不利） 

(ダイレクトに配送される) 

 



ネットワークに接続する 
ための手順(接続手続き) 



接続するための手順（一般ユーザ向け） 接続するための手順（一般ユーザ向け） 

最近は多くの場合、 

•「ネットワークのケーブルを刺すだけ」とか 

•「無線LANの設定をするだけ」とか 

でOKになっているはずです。 

 

その理由は、接続に必要な設定を自動的に行うよ
うな「仕掛け」が用意されているからです。 

（それがDHCP; Dynamic Host Configuration Protocol） 

 

そうなっていないところでは、手動で設定が必要
です。（詳細は次のスライドで） 



ネットワークにつなぐための設定 ネットワークにつなぐための設定 

•ホストネーム 
 

•IPアドレス（所属ネットワーク内での住所） 

 
•ネットマスク（所属ネットワークの範囲を指定） 

 
•ゲートウェイアドレス（所属ネットワークの玄関口） 

 
•DNSサーバアドレス（インターネット上の「電話帳」） 

 

DHCP はこれらの設定を自動でやってくれる。 

そうでなければこれらを手で入力する必要あり。 



手動で接続するために必要な設定情報 手動で接続するために必要な設定情報 

・IPアドレス：ネットワーク委員より貸与 
      例：133.71.52.37 
・ネットマスク：全館共通 255.255.255.0 
・ゲートウェイ：各ゲートウェイ(≒各階)で共通 
      貸与されたIPアドレスの最後の数字を254に 
      例：133.71.52.254，133.71.56.254 
・ホストネーム(コンピュータ名)：自分の機器(PC)の名前 
     - 大学内の他の機器名と重複しない名前なら何でも可 
     - PCの型番ではない！ 
・ドメインネーム：sci.ehime-u.ac.jp 
・DNSサーバ：133.71.240.1、133.71.240.2、 

   133.71.240.227 から複数を 

間違った設定で接続してしまうと、その階の 

ネットワーク全体をダウンさせることがあります!! 



メールをやりとりするための設定 メールをやりとりするための設定 

だれそれ@sci.ehime-u.ac.jp のメールを読み書きするには 

 

メールソフトの設定 (Windows Live Mail, Thunderbird など) 

– ユーザー名・パスワードは、ネットワーク委員から貸与
される (申請は指導教員経由で) 

 

– サーバのホスト名 (IPアドレスでの指定も可) 

 POP  ：mserv.sci.ehime-u.ac.jp（ポートは110が標準） 

 SMTP：mserv.sci.ehime-u.ac.jp（ポートは２５が標準） 

  

– 読み出しプロトコルの選択 

 POP3 あるいは POP3s (IMAP は使えるけど非推奨) 

 

– その他 (機種，ソフトに依存) 

mailto:だれそれ@sci.ehime-u.ac.jp
mailto:だれそれ@sci.ehime-u.ac.jp
mailto:だれそれ@sci.ehime-u.ac.jp
mailto:だれそれ@sci.ehime-u.ac.jp


地球系メーリングリスト 地球系メーリングリスト 

       使用例： g-xxxx@sci.ehime-u.ac.jp 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 g-xxxx          配送されるグループ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 g-teach 理工学研究科の専任教員および兼担教員 

 g-esteach 理工学研究科の専任教員 

 g-jimu 地球科学事務専用 

 g-office 地球系事務、事務補佐、研究補佐等の関係者 

 g-3nen          ３年生、希望者のみ 

 g-4nen          ４年生全員 

 g-master       修士全員 

 g-doctor        博士全員 

 g-pdcoe        PD,COE etc  

 g-staff 全教職員 

 g-student      学生・院生全員 

 g-all              地球系の全構成員 

 g-ta               TA 関係者専用 

 g-sci sci ドメイン業務連絡専用、投稿不可 

 g-netcom      地球系ネットワーク委員会 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  



ネットワーク接続でわからなくなったら ネットワーク接続でわからなくなったら 

地球科学科トップページから 

「ネットワーク接続（学内限定）」のページを 

参照してください。 



ネットワーク利用上の注意 



ネットワーク利用上の注意 ネットワーク利用上の注意 

•ルールと良識にしたがって 

 

•自分が困らないように 

   (他のミスによる被害も無保証) 

 

•人に迷惑をかけないように 

 

•ネットワークは基本的に無保証 
 

•ルータより先（自分側）はボランティアが運営 



ウィルス・ワーム対策 ウィルス・ワーム対策 

•添付ファイル付きメールには要注意！ 
– 知人からのメールであっても慎重に！ 

– 差出人が詐称されているかも (ものすごく簡単にできます) 

 

•ダウンロードファイルにも注意！ 
– エクスプローラ経由で感染することも！ 

 

•セキュリティホールを作らない！放置しない！ 
– ウィルス監視ソフトの定義ファイル，OS（特に

Windows）の update を頻繁に行う 

– もはや Windows XP を使ってはいけません！ 

– 不用意にサーバを立ち上げると危険 
（万全なファイアウォールの設定が不可欠） 



セキュリティ対策(情報管理) セキュリティ対策(情報管理) 

・ファイル共有に注意 
   windowsのファイル共有は注

意して使用 

・ファイル交換ソフトを使
用しない 

   winnyなど，P2P系ソフトは
極力使わない 

・デスクトップログインに
パスワード設定 

・電子メール(添付ファイ
ル)に重要情報(個人情報)
を記さない 

   電子メールの中身はどこで洩
れるか分からない 



セキュリティ対策(安全・情報管理) セキュリティ対策(安全・情報管理) 

•パスワード管理には要注意！ 

– アカウントの貸し借りは絶対にしない 

– 安易なパスワードは避ける 

 悪例）個人情報から類推可能なもの，辞書にある単語 

「パスワード破り」の常とう手段は「辞書に載っている
単語を手当たり次第に試す」こと 

– パスワードを平文で流さない：盗聴対策 

•リモートログインにはSSH（secure shell）を使う 

•使い捨てパスワード（OTP）の利用 

•POP3s、IMAPsに対応したメールソフトの利用
（ただのPOP3やIMAPでは盗聴される危険が大） 

•wwwで個人情報を入力するなら https://で 



ユーザとしての最低義務 ユーザとしての最低義務 

・OSのアップデート(特にwindows)を行い，最新
の状態を常にキープしておく 

 もはやアップデートが提供されないWindows XP は使用不可に 

・ウィルス対策ソフトを「必ず」インストールし
て，かつ，常に最新のウィルス定義ソフトを使
用する． 

 
以前のウィルスは，その存在を誇示する目的のものが大半 

 → 感染がはっきり分かる 

現在は，より「実用的」な目的に移行しつつある 

(個人情報の取得，フィッシングなど) 

 → 感染が分かりづらくなっている 

 



ソフトウェアライセンス ソフトウェアライセンス 

・市販のソフトウェアは，１パッケージに対して 

   １台の機器に利用化 (ソフトウェアのライセンス) 

         → パッケージの他へのインストールは 

              (基本的に)不可・不法 

 

・現在，フリーソフト(無償)も多種利用可能 

       例えば， 

       Microsoft Word, Excel, PowerPoint → 25000円程度 

       LibreOffice → 無料 (Microsoft Office ファイルと大体互換) 

  他にも安価な「互換ソフト」(Kingsoft Office とか) がある 

 

・研究上で必要なソフトウェアは，指導教員に相談のこと。 

 「地球教室のみんな用に購入済みソフト」など存在しません!! 
  あるいは Office365 の「クラウドサービス」を使うとか 



電子メール利用のススメ 電子メール利用のススメ 

地球科学教室では現在、事務連絡の大半が地球系
メーリングリストを通して行われている。 

 

•必ず電子メールをチェックしましょう 

 

•特に地球系メーリングリストに登録されたアド
レスのメールのチェックは忘れずに 

 

•研究室でのPC環境については、各教員に相談す
ること 
 



安全・快適な電子メールのために 安全・快適な電子メールのために 

「送る前に相手の立場で読み返す」 
 

無愛想なメール：顔の表情までは伝わらない。 

 

読めないメール (文字化け) 

・改行に注意 (長すぎる行も文字化けの原因に) 

・絵文字は使わない (全ての機種で対応してる訳がない) 

 

一部のメールソフト (Windows Live Mail など) では、
標準の設定が ダメダメすぎる 

 

長すぎ/重すぎ/多すぎメール 

あて先，返信先を間違ったメール 



情報ネットワークは自己管理 情報ネットワークは自己管理 

・高度なインターネット技術を 

    安易に利用可能 

 

・業者の管理ではない 

    学内ボランティアによる管理 

 

・一人の管理不徹底がネットワーク 

    全体に被害を及ぼす 



困ったときには 困ったときには 

•地球系ネットワークについては・・・ 

– ネットワーク委員会(netcom)へメールを送る 

  g-netcom@sci.ehime-u.ac.jp 

 

– どうしようもない時は直接 netcom 関係者へ 

 

•全学ネットワークやメディアセンター端末
については・・・ 

– メディアセンターへ 
 

事務室には問い合わせないように！ 



参考文献 参考文献 

「インターネット」，村井純，岩波新書 
 

「インターネットII 次世代の扉」，村井純，岩波新書 

 

「ブロードバンド時代のインターネットセキュリ
ティ」，山口英，岩波科学ライブラリ８５，岩波書店 

 

「図解でよくわかるネットワークの重要用語解説」,     
きたみりゅうじ,  技術評論社 



参考URL 参考URL 

•地球系ネットワーク委員会 
– http://earth.sci.ehime-u.ac.jp/network/ 

– g-netcom@sci.ehime-u.ac.jp 

 

•地球系関連ホームページ 
– http://earth.sci.ehime-u.ac.jp/ (地球科学科) 

– http://www.grc.ehime-u.ac.jp/  (GRC) 

– http://www.cmes.ehime-u.ac.jp/ (CMES) 


