OSS モデルカリキュラムの学習ガイダンス

11. ネットワークアーキテクチャに関する知識Ⅱ※
1. 科目の概要
TCP/IP プロトコルで通信するネットワークにおける具体的なサービスの実現方法、仕組
みや特徴について解説する。また各種ツールを利用した通信状況の診断方法や、ネットワ
ークの発展形、将来の姿についても説明する。

2. 習得ポイント
本科目の学習により習得することが期待されるポイントは以下の通り。
習得ポイント

II-11-1. プロトコルアナライザの利用

実際のTCP/IP通信におけるデータのやりとりを、プロトコルアナライ
ザを利用して確認する方法を説明する。そもそもプロトコルアナライ
ザとは何か、プロトコルアナライザはどのような原理で動作するかな
ど、プロトコルアナライザを用いた通信解析の基本について解説す
る。
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tcpdumpやEtherrealなど、Linuxで利用できるプロトコルアナライザの
II-11-1a. プロトコルアナライザを利用した通 具体例を紹介する。これらのツールを活用したプロトコル解析の手順
信解析の具体例
を示し、実際の通信解析の具体例を紹介する。またSSLの解析方法
や、プロトコルアナライザ利用時の留意点を示す。

11

パケットキャプチャツールを用いて通信の動作を分析する方法を説
II-11-2. パケットキャプチャによる動作の分 明する。具体的な通信例として、ARP、IP、TCP、RIP、OSPFなど基
析
本的な通信プロトコルの動作確認手順と典型的な応答例、ツールが
返すメッセージの解釈といった項目について解説する。

11

II-11-3. WWWを支える通信

World Wide Web (WWW)の歴史と概念を説明し、WWWを構成する
プロトコルの階層構造やクライアント／サーバのアプリケーションを紹
介する。さらにURLやURIなどリソースを特定する方法について述
べ、WWWの根底にあるハイパーリンクの概念を説明する。
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II-11-4. HTTPの動作と構成

WWWにおける通信手段の基礎を為すHTTP (HyperText Transport
Protocol)についてその原理と操作の概念について解説する。クライ
アントの動作とサーバの動作を適宜説明し、HTTPメッセージの構造
やステータスの種類について説明する。
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II-11-4a. HTTPの高度な通信

通常HTTPはリクエスト-レスポンス型の単一な通信を実現するが、
Cookieを利用するとセッションを保持することができる。このような複
雑な通信の手順や、Rangeを使った部分的GETやRefererの活用な
ど、HTTPの高度な使い方についても解説する。

12

II-11-5. FTPの仕組みと利用方法

II-11-6. FTPの様々な利用方法

※

シラバスの
対応コマ

説 明

ファイル転送のプロトコルであるFTP (File Transfer Protocol)につい
て、データ転送、ファイル転送といったその基本的な動作の仕組み
について説明する。またFTPのコマンドにはどのようなものがあるか、
FTPの利用手順を示し、FTPを活用するための操作方法を理解させ
る。
(以下、上記項目に組み入れる）
FTP通信におけるデータ構造や転送モードの違い、FTPサーバが返
す応答コードについて解説する。またパッシブモードでの利用や、
Anonymous FTP、第三者間ファイル転送、TFTPなどFTPの様々な
利用方法や活用シーンを説明する。

13

13

II-11-7. Telnetの仕組みと利用方法

リモートログインのためのプロトコルであるTelnetについて、その基本
的な動作の仕組みについて説明する。またTelnetのコマンドにはど
のようなものがあるか、Telnetの利用手順を示し、Telnetを活用する
ための操作方法を理解させる。
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II-11-8. Telnetの様々な利用方法

(以下、上記項目に組み入れる）
Telnet利用時の様々なコマンドや、Telnetのオプション、端末エミュ
レーションの利用など、Telnet利用に関する様々な話題を紹介する。
また、Telnetでよく発生する問題とその対処方法、Telnet利用時の留
意点などを示す。
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II-11-9. IPv6とNGN

新しい通信アーキテクチャとして、IP通信の改良版であるIPv6が注目
されている。ここでは、IPv6の特徴、仕組みについて概説する。また
同じく新しい情報通信のネットワークとしてNGNがある。NGNについ
てもその構造や特徴について解説する。
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II-11-10. インターネット以外の通信アーキ
テクチャ

コンピュータネットワークの通信アーキテクチャは、インターネットから
それ以外のネットワークへと活用フィールドが広がっている。ここでは
その将来像も見据えて、ユビキタス通信、携帯電話による通信網、ア
ドホックネットワーク、センサネットワークなど新しい分野のネットワー
クアーキテクチャを紹介する。

15

【学習ガイダンスの使い方】
1. 「習得ポイント」により、当該科目で習得することが期待される概念･知識の全体像を把握する。
2. 「シラバス」
、「IT 知識体系との対応関係」
、「OSS モデルカリキュラム固有知識」をもとに、必要に応じて、
従来の IT 教育プログラム等との相違を把握した上で、具体的な講義計画を考案する。
3. 習得ポイント毎の「学習の要点」と「解説」を参考にして、講義で使用する教材等を準備する。
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3. IT 知識体系との対応関係
「11. ネットワークアーキテクチャに関する知識Ⅱ」と IT 知識体系との対応関係は以下の通り。
基本レベル（Ⅰ）

科目名

1

2

3

4

＜オープン
11. ネットワーク・
＜インターネッ ＜LANネット
ネットワークの ＜通信の形態
アーキテクチャに
ト通信の仕組 ワークの仕組
概念と仕組み とプロトコル＞
関するスキル
み＞
み＞
＞

5

応用レベル（Ⅱ）
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

＜無線ネット
＜TCPアプリ
＜オープン
＜ルーティン
＜通信プロトコ ＜TCPアプリ ＜TCPアプリ
＜新しいネット
ワークの種類
＜IPネットワー ＜ルーティン
＜TCPの仕組
ケーションの
ネットワークの
グプロトコルの
ルの動作確認 ケーションの ケーションの
ワークアーキ
と通信の仕組
クの仕組み＞ グの仕組み＞
み＞
仕組み・Telnet
通信仕様＞
仕様＞
＞
仕組み・Web＞ 仕組み・FTP＞
テクチャ＞
み＞
＞

[シラバス：http://www.ipa.go.jp/software/open/ossc/download/Model_Curriculum_05_11.pdf]

<IT 知識体系上の関連部分>
分野
組
織
関
連
事
項
と
情
報
シ
ス
テ
ム

科目名

1

2

IT-IAS 情報保証
と情報セキュリ
ティ

1
2
3
4
IT-IAS1.基礎的 IT-IAS2.情報セ IT-IAS3.運用上 IT-IAS4.ポリ
な問題
キュリティの仕 の問題
シー
組み(対策)

IT-SP1.プロ
IT-SP2.コン
IT-SP3.コン
IT-SP4.チーム
フェッショナル ピュータの歴史 ピュータを取り ワーク
巻く社会環境
IT-SP 社会的な としてのコミュ
ニケーション
観点とプロ
フェッショナル
としての課題

5
IT-IAS5.攻撃

6
7
8
9
10
11
IT-IAS6.情報セ IT-IAS7.フォレ IT-IAS8.情報の IT-IAS9.情報セ IT-IAS10.脅威分 IT-IAS11.脆弱性
キュリティ分野 ンジック(情報証 状態
キュリティサー 析モデル
拠)
ビス

12

13

IT-SP5.知的財産 IT-SP6.コン
IT-SP7.組織の中 IT-SP8.プロ
IT-SP9.プライバ
権
ピュータの法的 のIT
フェッショナル シーと個人の自
問題
としての倫理的 由
な問題と責任

IT-IM1.情報管理 IT-IM2.データ IT-IM3.データ IT-IM4.データモ IT-IM5.データと IT-IM6.データ
の概念と基礎
ベース問合わせ アーキテクチャ デリングとデー 情報の管理
ベースの応用分
言語
タベース設計
野
3

IT-IM 情報管理

4

IT-WS Webシステ
ムとその技術

応
用
技
術

IT-WS1.Web技術 IT-WS2.情報アー IT-WS3.デジタル IT-WS4.Web開発 IT-WS5.脆弱性
キテクチャ
メディア

[11-12]

IT-WS6.ソーシャ
ルソフトウェア

[11-12]

IT-PF1.基本デー IT-PF2.プログラ IT-PF3.オブジェ IT-PF4.アルゴリ IT-PF5.イベント IT-PF6.再帰
タ構造
ミングの基本的 クト指向プログ ズムと問題解決 駆動プログラミ
構成要素
ラミング
ング
IT-PF プログラ
ミング基礎

6

IT-IPT 技術を統
合するためのプ
ログラミング

7

CE-SWE ソフト
ウェア工学

8

IT-SIA システム
インテグレー
ションとアーキ
テクチャ

ェ

ソ
フ
ト
ウ

5

ア
の
方
法
と
技
術

IT-IPT1.システ IT-IPT2.データ IT-IPT3.統合的 IT-IPT4.スクリ IT-IPT5.ソフト IT-IPT6.種々の IT-IPT7.プログ
ム間通信
割り当てと交換 コーディング
プティング手法 ウェアセキュリ 問題
ラミング言語の
ティの実現
概要

CE-SWE0.歴史と CE-SWE1.ソフト CE-SWE2.ソフト CE-SWE3.ソフト CE-SWE4.ソフト CE-SWE5.ソフト CE-SWE6.ソフト CE-SWE7.ソフト CE-SWE8.言語翻 CE-SWE9.ソフト CE-SWE10.ソフト CE-SWE11.ソフ
概要
ウェアプロセス ウェアの要求と ウェアの設計
ウェアのテスト ウェアの保守
ウェア開発・保 ウェアプロジェ 訳
ウェアのフォー ウェアの構成管 トェアの標準化
仕様
と検証
守ツールと環境 クト管理
ルトトレランス 理

IT-SIA1.要求仕 IT-SIA2.調達/手 IT-SIA3.インテ IT-SIA4.プロ
様
配
グレーション
ジェクト管理

9

IT-NET ネット
ワーク

IT-NET1.ネット IT-NET2.ルー
ワークの基礎
ティングとス
イッチング

IT-NET3.物理層 IT-NET4.セキュ IT-NET5.アプリ IT-NET6.ネット
リティ
ケーション分野 ワーク管理

[11-1,2,3,4,6] [11-8,9]

[11-2,5,6]

CE-NWK0.歴史と CE-NWK1. 通信 CE-NWK2.通信
CE-NWK3.LANと
概要
ネットワークの ネットワークの WAN
アーキテクチャ プロトコル

1
0

シ
ス
テ
ム
基
盤

IT-SIA5.テスト IT-SIA6.組織の IT-SIA7.アーキ
と品質保証
特性
テクチャ

[11-1]
[11-2]
[11[11-4,6]
3,6,7,8,9,10]
CE-NWK テレコ
ミュニケーショ
CE-NWK13.クラス CE-NWK14.イン CE-NWK15.次世代 CE-NWK16.放送
ン
タシステム
ターネットアプ インターネット
リケーション

[11-12,13]

[11-5]

CE-NWK4.クライ CE-NWK5.データ CE-NWK6.ワイヤ CE-NWK7.データ CE-NWK8.組込み CE-NWK9.通信技 CE-NWK10.性能評 CE-NWK11.ネット CE-NWK12.圧縮と
アントサーバコ のセキュリティ レスコンピュー 通信
機器向けネット 術とネットワー 価
ワーク管理
伸張
ンピューティン と整合性
ティングとモバ
ワーク
ク概要
グ
イルコンピュー
ティング
[11-5,9]
[11-11]

[11-15]

IT-PT1.オペレー IT-PT2.アーキテ IT-PT3.コン
IT-PT4.デプロイ IT-PT5.ファーム IT-PT6.ハード
ティングシステ クチャと機構
ピュータインフ メントソフト
ウェア
ウェア
ム
ラストラクチャ ウェア
IT-PT プラット
フォーム技術

1
2

CE-OPS オペレー
ティングシステ
ム

1
3

CE-CAO コン
ピュータのアー
キテクチャと構
成

ェ

1
1

ー
ャ

ュー

ウコ
ン
アピ
と
チ
ア
タ
キハ
テ
クド

ー

14 IT-ITF IT基礎

複
数
領
域
に
ま
た
が
る
も
の

CE-OPS0.歴史と CE-OPS1.並行性 CE-OPS2.スケ
CE-OPS3.メモリ CE-OPS4.セキュ CE-OPS5.ファイ CE-OPS6.リアル CE-OPS7.OSの概 CE-OPS8.設計の CE-OPS9.デバイ CE-OPS10.システ
概要
ジューリングと 管理
リティと保護
ル管理
タイムOS
要
原則
ス管理
ム性能評価
ディスパッチ

CE-CAO0.歴史と CE-CAO1.コン
CE-CAO2.メモリ CE-CAO3.インタ CE-CAO4.デバイ CE-CAO5.CPUアー CE-CAO6.性能・ CE-CAO7.分散・ CE-CAO8.コン
CE-CAO9.性能向
概要
ピュータアーキ システムの構成 フェースと通信 スサブシステム キテクチャ
コスト評価
並列処理
ピュータによる 上
テクチャの基礎 とアーキテク
計算
チャ

IT-ITF1.ITの一 IT-ITF2.組織の IT-ITF3.ITの歴 IT-ITF4.IT分野 IT-ITF5.応用領 IT-ITF6.IT分野
般的なテーマ
問題
史
(学科)とそれに 域
における数学と
関連のある分野
統計学の活用
(学科)

CE-ESY0.歴史と CE-ESY1.低電力 CE-ESY2.高信頼 CE-ESY3.組込み CE-ESY4.開発環 CE-ESY5.ライフ CE-ESY6.要件分 CE-ESY7.仕様定 CE-ESY8.構造設 CE-ESY9.テスト CE-ESY10.プロ
概要
コンピューティ 性システムの設 用アーキテク
境
サイクル
析
義
計
ジェクト管理
ング
計
チャ

15

CE-ESY11.並行設 CE-ESY12.実装
計(ハードウェ
ア、ソフトウェ
ア

CE-ESY 組込みシ
CE-ESY13.リアル CE-ESY14.組込み CE-ESY15.組込み CE-ESY16.設計手 CE-ESY17.ツール CE-ESY18.ネット CE-ESY19.インタ CE-ESY20.センサ CE-ESY21.デバイ CE-ESY22.メンテ CE-ESY23.専門シ CE-ESY24.信頼性
ステム
タイムシステム マイクロコント プログラム
法
によるサポート ワーク型組込み フェースシステ 技術
スドライバ
ナンス
ステム
とフォールトト
設計
ローラ
システム
ムと混合信号シ
レランス
ステム
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4. OSS モデルカリキュラム固有の知識
OSS モデルカリキュラム固有の知識として、パケットキャプチャの実践的な知識がある。
パケットキャプチャの動作原理について Linux 上の OSS 実装を通して習得する。
科目名

第11回
(1)プロトコルア
ナライザの仕
組み
11.ネットワーク
(2)パケットの
アーキテクチャ
キャプチャと動
に関する知識
作の観察
Ⅱ

第12回
(1)HTTP と
World Wide
Web
(2)HTTP の動
作
(3)HTTP メッ
セージ

第13回
第14回
(1)FTP の基本 (1)Telnet プロ
動作
トコルの動作
仕様
(2)簡易プロト (2)Telnet のコ
コル
マンドとオプ
ション
(3)端末エミュ
レーション

第15回
(1)IPv6

(2)非インター
ネットの通信
アーキテクチャ

（網掛け部分は IT 知識体系で学習できる知識を示し、それ以外は OSS モデルカリキュラム固有の知識を示している）
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スキル区分
ネットワーク分野

OSS モデルカリキュラムの科目

レベル

11 ネットワークアーキテクチャに関する知識 II II

習得ポイント

II-11-1. プロトコルアナライザの利用

対応する

第 11 回 通信プロトコルの動作確認

応用

コースウェア

II-11-1. プロトコルアナライザの利用
実際の TCP/IP 通信におけるデータのやりとりを、プロトコルアナライザを利用して確認する方法を
説明する。そもそもプロトコルアナライザとは何か、プロトコルアナライザはどのような原理で動作す
るかなど、プロトコルアナライザを用いた通信解析の基本について解説する。
【学習の要点】
* プロトコルアナライザはネットワーク上で送受信されるデータの内容を表示するもので、これを用い
て通信の内容を確認することにより、TCP アプリケーションの実際の動作を理解することができる。
* プロトコルアナライザは、主にネットワーク上からデータ（パケット）をキャプチャする機能と、キャ
プチャしたデータを解析し表示を行う機能で構成される。
* Linux では tcpdump コマンドにて、ネットワーク上で送受信されるデータを表示することができる。
解析には Wireshark などの GUI ツールを利用する。

ネットワーク
パケット

ネットワークインターフェイス
パケットをキャプチャ

キャプチャ機能
キャプチャしたデータ

解析・表示機能

プロトコルアナライザ

解析結果の出力

コンピュータ

図 II-11-1.

プロトコルアナライザ
独立行政法人 情報処理推進機構
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【解説】
1) プロトコルアナライザとは
プロトコルアナライザはネットワーク上を流れるパケットをキャプチャし、パケットの中身を表示するソ
フトウェアやハードウェアのことを言い、ネットワーク上を流れるデータの通信量の変動の調査や、
ネットワーク障害が発生した時の原因調査に使用する。
プロトコルアナライザは専用のハードウェアをネットワークに接続して解析する製品があるが、コンピ
ュータのネットワークインターフェイスが受信したパケットをキャプチャし解析するソフトウェアも数多
く提供されている。
Linux では tcpdump コマンドにて、ネットワーク上で送受信されるデータを表示することができる。プ
ロトコルアナライザとしては、GUI でパケットのキャプチャや解析を行うことができる Wireshark などが
提供されている。
プロトコルアナライザは通信内容をそのままキャプチャするため、暗号化されていないパスワードや
機密情報などを見ることができる。そのため、ハードウェアの場合は利用者の管理、ソフトウェアの
場合はインストールの制限などの管理が必要となる。
2) 機能構成
プロトコルアナライザは、主にネットワーク上からデータ（パケット）をキャプチャする機能と、キャプ
チャしたパケットを解析し表示を行う機能で構成される。
* パケットのキャプチャ
ネットワークインターフェイスへ到達するデータは、パケットの宛先などから自身へのデータでは
ないと判断するとこれを破棄しているが、「プロミスキャスモード」(promiscuous)に設定することで、
自身が接続されているネットワーク上を流れるすべてのパケットを受信することができる。プロト
コルアナライザではこの機能を利用してネットワーク上を流れるパケットのキャプチャを行う。
キャプチャは、複数のパケットで構成される送信データ（フレーム）ごとに行われる。
ネットワーク上には大量のデータが流れているため、対象とするコンピュータやネットワーク、ネ
ットワークプロトコルなど、必要なデータのみ選択してキャプチャを行うことができる。
* 解析・表示
キャプチャしたデータのままでは解析が困難なため、プロトコルアナライザは必要な用途に応じ
て管理しやすい形式に変換する機能を提供する。
プロトコルアナライザの主な機能としては、パケットフィルタ、パケット解析、 トラフィックモニター、
統計処理などがある。
-

パケットフィルタ
ホスト名やプロトコルなどを指定し、キャプチャしたパケットから必要なパケットを抽出する。

-

パケット解析
キャプチャしたパケットをヘッダ情報やデータ情報に分解し、内容が理解しやすいように表
示を行う。

-

トラフィックモニター
パケットのキャプチャと解析をリアルタイムで行い、異常なパケットの発生を監視する。

-

統計処理
キャプチャしたパケットをホストやプロトコル毎に集計し、利用状況を出力する。
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II-11-2. プロトコルアナライザを利用した通信解析の具体例
第 11 回 通信プロトコルの動作確認

コースウェア

II-11-2. プロトコルアナライザを利用した通信解析の具体例
tcpdump や Wireshark など、Linux で利用できるプロトコルアナライザの具体例を紹介する。これらの
ツールを活用したプロトコル解析の手順を示し、実際の通信解析の具体例を紹介する。また SSL の
解析方法や、プロトコルアナライザ利用時の留意点を示す。
【学習の要点】
* tcpdump や Wireshark はキャプチャするパケットの IP アドレスやポート番号などのフィルタリング
やデータの出力方法を設定し、データの解析を行う。
* ネットワークサーバで tcpdump により定期的にパケットのキャプチャを行い、キャプチャしたデー
タを Wireshark で解析を行うなどの利用方法がある。

# tcpdump -x port 80
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
13:29:41.169162 IP 192.168.3.171.1240 > 192.168.1.72.http:
S 3956838154:3956838154(0) win 65535 <mss 1304,nop,nop,sackOK>
0x0000: 4500 0030 4d85 4000 7f06 27ff c0a8 03ab E..0M.@...'.....
0x0010: c0a8 0148 04d8 0050 ebd8 8f0a 0000 0000 ...H...P........
0x0020: 7002 ffff 7d6c 0000 0204 0518 0101 0402 p
...}l..........
13:29:41.170706 IP 192.168.1.72.http > 192.168.3.171.1240:
S 2583678270:2583678270(0) ack 3956838155 win 5840 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
0x0000: 4500 0030 0000 4000 4006 b484 c0a8 0148 E..0..@.@......H
0x0010: c0a8 03ab 0050 04d8 99ff cd3e ebd8 8f0b .....P.....>....
0x0020: 7012 16d0 feb0 0000 0204 05b4 0101 0402 p...............
13:29:41.192311 IP 192.168.3.171.1240 > 192.168.1.72.http: . ack 1 win 65535
0x0000: 4500 0028 4d88 4000 7f06 2804 c0a8 03ab E..(M.@...(.....
0x0010: c0a8 0148 04d8 0050 ebd8 8f0b 99ff cd3f ...H...P.......?
0x0020: 5010 ffff 4245 0000 0000 0000 0000
P...BE........
13:29:41.194877 IP 192.168.3.171.1240 > 192.168.1.72.http:
P 1:402(401) ack 1 win 65535
0x0000: 4500 01b9 4d89 4000 7f06 2672 c0a8 03ab E...M.@...&r....
0x0010: c0a8 0148 04d8 0050 ebd8 8f0b 99ff cd3f ...H...P.......?
0x0020: 5018 ffff b1e1 0000 4745 5420 2f20 4854 P.......GET./.HT
0x0030: 5450 2f31 2e31 0d0a 4163 6365 7074 3a20 TP/1.1..Accept:.
0x0040: 2a2f 2a0d 0a41 6363 6570 742d 4c61 6e67 */*..Accept-Lang
0x0050: 7561
ua
13:29:41.194916 IP 192.168.1.72.http > 192.168.3.171.1240: . ack 402 win 6432
0x0000: 4500 0028 7303 4000 4006 4189 c0a8 0148 E..(s.@.@.A....H
0x0010: c0a8 03ab 0050 04d8 99ff cd3f ebd8 909c .....P.....?....
0x0020: 5010 1920 2794 0000
P...'...
13:29:41.195682 IP 192.168.1.72.http > 192.168.3.171.1240:
P 1:199(198) ack 402 win 6432
0x0000: 4500 00ee 7305 4000 4006 40c1 c0a8 0148 E...s.@.@.@....H
0x0010: c0a8 03ab 0050 04d8 99ff cd3f ebd8 909c .....P.....?....
0x0020: 5018 1920 8c5e 0000 4854 5450 2f31 2e31 P....^..HTTP/1.1
0x0030: 2033 3034 204e 6f74 204d 6f64 6966 6965 .304.Not.Modifie
0x0040: 640d 0a44 6174 653a 2054 7565 2c20 3236 d..Date:.Tue,.26
0x0050: 2041
.A
13:29:41.222052 IP 192.168.3.171.1240 > 192.168.1.72.http:
P 402:847(445) ack 199 win 65337
0x0000: 4500 01e5 4d8b 4000 7f06 2644 c0a8 03ab E...M.@...&D....
0x0010: c0a8 0148 04d8 0050 ebd8 909c 99ff ce05 ...H...P........
0x0020: 5018 ff39 7eb4 0000 4745 5420 2f61 7061 P..9~...GET./apa
0x0030: 6368 655f 7062 2e67 6966 2048 5454 502f che_pb.gif.HTTP/
0x0040: 312e 310d 0a41 6363 6570 743a 202a 2f2a 1.1..Accept:.*/*

tcpdumpによるパケットキャプチャ

図 II-11-2.

Wiresharkによるパケットキャプチャ

tcpdump と Wireshark
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【解説】
1) tcpdump による解析
tcpdump はコンソールから起動するコマンドで、ネットワーク上でやり取りされているパケットをキャプ
チャし表示を行う。
tcpdump をオプションの指定無しで実行すると、実行したコンピュータだけではなく接続しているネ
ットワークに流れている全てのパケットのキャプチャを行う。オプションを指定することにより、特定の
パケットをキャプチャすることができる。
tcpdump で使用する主なオプションの指定方法は以下の通り。
-

特定のコンピュータで送受信されているパケット
# tcpdump host コンピュータ名

-

特定のポートのパケット
# tcpdump port 80

-

パケットのデータを 16 進数で表示する
# tcpdump –x host コンピュータ名

-

キャプチャしたデータをフィルに保存する。
# tcpdump –w dumpfile.data

-

port 80

ファイルに保存したデータを表示する。
# tcpdump –r dumpfile.data

2) Wireshark による解析
Wireshark はパケットのキャプチャと解析を GUI にて行うツールである。以下のような手順でパケット
のキャプチャ及び解析を行う。
Wireshark を起動するとメインウィンドウが表示される。
* メニュー[Capture]-[Interface]を選択し、キャプチャを行うネットワークインターフェイスを選択。
* メニュー[Capture]-[Option]を選択し、キャプチャを行うプロトコル、出力ファイルなどを設定。
* メニュー[Capture]-[Start]を選択し、キャプチャを開始。
パケットのキャプチャ結果が画面に表示される。
-

パケットリスト

：キャプチャしたパケットの一覧

-

パケット情報

：パケットリストで選択したパケットのサマリ情報

-

パケットデータ ：パケットリストで選択したパケットの実際のデータ

* メニュー[Capture]-[Stop]を選択し、キャプチャを停止。
キャプチャしたパケットは、フィルター機能にて特定のコンピュータやポートのパケットのみ表示した
り、シーケンス図を表示してパケットの流れを確認することができる。
Wireshark は他のキャプチャツールで保存したデータを読み込んで表示することができる。
ネットワークサーバにてネットワークの監視を行う場合、ｔｃｐdump などで定期的にパケットのキャプ
チャを行ってファイルへ保存しておき、Wireshark にてファイルを読み込んでパケットの解析を行う
などの利用ができる。
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II-11-3. パケットキャプチャによる動作の分析
パケットキャプチャツールを用いて通信の動作を分析する方法を説明する。具体的な通信例とし
て、ARP、IP、TCP、RIP、OSPF など基本的な通信プロトコルの動作確認手順と典型的な応答例、ツ
ールが返すメッセージの解釈といった項目について解説する。
【学習の要点】
* ARP をトレースすることにより、IP アドレスから通信機器をどのように特定しているかを確認する。
* IP をトレースすることにより、ネットワーク上でデータ（パケット）がどのように送受信されているか
を確認する。
* TCP をトレースすることにより、アプリケーション間でデータがどのように送受信されているかを確
認する。
* RIP、OSPF をトレースすることにより、経路情報を決めるためのルータ間での通信を確認する。

LAN
パケットのキャプチャ

Wiresharkで解析

tcpdumpコマンド

キャプチャしたパケット
解析結果の出力
arp who-has 192.168.3.198 tell 192.168.1.72
arp reply 192.168.3.198 is-at 00:17:cb:82:c9:72

IP (tos 0x0, ttl 127, id 20721, offset 0, flags
192.168.3.17.1241 > 192.168.1.72.http: P 1:515
0x0000: 4500 022a 50f1 4000 7f06 2333
0x0010: c0a8 0148 04d9 0050 0b18 9ffa
0x0020: 5018 ffff 15f0 0000 4745 5420
0x0030: 5450 2f31 2e31 0d0a 4163 6365
0x0040: 2a2f 2a0d 0a41 6363 6570 742d
0x0050: 7561

図 II-11-3. パケットキャプチャの流れ
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【解説】
1) ARP のトレース
ARP のトレースを行う場合、tcpdump ではキャプチャのフィルターオプションに「arp」を指定して起
動を行う。Wireshark ではフィルターとして「ARP」を選択してキャプチャを開始する。tcpdump で
ARP のパケットをキャプチャした結果は以下のように表示される。
arp who-has 192.168.3.198 tell 192.168.1.72
arp reply 192.168.3.198 is-at 00:17:cb:82:c9:72

1 行目が ARP 要求のパケットで、192.168.1.72 から 192.168.3.198 の MAC アドレスを要求している。
2 行目が 192.168.3.198 の IP アドレスを持つネットワークインターフェイスが自身の MAC アドレスの
通知を行うパケットである。
2) IP のトレース
IP のトレースを行う場合、tcpdump ではキャプチャのフィルターオプションに「ip」を指定して起動を
行う。Wireshark ではフィルターとして「IP only」を選択してキャプチャを開始する。tcpdump で IP パ
ケットのヘッダ情報をキャプチャした結果は以下のように表示される。
IP (tos 0x0, ttl 127, id 20718, offset 0, flags [DF], proto 6, length: 48)
192.168.3.17.1241 > 192.168.1.72.http: S [tcp sum ok] 186163193:186163193(0)
win 65535 <mss
IP (tos 0x0, ttl

64, id 0, offset 0, flags [DF], proto 6, length: 48)

192.168.1.72.http > 192.168.3.17.1241: S [tcp sum ok] 1662345879:1662345879(0)
ack 186163194 win 5840 <mss 1460,nop,nop,sackOK>

この情報をトレースすることにより IP パケットの流れを確認することができる。
3) TCP のトレース
TCP のトレースを行う場合、tcpdump ではキャプチャのフィルターオプションとして「tcp」を指定して
起動を行う。Wireshark ではフィルターとして「TCP only」を選択してキャプチャを開始する。また、必
要に応じて「port」を指定し、特定したアプリケーションのパケットのキャプチャを行う。この場合、実
際に送受信されるデータを表示させるため、tcpdump では「-x」オプションを指定して実行する。デ
ータの内容を表示するようキャプチャしたパケットは以下のように表示される。
IP (tos 0x0, ttl 127, id 20721, offset 0, flags [DF], proto 6, length: 554)
192.168.3.17.1241 > 192.168.1.72.http: P 1:515(514) ack 1 win 65535
0x0000:

4500 022a 50f1 4000 7f06 2333 c0a8 0311

E..*P.@...#3....

0x0010:

c0a8 0148 04d9 0050 0b18 9ffa 6315 6298

...H...P....c.b.

0x0020:

5018 ffff 15f0 0000 4745 5420 2f20 4854

P.......GET./.HT

0x0030:

5450 2f31 2e31 0d0a 4163 6365 7074 3a20

TP/1.1..Accept:.

0x0040:

2a2f 2a0d 0a41 6363 6570 742d 4c61 6e67

*/*..Accept-Lang

0x0050:

7561

ua

網掛けの部分が IP ヘッダ、囲み線の部分が TCP ヘッダ、それ以外の部分が TCP のデータとなる。
4) RIP、OSPF のトレース
RIP 及び OSPF のトレースを行う場合は、tcpdump、Wireshark 共にキャプチャのフィルターオプショ
ンには特に指定を行わずにパケットのキャプチャを開始し結果をファイルに保存する。保存したデ
ータは WireShark にて読み込んで解析を行う。その際に、表示のフィルターとして「rip」または
「ospf」を指定することにより、RIP または OSPF にパケットのみ表示することができる。
独立行政法人 情報処理推進機構
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II-11-4. WWW を支える通信
World Wide Web (WWW)の歴史と概念を説明し、WWW を構成するプロトコルの階層構造やクライ
アント／サーバのアプリケーションを紹介する。さらに URL や URI などリソースを特定する方法につ
いて述べ、WWW の根底にあるハイパーリンクの概念を説明する。
【学習の要点】
* WWW(World Wide Web)は 1989 年に CERN にて設計、開発されたもので、インターネット上に
ハイパーテキストを構築するシステムである。
* WWW はクライアントサーバモデルのサービスで、多種多様な形式や取得形態で情報を提供す
るため、HTTP、FTP、NNTP など複数のプロトコルを利用している。
* WWW では URI(Uniform Resource Identifier)の一部である URL(Uniform Resource Locator)を利
用して情報の形式や取得形態を識別する。

リクエスト
サーバ

クライアント
レスポンス

リソース

WWWのサービス構造

サーバ
HTTP
サーバ

クライアント

FTP
NNTP

サーバ
多様なプロトコルのサポート

URLの構成

http :// www.fogefoge.jp : 80 / index.html
スキーマ

ホスト名

ポート番号

データパス

図 II-11-4. WWW の構造
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【解説】
1) WWW の歴史
WWW は 1989 年に CERN（European Organization for Nuclear Research）にて設計、開発されたも
ので、1990 年代半ばまでは主に研究機関にて論文の紹介や成果物の公開に使用されていた。
その後、GUI を伴ったクライアントアプリケーションが登場したことにより急速に普及し、企業の広告
やユーザサポートの場として使用されるようになった。
2) ハイパーテキスト
WWW はインターネット上にハイパーテキストを構築するシステムである。
ハイパーテキストはリンク（またはハイパーリンク）と呼ばれる機構により非連続に閲覧可能な文書を
実現したものである。
ハイパーリンクは文書中のある場所から別の箇所へ接続行うもので、主に文書中に記述されている
情報の関連情報として用いられる。ハイパーリンクとして関連付けする情報としては文書だけでは
なく、画像や音声なども対象となる。
WWW では文章や画像などの情報を「資源」（リソース）と呼び、資源をまとめた情報を「ページ」と呼
ぶ。また、ページの集まった場所と「サイト」と呼ぶ。
3) WWW のサービス構造
WWW は典型的なクライアント－サーバモデルのサービスとなっており、リソースを提供するサーバ
とリソースを取得するクライアントで構成される。
クライアントからのリソースの要求（リクエスト）によって通信が開始し、サーバはその要求を解釈し要
求されたリソースを返送することで応答（レスポンス）する。また、要求に応じられない場合には、そ
の理由をレスポンスとして返す。
WWW の特徴としては、クラインとに対して多種多様な形式、取得形態でリソースを提供できるよう
に HTTP、FTP、NNTP など様々なプロトコルが利用できることである。
4) URL
多種多様な形式、取得形態の利用を可能とするために、WWW では URI(Uniform Resource
Identifier)の一部である URL(Uniform Resource Locator)と呼ばれる、取得形態まで含めた識別子
を用いてリソースを識別する。
URL は「スキーム//ホスト名:ポート番号/データパス」のような形式になっており、
「http://www.fogefoge.jp:80/index.html」のように表す。
スキーム

：「http:」や「ftp:」などプロトコル等の取得形態を表す

ホスト名

：リソースを要求するホスト名またはドメイン名

ポート番号 ：通信を行うためのポート番号
データパス ：要求するリソースのサーバ上でのパス
リソースの形式は、テキストの場合は「text/plain」、JPEG 画像の場は「image/jpeg」など、MIME
（Multipurpose Internet Mail Extension ）に基づいて指定する。
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II-11-5. HTTP の動作と構成
WWW における通信手段の基礎をためす HTTP (HyperText Transport Protocol)についてその原理
と操作の概念について解説する。クライアントの動作とサーバの動作を適宜説明し、HTTP メッセー
ジの構造やステータスの種類について説明する。
【学習の要点】
* HTTP(HyperText Transfer Protocol)は WWW で利用可能なプロトコルで、１つのリクエストに対
し１つのレスポンスが対応する構成となっている。
* リクエストとレスポンスはそれぞれヘッダ部とボディ部で構成される。
* クライアントから送られるリクエストは GET、HEAD、POST などの 8 種類のメソッドによりサーバに
対する要求を行う。
* サーバから送られるレスポンスはステータスコードによるクライアントからの要求に対する状態の
通知と情報の提供を行う。

リクエストメッセージ
リクエストヘッダ
（GET、POSなど）
ボディ
（送信データ）

HTTP
サーバ

http://www.fogefoge.jp

HTTP
クライアント

レスポンスヘッダ
（ステータスなど）
ボディ
（HTML、画像データ、
音声データなど）
レスポンスメッセージ

図 II-11-5. HTTP の動作と構成
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【解説】
HTTP（HyperText Transfer Protocol）は WWW で利用可能なプロトコルの中で中心的なプロトコル
である。HTTP はリクエストとレスポンスで構成されており、1 つのリクエストに対して 1 つのレスポンス
が対応する。
1) リクエスト
HTTP のリクエストは空白行によってヘッダ部とボディ部に分けられる。
リクエストヘッダは、メソッド、URI、バージョン、その他必要なフィールド群で構成される。
* メソッド
メソッドとしては GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT の８種
類が規定されている。主なメソッドの動作を示す。
-

GET メソッド
リソースを取得するメソッドで、GET メソッドを受け取ったサーバは適切なヘッダをつけ、リソ
ースをボディとしたレスポンスを返す。

-

HEAD メソッド
GET メソッドと同じ動作を行うが、レスポンスのボディ部を含んではいけない。

-

POST メソッド
サーバのリソースへ情報を与えるためのメソッドで、ボディ部に情報を格納することで、サー
バへ情報を与える。サーバは定められた処理を実行後、その結果をレスポンスとして返す。

* バージョン
HTTP のバージョンを表すフィールドで「HTTP/1.0」や「HTTP/1.1」などの数字で指定する。
* その他のヘッダ
リソースを要求するサーバ名を示す「Host」などがある。
2) レスポンス
リクエストと同様に、空白行によってヘッダ部とボディ部に分けられる。
レスポンスヘッダは状態を表すステータスコードとその他必要なフィールドで構成される。
* ステータスコード
ステータスコードは 3 桁の数字で要求の受理、拒否やエラーを表し、以下のように最初の 1 文字
目でステータスの種類を示す。
1XX ： 情報（100：継続 など）
2XX ： 成功（200：OK、206：部分的コンテンツ など）
3XX ： リダイレクト（300：多重選択、304：変更なし ）
4XX ： クライアントエラー（401：許可なし、404：存在不明 など）
5XX ： サーバエラー（500：サーバ内部エラー、503：サービス利用付加 など）
* その他のヘッダ
主に使用されるヘッダフィールドとしては、現在の日時を示す「Date」、リソースの最終更新日時
を示す「Last-Modified」、リソースの形式を示す「Content-Type」などがある。
* レスポンスボディ
レスポンスのボディはリソースそのものであり、文章や画像データなど様々な形式のデータを提
供する。
独立行政法人 情報処理推進機構
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習得ポイント
対応する

OSS モデルカリキュラムの科目

レベル

11 ネットワークアーキテクチャに関する知識 II II

応用

II-11-6. HTTP の高度な通信
第 12 回 TCP アプリケーションの仕組み・Web

コースウェア

II-11-6. HTTP の高度な通信
通常 HTTP はリクエスト-レスポンス型の単一な通信を実現するが、Cookie を利用するとセッションを
保持することができる。このような複雑な通信の手順や、Range を使った部分的 GET や Referer の活
用など、HTTP の高度な使い方についても解説する。
【学習の要点】
* HTTP は一対のリクエストとレスポンスで処理が完結しているが、ヘッダ部で送信するフィールド
情報により処理を拡張することができる。
* Cookie を使用することにより処理の状態を複数のリクエスト・レスポンス間で継続して保持するこ
とができる。
* Range を使用することにより、膨大なデータの一部のみをレスポンスとして取得することができ
る。
* HTTP のベーシック認証を使用することにより、許可されたユーザへのみレスポンスを返すことが
できる。

Cookieによる処理の継続
サーバ

Rangeによる部分要求

クライアント

Range:

サーバ

クライアント

リクエスト
Cookie
生成

リソースの
一部を送信

Set-Cookie: +
レスポンス
Cookie: +
リクエスト

Cookie
保存

べーシック認証

レスポンス

サーバ

クライアント

Cookie: +
リクエスト

リクエスト

レスポンス

継続した処理

ステータス：401
Authorization: +
リクエスト
認証
OK

レスポンス

図 II-11-6. HTTP による高度な通信
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【解説】
HTTP は一対のリクエストとレスポンスで処理が完結しているが、ヘッダ部で送信するフィールド情
報を利用して処理の拡張を行うことにより、ユーザ認証によりアクセス可能なページを提供する場
合など、接続状態を維持した状態で処理を行うことができる。
1) Cookie
Web ページで利用される情報をクライアントに保存する仕組みで、保存された情報を次回以降の
通信で使用することにより、継続した処理を実現する。
Cookie の使用はサーバのレスポンスヘッダにて、「Set-Cookie」フィールドを指定することにより開
始される。Cookie の属性として指定する項目は、Cookie 名と値、有効期間、利用するページのパス、
利用するドメイン名、暗号化の指定などがある。
Set-Cookie を受け取ったクライアントは、サーバから受け取った Cookie の値を設定した「Cookie」フ
ィールドをリクエストヘッダへ付加してサーバへのリクエストを行う。
Cookie を受け取ったサーバは、Cookie の値を確認し、一致したときは前回の通信の継続と判断し
て処理を行う。
2) Range
通信中にエラーが発生して取得できなかった場合、再度リクエストを送信することになるが、ＧＥＴメ
ソッドにおいて、ヘッダフィールドに「Ｒａｎｇｅ」を指定すると、受信済みのデータの後からなど、要求
したリソースの一部分のみ取得することができる。
Bytes 単位で開始位置と終了位置を指定することにより、要求する情報の範囲を指定することがで
きる。また、一度に複数の範囲を要求することも可能である。
クライアントから「Range」フィールドを指定してリクエストが行われると、サーバは指定された範囲の
情報を抽出し、ステータスコード：206 で情報を送信する。
3) Referer
ハイパーリンクによってリソースの要求が行われた時、ハイパーリングを記述しているリソースのＵＲＩ
をクライアントから通知される。
Referer で通知された URI の情報は、サーバ側で利用者が要求したリソースの追跡や、各リソース
の関連を把握などに利用することができる。
4) ベーシック認証
HTTP ではユーザ ID とパスワードにより認証を受けた利用者のみアクセス可能なページを作成す
ることができる。
クライアントからアクセスが制限されたパスへの要求が来ると、アクセスが制限されていることを通知
するため、ステータスコード：401 を返す。
クライアントがステータスコード：401 を受け取ると、「Authorization」フィールドへ事前に割り振られ
ている ユーザ ID とパスワードを Base64 エンコーディングしたものを付加して、再度サーバへリク
エストを行う。
Authorization を受け取ったサーバは、ユーザ ID とパスワードが正しいか判断を行い、正しければ
要求されたページのデータを送信する。
ベーシック認証はユーザ ID とパスワードが平文で送信されるため、SSL など暗号化した環境で使
用することが望ましい。
独立行政法人 情報処理推進機構

11- 12

スキル区分
ネットワーク分野
習得ポイント
対応する

OSS モデルカリキュラムの科目

レベル

11 ネットワークアーキテクチャに関する知識 II II

応用

II-11-7. FTP の仕組みと利用方法
第 13 回 TCP アプリケーションの仕組み・FTP

コースウェア

II-11-7. FTP の仕組みと利用方法
ファイル転送のプロトコルである FTP (File Transfer Protocol)について、データ転送、ファイル転送と
いったその基本的な動作の仕組みについて説明する。また FTP のコマンドにはどのようなものがあ
るか、FTP の利用手順を示し、FTP を活用するための操作方法を理解させる。
【学習の要点】
* FTP はクライアントとサーバ間でコマンドの応答などを行うプロトコルインタプリタ(PI)と実際のデ
ータ転送と行うデータ転送プロセス(DTP)で構成される。
* クライアントからサーバへ接続要求することにより、PI 間の接続を行いコマンドの送信と応答を行
う。データまたはファイルの送受信は DTP 間の接続を行いデータの転送を行う
* DTP 間の接続要求はサーバから行うため、ファイアウォールが設定されている環境では接続で
きない場合がある。その場合 Passive モードにより接続を行う。
* 通常、登録された利用者しかファイル転送を行うことが出来ないが、Anonymous FTP により不
特定の利用者に対してデータを公開することができる。

サーバ
PI

コマンド／
応答

クライアント
PI

FTP
アプリ

クライアント
DTP

ファイル

データ転送
サーバ
DTP

ファイル

サーバ

クライアント

図 II-11-7. FTP の構成
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【解説】
1) FTP のサービス構造
FTP はコンピュータ間でファイルの転送を行うためのプロトコルで、クライアント－サーバモデルの
サービスとなっており、ファイルを転送のサービスを提供する側がサーバ、リクエストを要求する側
がクライアントとなる。ファイルを転送する方向は、サーバからクライアント、クライアントからサーバの
いずれの方向も可能である。
FTP は他のプロトコルと異なり、コマンドの応答などを行うプロトコルインタプリタ(PI)と実際のデータ
転送と行うデータ転送プロセス(DTP)が独立しており、制御用コネクションとデータ用コネクションの
２つのコネクションを利用して通信を行う。これは以下のような理由による。
-

ファイル転送を効率的に行うためには専用のメカニズムを用意したほうがよい。

-

転送処理の中断など、制御とファイル転送が独立していないと実現が難しい。

2) ファイル転送の流れ
クライアントの PI からサーバの PI に対する接続要求により制御用コネクションを接続する。制御用コ
ネクションでは、クライアントから送信されるコマンドに対してサーバからの応答が行われる。
FTP で主に使用するコマンドには以下のようなものがある。
-

USER、PASS ：ユーザ認証を行う。

-

LIST

：サーバのファイル一覧を取得する。

-

GET

：サーバからクライアントへファイルを転送する。

-

PUT

：クライアントからサーバへファイルを転送する。

制御用コネクションが接続されると最初に USER コマンドでユーザ名、PASS コマンドにてパスワード
を送信することにより利用者の認証が行われる。
データ用コネクションは、ファイル転送の必要が生じた時 DTP 間で接続を行う。クライアントから接
続用のポート番号をサーバへ通知し、サーバからそのポート番号へ接続要求を行うことにより接続
を行う。データ用コネクションの接続後、ファイルの転送を行う。ファイル転送が終了するとデータ用
コネクションは切断される。
ファイアウォールが設定されているネットワークでは、サーバからの接続要求を受け付けない設定
にしている場合が多い。このような場合は Passive モードを使用してデータコネクションの接続を行う。
Passive モードでは、サーバから接続用のポート番号をクライアントへ通知し、クライアントからその
ポート番号へ接続要求を行うことにより接続を行う。
FTP ではデータタイプとデータ構造を指定してファイルの転送を行う。
データタイプには、テキスト形式(ASCII、EBCDIC)、バイナリ形式(IMAGE)、LOCAL 形式がある。
デ ー タ 構 造 に は 、 バ イ ト ス ト リ ー ム 構 造 (FILE STRUCTURE) 、 レ コ ー ド 形 式 (RECORD
STRUCTURE)、ページ形式(PAGE STRUCTURE)がある。
3) AnonymousFTP
FTP はユーザ名とパスワードを持つ登録された利用者へサービスを提供することを基本としてい
るが、AnonymousFTP としてユーザ名を持たない不特定多数の利用者へファイルの配布を行うこと
ができる。
USER コマンドにて「anonymous」というユーザ名が指定された場合、AnonymousFTP として動作
を行い、PASS コマンドに利用者のメールアドレスを入力することによりサービスの提供を行う。
独立行政法人 情報処理推進機構

11- 14

スキル区分

OSS モデルカリキュラムの科目

ネットワーク分野
習得ポイント
対応する

レベル

11 ネットワークアーキテクチャに関する知識 II II

応用

II-11-8. Telnet の仕組みと利用方法
第 14 回 TCP アプリケーションの仕組み・Telnet

コースウェア

II-11-8. Telnet の仕組みと利用方法
リモートログインのためのプロトコルである Telnet について、その基本的な動作の仕組みについて
説明する。また Telnet のコマンドにはどのようなものがあるか、Telnet の利用手順を示し、Telnet を
活用するための操作方法を理解させる。
【学習の要点】
* Telnet は TCP コネクションによりサーバとクライアント間を仮想的な通信路によって接続し、サー
バの機能を利用可能とするものである。
* Telnet ではサーバ側で仮想端末デバイスを用意し、このデバイス経由でデータのやり取りを行う。
仮想端末の機能を共通化したものとして NVT(Network Virtual Terminal)がある。
* Telnet の機能はオプションとして提供されており、オプションを利用することにより様々な端末タ
イプを仮想的に利用することができる。
* サーバとクライアント間でやり取りされるデータはそのままの形で送受信されるためセキュリティ
上問題がある。ssh(secure shell)等を利用して通信路を暗号化することが必要である。

接続要求
Telnet
サーバ

コマンド・データの送信

Telnet
クライアント

処理結果の受信

TCPコネクション
の確立
コマンド
プログラム

起動
仮想端末
結果
サーバ

クライアント

図 II-11-8.

Telnet の構成
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【解説】
1) Telnet のサービス構造
大型計算機を多くの利用者が端末装置を用いて利用していた形態をネットワーク上で実現したも
ので、TCP のコネクション上に用意された仮想的な通信路によってサーバとクライアント間を接続す
る。端末装置から利用する場合と同じように利用することを可能とするため、仮想端末デバイスを用
意し、Telnet サーバは仮想端末経由で計算機のコマンドを実行する。
Telnet サーバが Telnet クライアントから接続要求を受け付けると、TCP のコネクションを確立する。
その後、Telnet クライアントで入力した情報を Telnet サーバが受け取り、仮想端末を経由してコマ
ンドプログラムへ渡される。コマンドの実行結果は仮想端末へ書き込まれるため、Telnet サーバは
これを読み取り Telnet クライアントへ送信する。
2) 仮想端末
仮想端末の機能を共通化したものとして NVT（Network Virtual Terminal）があり、仮想端末の機能
と実際の端末装置の対応付けを行い、端末による差異を吸収している。
Telnet では様々な仮想端末が利用可能であり、新たに追加された機能はオプションとして提供さ
れている。サーバとクライアント間では、利用する機能を相互に認識しあうため、接続時にネゴシエ
ーションを行う。
Telnet の接続は対称的に行われるため、ネゴシエーションはサーバ・クライアントのいずれからも要
求することができる。
利用するオプションの要求が送信されると、要求を受け取った側で利用の可否を判定し結果を要
求元へ応答する。
NVT では「Will」「Won’t」「Do」「Don’t」の 4 つのコマンドを用いてオプションの設定を行う。
3) Telnet の応用
Telnet では接続時にポート番号を指定することにより、そのポート番号を使用するサービスのサー
バと接続を行う。接続後はサービスのコマンドを入力することにより、クライアントとしてサービスを利
用できる。
この機能と使うことにより、アプリケーションのデバッグや、サーバで提供されるサービスの動作の確
認を行うことができる。
4) Telnet のセキュリティ
Telnet ではサーバとクライアント間でやり取りされるデータはそのままの形で送受信されるため、パ
スワードの漏洩などセキュリティ上問題がある。Telnet では以下のような対応によりセキュリティを強
化することができる。
* 使い捨てパスワード（One Time Password）の使用
一度使用すると次回には使用できなくなるパスワードを使用し、パスワードが漏洩した場合でも
不正侵入されないようにする。
* 通信経路の暗号化
SSH(secure shell)等を利用して通信路を暗号化する。SSH ではサーバの公開鍵を用いてホスト
認証を行い通信路の暗号化を行った後でユーザの認証を行う。
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11 ネットワークアーキテクチャに関する知識 II II

応用

II-11-9. IPv6 と NGN
第 15 回 新しいネットワークアーキテクチャ

コースウェア

II-11-9. IPv6 と NGN
新しい通信アーキテクチャとして、IP 通信の改良版である IPv6 が注目されている。ここでは、IPv6 の
特徴、仕組みについて概説する。また同じく新しい情報通信のネットワークとして NGN がある。NGN
についてもその構造や特徴について解説する。
【学習の要点】
* IPv6 は 128 ビットのアドレス空間をもった IP アドレスで、前半の 64 ビットをネットワークアドレスを
示すプレフィックス部、後半の 64 ビットを個々のホストアドレスを示すインターフェイス ID 部に分
けられ、全て自動で設定される。
* IPv6 ではヘッダの簡素化やパケット分割の禁止などによりネットワークの性能低下を防いでいる。
また標準で IPsec を実装し暗号化通信によるセキュリティを確保できる。
* NGN(Next Generation Network)は IP 技術を用いて電話網を構築することにより、多様なサービ
スを柔軟に提供できる次世代電話網である。
* NGN の特徴としては、2 階層アーキテクチャ・モデル、インターフェイスのオープン化、オール IP
化、通信品質(QoS)の保証、固定網通信と移動網通信の融合が挙げられる。
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煩 雑化

固 定電話
携帯電 話
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IP通信 （IMS/SIP ） 携帯電 話

全ての通信網がIPで接続
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IPv6利用のメリット
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図 II-11-9.

IPv6 と NGN
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【解説】
1) IPv6（Internet Protocol version 6）とは
ネットワークの利用形態が拡大するに従い、これまでのネットワークではアドレス不足やセキュリティ
へ対応など様々な問題が発生してきている。これを解決するために IPv6 が開発された。
IPv6 の主な特徴としては以下の点が挙げられる。
* アドレス空間の拡張
これまでの IPｖ４では 32 ビットのアドレス空間であったため、このままネットワークの利用が拡大
することによる IP アドレス不足が懸念されていた。IPv6 の IP アドレスは 128 ビットのアドレス空間
をもっているため、世界中の通信機器１つ１つに IP アドレスを付与することが可能となった。
* IPsec の標準装備
これまでのネットワークでは暗号化やユーザ認証を個別に組み込む必要があり、セキュリティの
対応が煩雑化していた。IPv6 では暗号・認証プロトコルである IPsec を実装することにより、各通
信機器が送信する段階で暗号化や認証機能を組み込むことが可能となり、容易にデータの秘
匿性を高めることができる。
* アドレスの自動設定
IP アドレスの上位部分（プレフィックス部）はルータから取得し、下位部分（ネットワーク部）はネッ
トワークインターフェイスの「MAC アドレス」から作成することにより、IP アドレスを自動的に生成
することができる。
* パケット中継の軽減
IP アドレスの上位部分をプロバイダに割り当てることにより、通信経路の効率化などによりパケッ
ト中継の軽減を行いネットワークの性能低下を防いでいる。
2) NGN(Next Generation Network)とは
IP（Internet Protocol）をベースとして、既存の通信サービスを統合的に提供し、電話やデータ、動
画(IPTV あるいはストリーミングなどを含む)などを柔軟に提供する次世代電話網のことである。
主な特徴としては「IP によるオール・パケット型のネットワーク」、「マルチメディア・サービスの提供」、
「通信機器間のサービス品質(QoS)の保障」、「既存ネットワークとの相互運用性を確保」、「ユビキ
タスなアクセスなど高度なモビリティを実現」、「固定網と移動網のシームレスな通信の提供」などが
挙げられる。（※総務省 調査研究会・次世代ＩＰインフラ研究会 第三次報告書より引用）
NGN は NGN トランスポート・ストラタムと NGN サービス・ストラタムの 2 つの階層で構成される。
トランスポート・ストラタムは IP 化されたコア・ネットワークによって、すべての情報を IP パケットで通
信する、パケット転送機能を提供する。
サービス・ストラタムはコントロール・レイヤともいわれ、動画や音声などのリアルタイム通信が求めら
れるアプリケーションをネットワーク提供するために標準化された IMS（IP Multimedia Subsystem）を
利用し、SIP（Session Initiation Protocol）により IP ベースの通信でありながらリアルタイム性を含むあ
らゆるアプリケーションに対応できる機能を提供する。
NGN ではユーザの端末との送受信、他のネットワークと相互接続、映像・音声・データなどのアプリ
ケーションとの送受信を行うため以下のインターフェイスが規定されている。
-

UNI（User to Network Interface）

:ユーザ端末と NGN 間のインターフェイス

-

NNI(Network to Network Interface)

：NGN と他のネットワーク間のインターフェイス

-

ANI（Application Network Interface） ：アプリケーションと NGN 間のインターフェイス
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スキル区分
ネットワーク分野
習得ポイント
対応する

OSS モデルカリキュラムの科目

レベル

11 ネットワークアーキテクチャに関する知識 II II

応用

II-11-10. インターネット以外の通信アーキテクチャ
第 15 回 新しいネットワークアーキテクチャ

コースウェア

II-11-10. インターネット以外の通信アーキテクチャ
コンピュータネットワークの通信アーキテクチャは、インターネットからそれ以外のネットワークへと活
用フィールドが広がっている。ここではその将来像も見据えて、ユビキタス通信、携帯電話による通
信網、アドホックネットワーク、センサーネットワークなど新しい分野のネットワークアーキテクチャを
紹介する。
【学習の要点】
* ユビキタスネットワーク社会では、様々なもの同士が通信を行う必要があり、インターネット以外
のネットワーク技術の利用が進められている。
* アドホックネットワークは、無線で接続できる機器のみで構成されたネットワークで、機器同士が
直接通信を行い、アクセスポイントを必要としない。
* センサーネットワークは、温度や加速などのセンサーをネットワーク化することで、産業分野から
家庭まで幅広い応用分野が想定される。

センサーネットワーク
センサー
センサー
センサー

センサー

RFID

ユビキタスネットワーク

移動体通信網

インターネット

図 II-11-10. ユビキタスネットワーク
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【解説】
1) ユビキタスネットワークとは
「いつでも、どこでも、何でも、誰でもアクセスが可能なネットワーク環境」と定義されており、ユビキタ
スネットワークを利用したサービスとしては以下のようなものが想定されている。
* 端末携帯型サービス
携帯電話や PDA、ノートパソコンなどを使用して無線アクセスを利用し、利用場所やネットワー
クの種類によらないシームレスなサービスを提供する。
* 環境埋め込み型サービス
公共施設、人や物のへ取り付けられたセンサーなどを使用し、情報の収集とその情報を利用し
た様々なサービスを提供する。
* パードナライズドサービス
利用者の場所や嗜好など様々な状況に合わせてサービスを提供する。
ユビキタスネットワークを実現するための代表的な技術としては、「アドホックネットワーク」「セン
サーネットワーク」などがある。
2) アドホックネットワーク
移動端末自身が無線 LAN などのワイヤレス通信機能とルータ機能を持つノードとなり、アクセスポ
イントを介さずにノード間でパケットの転送を繰り返す「マルチホップ通信」を行うもので、災害など
既存の通信インフラが使用できなくなった場合などの代替手段として注目をされている。
アドホックネットワークでは以下のような点を考慮する必要がある。
* ノードが自由に移動し、また電源の OFF など経路となるノードが動的かつ頻繁に変化する。
* ワイヤレス通信は有線と比較すると通信速度が遅く、更にノイズや干渉の影響をうけるため通信
速度の変化や通信障害が発生しやすい。
* 移動端末はバッテリーなど有限の動力源を使用していることが多く、効率的に使用し稼働時間
を長くする工夫が重要である。
3) センサーネットワーク
温度や色、加速度などを対象物の状態を検知するセンサーに通信機能を内蔵させ、センサーとセ
ンサー、センサーと周辺機器がネットワークを介して自律的に通信を行うようにしたものである。
ネットワーク上に配置された複数のセンサーにより監視対象の様々な情報をリアルタイムに把握す
ることにより、適切な対応を迅速に行うことができる。そのため医療、防犯、防災などを始め、社会・
経済活動における活用が期待されている。
センサーに無線装置を内蔵させ無線センサーネットワークを構築することにより、複数のセンサー
を自由に配置することが可能となる。
ワイヤレス通信ではアドホックネットワークによって他のセンサーを経由して通信を行う。
4) RFID（Radio Frequency Identification）
RFID は無線技術を用いて物の認識を行う装置の総称で、電子タグや RF タグ、無線 IC タグなどと
も呼ばれ、情報を記録する IC チップとアンテナを埋め込んだ IC タグと、無線電波を介して IC タグ
の情報を読み書きするリーダ／ライターで構成される。
流通システムにおける物品の追跡や企業における入退出など幅広い用途がある。
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