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回答にあたっての注意

• 意味不明の論述は、回答として評価しない。論理展開、簡潔・明瞭な表現に注意すること。
• 判読不能な汚い字での記述では残念ながら採点できないこともあるので、多くの人にとって判読可能な文字
で記述するように努めること。

• 論述問題は、正解が一つに限定されるものではない。総合的に考えて回答を構成すること。
• 単位取得に対する要求、例えば「優以外はいらない」といったものは受付けない。µ ´

以下の論述問題に回答せよ。

1. 移動通信網をインターネットにつなぐ場合、境界点においてトランスポート層でいったん仮想回線を終
端し、さらに別の仮想回線を用いて中継するといったことが行われる。このようなトランスポート層に
おけるゲートウェイを行った場合、どのような利点欠点があるか論ぜよ。

2. ある 2点を結ぶネットワークを経由するすべてのパケットを、中間地点において観測できるとする。こ
の 2点を結ぶ TCPコネクションで起きた障害や性能劣化を、中間地点において観測したパケットのみ
から推定することを考える。
（a）中間地点で観測可能な障害や性能劣化を 2つ挙げ、その推定アルゴリズムの概略を述べよ。
（b）中間地点で観測不可能な障害はあるか。あるとすれば、それはどのようなものか述べよ。

3. IPアドレスはインターネット全体での一意性が保証されているため、アドレス空間の利用効率が低い。
ここで、近傍での一意性のみを保証するようなアドレス空間を考える。そのようなアドレス空間は、ど
のような数学的順序関係にもとづけばよいか、また、インターネットのトポロジに対して、どのような
制約を与えるか述べよ。

4. 近年開発が著しい無線ネットワークでは、使用される技術と、周波数割り当て方法とは深く関係する。
現在広く使われている WiFi (IEEE802.11b/g) は 2.4GHz周波数帯をつかっているが、このバンドは、
WiFi以外にも Bluetooth, HomeRF, FWA, 電子レンジ等の複数の方式が供用する方法となっている。
このような複数の通信方式が同じ周波数帯を供用している状況でも、うまく機能する理由は何か。出力
電力が小さい（10mW以下）という理由以外を考えよ。

5. 現在のネットワーク管理において、outband型のネットワーク管理基盤を利用するデメリットを、基盤
構築コスト以外の項目について指摘せよ。

試験問題は以上である。

このページの裏面は、同じ問題を英語で記述したものです。

Questions written in English are printed on the back of this page.
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Answer the following questions.

1. In the ordinary configuration to connect mobile (cellular phone etc.) networks to the Internet,

transport layer gateways are utilized, where any virtual circuits in the transport layer are ter-

minated at the perimeter between the mobile network and the Internet and the traffic is relayed

between two networks. Describe advantages and disadvantages on usage of this kind of L4 gateway

for this purpose.

2. Suppose that we can observe any packets transferred between two locations in the network. We are

going to guess the performance degradation and troubles in TCP layer from this packet observation.

（a）Show 2 phenomenon of trouble and performance degradation in TCP layer that can be iden-

tified through this observation. Furthermore, describe their algorithm to identify the phe-

nomenon from observed packet data.

（b）Is there any trouble in TCP layer that cannot be identified through this observation method?

Describe what such kind of trouble is.

3. Because the IPv4 address space forces us to keep global uniqueness on its assignment to all of

connected nodes to the Internet, usage efficiency is not so high. For improvement of this address

space usage, consider address space management with limited uniqueness scheme in which any

nodes near around keeps the unique assignment. In this kind of address space management,

describe what kind of order set the address space should have, and what kind of limitation should

be on the Internet topology.

4. In the recent years, wireless network technologies are emerging rapidly in every corner of the

world. The famous and popular WiFi uses 2.4GHZ ISM band. Other technologies such as Blue-

tooth, HomeRF, FWA, Microwave oven also use 2.4GHz band. Even hosting multiple network

technologies in the same 2.4GHz ISM band, these can be working well in coexisting situation. De-

scribe reason why these can be working well even coexisting. Small power output is not accepted

as your answer (10mW or low is quite obvious from the definition of ISM band).

5. Describe demerits (disadvantages) of outband network management scheme. “High cost on con-

struction for the management network” is quite obvious so that not acceptable as your answer.

日本語での問題は、このページの裏面に記載されています。

On the back page, you can see same questions written in Japanese.


