
我々が話している言語と同じように、プログラ

ミング言語を習得するいちばんの近道は日常

的に使うことだと思います。そして、スクリプト

も一種のプログラミング言語であることにち

がいはありません。毎回同じ処理を繰り返して

いる自分に気づいたり、機械的で単調な作業

をすることに少しでも面倒くささを感じたりし

たときは、すぐにスクリプトを書く。そんな習慣

を身に付けていけば、どんどんスクリプトを使

いこなせるようになっていくことでしょう。

by  菊池英明

本パートでは、Webサイトへのアクセスを制限するときに

便利なパスワード管理用スクリプトを紹介する。スクリプトは2つあり、

1つはパスワード・ファイルを自動生成するシェル・スクリプト、

もう1つはパスワード変更用のCGIスクリプト（Perlで作成）だ。

これらのスクリプトを併用することで、

煩わしいパスワード管理を省力化することができる。

Web
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Webサイトへのアクセスを制限したい管理者必見!

Part 5
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スクリプトの使いどころ

筆者の場合、Linuxを使っているときは、必

ずと言っていいほどスクリプトを書いている。

研究のためのスクリプトを作成することが多い

が、そのほかにもスクリプトが重宝する場面は

多々ある。例えば、筆者はWebを利用したオ

ンライン・テストを授業の中で行っているが、そ

のテストの作成と採点、さらに結果を整理して

学生の成績を管理するといった作業にスクリ

プトを活用している。

実はスクリプトで難しいのは、その使いどこ

ろだ。スクリプトを作るよりもコマンドを繰り返し

実行したほうが早かったとか、手の込んだスク

リプトを作ったのに使ったのは1回だけだった

という経験は筆者にも数多くある。それでも、

繰り返しの多い単純作業をやるはめになる

と、「スクリプトで何とかできないだろうか」と考

えるのが習慣となっている。

Apacheのベーシック認証

現在、筆者は勤務先の大学でWebサーバ

の管理を任されている。Webページは普通で

きるだけ多くの人間に見てほしいものだと思

うが、逆にWebページにアクセスできるユーザ

ーを制限したいことも多い。

筆者が管理するサーバで言えば、学生に教

材を公開したり、先述したオンライン・テストを

実施したりするときがそうだ。講座の受講生

以外の人間に教材やテストを見られては困る

ため、Webページへのアクセスを制限している。

アクセス制限を簡単に行う手段として便利

なのが、WebサーバのApacheに備わる「ベー

シック認証」機能だ。この機能を使えば、パス

ワード入力方式によるユーザー認証が行える

ようになる。ベーシック認証を利用するには、

Apacheの設定ファイルであるhttpd.confファ

イルに例1のような設定を記述し、htpasswd

コマンドを実行してパスワード・ファイルを作成

すればよい（例2）。



パスワード登録の自動化

ベーシック認証を利用するユーザーの数が

4、5人程度の場合は、管理者がhtpasswdコ

マンドをコマンドラインで人数分繰り返し実行

してもよい。しかし、ユーザー数が50人ともな

ると手作業でそれを行うのは大変だ。

そこで筆者は、パスワード・ファイルを自動的

に作成するシェル・スクリプト「do_htpasswd.

sh」を作った（例3）。

このスクリプトは、例4のようなmember.csv

ファイルからユーザー名とパスワードを抽出し

て、それらをhtpasswdコマンドの引数にする。

スクリプトの実行結果（ユーザー名と暗号化さ

れたパスワード）は標準出力（通常はモニタ）

に出力されるので、それを例5のようにリダイレ

クト※1記号「>」でパスワード・ファイルに保存す

ればよい。これにより、パスワード・ファイルを1

回のコマンド操作で作成できる。

ちなみに、member.csvファイルに記述され

ているパスワードは、ユーザーの生年月日で

ある。むろん、そのようなパスワードを使い続

けるのは、セキュリティ上望ましくない。

そこで、ユーザーが自分でパスワードを変更

するためのWebページも用意した（画面1）。こ

のWebページは、例6のHTMLファイルによっ

て表示される。そして、画面1の「変更」ボタン

をクリックすると、Webサーバがパスワード変

更用のCGIスクリプト※2を実行するという仕掛

けになっている。

※1 リダイレクトは、データの入力元や出力先を変えること。入力元の変

更は「<」、出力先の変更は「>」という記号（リダイレクト記号）で行

える。例5では、スクリプトの出力をファイルに書き込むために「> ファ

イル名」と指定して出力先をファイルにしている。

※2 CGI（Common Gateway Interface）は、Wenbサーバが別なプ

ログラムを呼び出して実行するための仕組み。この仕組みを使って

実行されるプログラムを、CGIプログラムと呼ぶ。また、スクリプト言

語で書かれたCGIプログラムはCGIスクリプトと呼ばれる。

すぐに使える
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<Directory "/usr/local/apache2"> 
AuthType Basic
AuthName "User Authentication"
AuthUserFile htdocs/.htpasswd
Require valid-user

</Directory>

※A /usr/local/apache2は、バージョン2のApacheをソース・コードからインストールした際に、標準で設定されるサー
バ・ルート・ディレクトリ。パッケージを使ってApacheをインストールした場合は、この行のディレクトリのパスを
/var/www/htmlなどのWebコンテンツ・ディレクトリに読み替えていただきたい。

例1：「httpd.conf」ファイルの設定例（一部抜粋）

画面1：パスワード変更用入力画面（Webページ）

% cd /usr/local/apache2
% htpasswd -c htdocs/.htpasswd kikuchi
New password:
Re-type new password:
Adding password for user kikuchi

※A 「-c」は指定したパスワード・ファイルを作成するためのオプション。既存のパスワード・ファイルにユーザーのパスワ
ードを追加するときはこのオプションは不要。

例2：htpasswdコマンドの実行例

#!/bin/sh

#  variable
HTTPD_DIR="/usr/local/apache2"

#  main
for line in `cat $1`
do

USER=`echo $line | cut -f1 -d','`
PASSWD=`echo $line | cut -f2 -d','`
$HTTPD_DIR/bin/htpasswd -nb $USER $PASSWD

done

※A サーバ・ルート・ディレクトリのパスが異なる場合は、この変数の設定を適宜正しいパスに変更する必要がある。

例3：「do_htpasswd.sh」スクリプト

j3c123,19750905,
j3c227,19710402,
j3d036,19770503,
j3d089,19730231,

例4：member.csvファイルの内容

% ./do_htpasswd.sh member.csv > /usr/local/apache2/htdocs/.htpasswd

例5：「do_htpasswd.sh」スクリプトの実行例

①

サーバ・ルート・ディレクトリ（Apacheの設定ファイルでルート・
ディレクトリと見なされるディレクトリ。本稿では/usr/local/apa
che2ディレクトリ※A）以下に、下記の設定を適用する

ベーシック認証を利用する

パスワード・ファイル「htdocs/.htpasswd」に
ユーザーkikuchiのパスワードを登録※A

パスワードを入力
確認のためもう一度パスワードを入力
ユーザー登録完了のメッセージ

「do_htpasswd.sh」スクリプトの実行結果を「/usr/local/
apache2/htdocs/.htpasswd」ファイルに書き込む

htpasswdコマンドの引数に変数USER
と変数PASSWDを指定して実行。ここで
指定した「-n」は実行結果をファイルではな
く標準出力（通常は画面）に出力するた
めのオプション。「-b」はユーザー名とパス
ワードを引数で指定するためのオプション

変数lineの値を「,」で区切り、第2フィール
ド（パスワード）を変数PASSWDに格納

サーバ・ルート・ディレクトリ（例1※A参照）に移動

この認証のタイトルを設定
ベーシック認証に用いるパスワード・ファイルを設定
パスワード・ファイルに登録されている全ユ
ーザーにWebサイトへのアクセスを許可

変数lineの値を「,」で区切り、第1フィール
ド（ユーザー名）を変数USERに格納

スクリプト実行時の1番目の引数（ファイ
ル名）の内容を1行ずつ変数「line」に格
納して、各行に対して以下のdo～done間
の処理を実行

サーバ・ルート・ディレクトリ（例1※A参照）
のパスを変数HTTPD_DIRに格納※A

ユーザー名 パスワード（生年月日）
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が見つかれば、エラー・メッセージを表示する

ための処理（例7-⑤、⑥）が行われ、パスワー

ドは更新されない。なお、ユーザー名と現在の

パスワードのチェック（例7-⑦）には、例7-⑧で

定義されている関数で作成したハッシュ・リス

ト（例7の※A参照）を用いている。

パスワード変更処理

チェックの結果、入力された情報に誤りが

なければ、ハッシュ・リスト→member.csvファ

イル→ベーシック認証用パスワード・ファイルの

順にパスワード・リストが更新される。

member.csvファイルを更新するのは、パス

ワード・ファイルの更新処理（例7-⑩）で、例3の

シェル・スクリプトを流用しているためだ。例3の

シェル・スクリプトは、member.csvファイルの内

容を基にパスワード・ファイルを生成する。その

ため、パスワード・ファイルを更新するには、先

にmember.csvファイルを更新しておく必要が
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入力情報のチェック

それでは、画面1から呼び出されるパスワー

ド変更用のCGIスクリプト「chg_passwd.cgi」

を紹介しよう（例7）。紙幅の都合もあるので、

本稿ではポイントとなる部分のみを説明する。

chg_passwd.cgiは、画面1でユーザーが入

力した情報をWebサーバ経由で受け取り、変

数に格納する。その処理が例7-①だ。ちなみに、

例7-①の処理では、PerlのCGIライブラリの機

能を利用している。CGIライブラリは、CGIスク

リプトで必要となる機能を提供するファイル

だ。このライブラリを使うことで、CGIスクリプト

を短いコードで作成できるようになる。

受け取った情報を基にパスワードを更新す

る部分は、通常のスクリプトと同じ要領で書い

ていけばよい。

まず最初にしなければいけないのは、ユー

ザーが入力した情報に誤りがないかどうかの

チェックだ（例7-②、③、④）。ここで入力に誤り

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>パスワード変更</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#DDD8D8">
<CENTER>ユーザ名とパスワードを入力して下さい。</CENTER>

<FORM NAME="form" METHOD="POST" ACTION="chg_passwd.cgi">
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0" WIDTH="100%">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="action" VALUE="login">
<TR>
<TD ALIGN="right">ユーザ名:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="user" VALUE="" SIZE="10" MAXLENGTH="9"></TD> 
</TR>
<TR>
<TD ALIGN="right">古いパスワード:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="passwd" VALUE="" SIZE="10" MAXLENGTH="8"></TD>
</TR>
<TR>
<TD ALIGN="right">新しいパスワード:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="newpasswd1" VALUE="" SIZE="10" MAXLENGTH="8"></TD>
</TR>
<TR>
<TD ALIGN="right">新しいパスワード（確認）:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="newpasswd2" VALUE="" SIZE="10" MAXLENGTH="8"></TD>
</TR>
</TABLE>
<CENTER>
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="変更">
</CENTER>
</FORM>

</BODY>
</HTML>

例6：パスワード変更画面（画面1）のHTMLソース

フォームに入力された情報をchg_passwd.cgiスクリプトに送信するための設定①

変数userに入力情報を格納

変数passwdに入力情報を格納

変数newpasswd1に入力情報を格納

変数newpasswd2に入力情報を格納

画面1の「変更」と書かれたボタンのコード。このボタンを押すと、上記の各変数
に格納された情報を①で指定されたchg_passwd.cgiスクリプトに送信される



すぐに使える
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#!/usr/bin/perl

# use CGI package(cgi-lib.pl)
use lib 'lib/cgi-lib';
use CGI;

# variable
$httpd_dir="/usr/local/apache2/";
$do_htpasswd_script = $httpd_dir."usr/do_htpasswd.sh";
$member_csv = $httpd_dir."usr/member.csv";
$passwd_file=$httpd_dir."htdocs/.htpasswd";

$query = new CGI;
$user = $query->param('user');
$passwd = $query->param('passwd');
$newpasswd1 = $query->param('newpasswd1');
$newpasswd2 = $query->param('newpasswd2');

# main routine
if(($newpasswd1 eq "")||($newpasswd2 eq "")||($newpasswd1 ne $newpasswd2)){

$out="新しいパスワードを正しく入力してください。";
}else{

&load_member_csv;
if(exists $member{$user}) {

if ($member{$user}->[0] eq $passwd) {
$member{$user}->[0] = $newpasswd1;
&update_member_csv;
&do_htpasswd;
$out="パスワードは正常に変更されました。";

}else{
$out="パスワードを正しく入力してください。";

}
}else{

$out="このユーザ名[".$user."]は登録されていません。"; 
}

}
&output;

# sub-routine
sub load_member_csv {

open(MEMBER, "< $member_csv");
while (<MEMBER>) {

@lines = split(/,/);
$member{$lines[0]} = [$lines[1]];

}
close(MEMBER);

}

sub update_member_csv {
open(MEMBER, "> $member_csv");
foreach $key (sort keys %member){

print MEMBER $key.",".$member{$key}->[0].",\n";
}
close(MEMBER);

}

sub do_htpasswd {
$command=$do_htpasswd_script." ".$member_csv.">".$passwd_file;
system($command);

}

sub output {
print $query->header(-type=>'text/html', -charset=>'EUC_JP');
print "<HTML><HEAD><TITLE>パスワード変更結果</TITLE></HEAD>\n";
print "<BODY>";
print $out;
print "<BR>";
print "<A HREF=\"index.html\">戻る</A>";
print "</BODY>\n";
print "</HTML>\n";

}

例7：Apacheのベーシック認証用パスワードを変更する「chg_passwd.cgi」スクリプト

このスクリプトを「/usr/bin/perl」で実行するという指示

コメント
PerlのCGIライブラリが格納されたディレクトリのパスを指定
PerlのCGIライブラリ「CGI.pm」の使用を宣言する（このスクリプト内でCGIライブラリを利用できるようにする）

コメント
サーバ・ルート・ディレクトリのパスを変数に設定
例3のスクリプト・ファイルのパスを変数に設定
CSV（カンマ区切り）形式のパスワード・ファイルのパスを変数に格納する
ベーシック認証用パスワード・ファイルのパスを変数に格納する

ユーザーがWebページで入力した情報をWebサーバから受け取り、変数に格納する①

②
エラー・メッセージを変数outに格納
入力された新規パスワードに問題がなければ以下の行を実行
⑧を実行してmember.csvファイルからハッシュ・リスト※Aを作成

ハッシュ・リスト※Aにユーザーの登録があれば以下のブロックを実行。登録されていなければ⑦を実行する③
入力された現在のパスワードがハッシュ・リスト※Aにあるパスワードと一致すれば以下を実行、一致しなければ⑥を実行する④

ハッシュ・リスト※A上のパスワードを新しいパスワードで更新
⑨を実行して、member.csvファイル内のパスワードを更新
⑩を実行して、ベーシック認証用パスワード・ファイルを更新
メッセージを変数outに格納

エラー・メッセージを変数outに格納 ⑥

エラー・メッセージを変数outに格納 ⑦

⑪を実行して、パスワード変更結果をユーザーに通知

member.csvファイル（例4参照）を読み込んで、ハッシュ・リスト※Aに格納する関数
member.csvファイルを読み込み専用として開く
member.csvファイルを1行ずつ読み込んで、以下の処理を実行
行の内容をカンマ(,)で分割して、それらをlinesという配列※Bに格納する

配列※B linesの1番目のデータ（ユーザー名）をキーに、配列※B linesの2番目のデー
タ※C（パスワード）をキーに対応する値としてmemberというハッシュ・リスト※Aに追加

⑧

⑨

⑪

⑩

member.csvファイルを閉じる

更新済みのハッシュ・リスト※Aを基にmember.csvファイルを更新する関数
member.csvファイルを上書き用として開く
ハッシュ・リスト※Aに登録されたすべてのキーを呼び出して、以下の処理を実行

member.csvファイルにキー（ユーザー名）、カンマ（,）、
キーに対応する値（パスワード）を上書き

member.csvファイルを閉じる

ベーシック認証用パスワード・ファイルを更新する関数
変数commandに実行させるコマンド（例3の「do_ht
passwd.sh」スクリプト）を引数付きで格納

変数commandに格納されたコマンドをシェルで実行

パスワード変更の結果表示用WebページのHTMLソースを出力する関数
CGIライブラリの機能を利用して、HTMLファイルのヘッダを出力
「"」で囲まれた部分をすべて出力（以下同じ）

変数outに格納されたメッセージを出力

元のページに戻るためのリンクを張る

Webページの新規パスワード入力欄や確認入力欄が空欄だったり、新規パスワ
ード入力欄と確認入力欄の入力パスワードが一致しなかったら⑤を実行

⑤

※A ハッシュ・リストは、検索キーとキーに対応する値の組み合わせを複数登録できるリスト。Perl実行時にメモリ上に配置される。本稿ではユーザー名を検索キーに、パスワードを値にしたハッシュ・リ

ストを作成することで、ユーザー名を基にパスワードが高速に検索できるようにしている。

※B 配列はデータを1列に並べて格納するデータ形式。1番目の要素が「0」、2番目の要素が「1」と、配列の各要素には番号が付けられている。
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Apacheの設定ファイルhttpd.confファイルに

例8のような設定を記述して、CGIスクリプトの

動作を確認してみていただきたい。例8は、

CGIスクリプトをどのディレクトリに配置した場

合でも実行できるようにする設定だ。

ただし、例8はセキュリティ上好ましい設定と

は言えない。本来は、特定のディレクトリにある

CGIスクリプトのみが実行できるようにすべき

だ。その詳細については紙幅の関係で省略

させていただくが、Apache公式サイトのWeb

ページ（http://httpd.apache.org/docs-

2.0/ja/howto/cgi.html）などを参考にすると

よいだろう。
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あるのだ。なお、パスワードが正常に変更され

たかどうかは、例7-⑪の処理により画面2のよ

うにユーザーに通知される。

スクリプトの使用

最後に、今回紹介したスクリプトを使用する

際の注意点を挙げて、本稿を締めくくりたい。

今回のスクリプトは、必要なファイルが/usr/

local/apache2ディレクトリの下にあるものとし

て作成してある。これは、筆者が管理するWeb

サーバでは、Apacheをソースからインストール

しており、その構成ファイルが/usr/local/apa

che2ディレクトリに配置されているためだ。

一方、パッケージからApacheをインストール

した場合、Apacheの構成ファイルは、/usrや

/etc、/varなどのディレクトリに分散されて配置

される。そのため、パッケージのApacheを使

用しているマシンでは、各スクリプトの冒頭に

ある変数の設定部分を適宜修正する必要が

ある。また、それに併せて、スクリプトやパスワ

ード・ファイル、member.csvファイルなどの設置

場所も注意する必要がある。

なお、設置場所によってCGIスクリプトが正

常に動作しないことがある。そのようなときは、

<Directory "/">
AllowOverride None
Options ExecCGI
AddHandler cgi-script .cgi
Order allow,deny
Allow from all

</Directory>

例8：「httpd.conf」ファイルの設定例-2（部分）

画面2：パスワード変更の結果表示画面（Webページ）

Perlの特徴の1つは、さまざま機能を追加するため

のライブラリが豊富に用意されていることだ。例7のス

クリプトで使用したCGIライブラリのほか、日本語文字

コード変換用のJcode、Web関連のさまざまな機能を

提供するlibwww-perl、リレーショナル・データベース

を操作するためのDBIといったライブラリを筆者は日

常的に利用している。

ライブラリを使いたいときは、「use ライブラリ名;」と

いう行をスクリプトの冒頭に記述する。あとはプログラ

ムの中に、それぞれのライブラリが指定した方法で、

関数の呼び出しや値の受け渡しを記述すればよい。例

えば、Jcodeライブラリを使って、変数str1に格納され

たテキスト・データの文字コードをUNIX標準のEUC

コードに変換する方法は以下のとおりである。

PerlのライブラリはCPAN（http://www.cpan.org/）

というサイトにまとめられているので、最新のライブラ

リをチェックしてみてはいかがだろうか。

こ こ が ポ イ ン ト ！
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use Jcode;                ←Jcodeライブラリの使用を宣言
$str2 = jcode($str1)->euc ←jcode関数で変数str1の文字

コードをEUCに変換

拡張子が「.cgi」のファイルはCGIスクリプトと見なすという設定
この設定ではAllow項目の設定内容をDeny項目の設定内容よりも優先するよう設定
すべてのホストからのアクセスを許可

CGIプログラムが動作できるように設定
個別のディレクトリに配置される.htaccessファイルの記述を無効にする設定
ルート（/）ディレクトリ以下に、下記の設定を適用

すぐに使える


