
情報ネットワーク論 I – 期末試験（2008年度）回答例

ここに示された回答例は試験問題を解く際の指針を概説したものであり、実際の試験回答には、
より詳細な技術面からの説明と論理展開が期待されます。また、これらの回答例が正解のすべてを
網羅しているわけではありません。問題の意図に沿い、かつ正確な記述を含む回答に対しては、以
下に示す例に当てはまらなくても加点の対象となります。

問題 1

以下に挙げる例と同等の解答がなされていることが期待されます。

• ICMP Echo Request、Echo Reply を受け付けないルータやエンドホストがある場合、ping
や traceroute コマンドが使用できず、中継路の判別が困難になることから障害区間の判定が
行えない。

• インターネットでは宛先のエンドホストに対する経路が複数存在し、障害発生時には自動的
に途中のルータによる迂回路が設定されるため、エンドホストからの障害区間の判定が行え
ない。

• ATM や フレームリレー等のデータリンクを使用している場合、データリンク層以下でフ
レームの中継がされるため、途中経路で障害が発生してもネットワーク層以上での障害区間
判定が行えない。

• 携帯電話網の様にインターネットへの接続をトランスポート層以上で終端している場合、ネッ
トワーク層での疎通が損なわれるため、障害区間判定が行えない。

問題 2

OSI 参照モデルでは各層での機能が独立しているため、新たなプロトコルの追加や仕様の変更
などが容易という利点がある一方で、その機能独立性から他の層の有用な情報を使用できないとい
う欠点があります。本問ではこの欠点に着目し、他の層から取得した情報を用いることで最適化で
きる対象とその方法が書かれていることが期待されます。他の層からの情報取得を考えると、以下
のような回答例があります。

• 物理層におけるメディアのビットエラー率をデータリンク層が取得する。ビットエラー率が
高い場合はフレームサイズを小さく、ビットエラー率が低い場合はフレームサイズを大きく
することで、フレーム単位でのエラー率を減少させて伝送成功率を向上するとともに、通信
効率の向上を行う。

• データリンク層での輻輳情報、例えば CSMA/CD や CSMA/CA における衝突検知回数や
バックオフ時間の合計等をネットワーク層が取得する。取得した衝突検知回数やバックオフ
時間の合計を経路制御に適用することで、輻輳の少ない低遅延な経路制御が実現でき、エン
ドホスト間の通信遅延を小さくする。
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問題 3

ARP や ND は同一データリンクに接続するホストのデータリンクアドレス（Ethernet では
MAC アドレス）解決を行うプロトコルです。アドレス解決処理はいずれもブロードキャストによ
るアドレス解決要求メッセージをデータリンクに送信し、その応答を受信することで行われます。
動的に解決する必要が無い場合は事前に固定アドレスを設定しておくことも可能です。また、端末
のアドレス変化へ対応するために有効期限が設けられています。つまり、有効期限を過ぎたアドレ
スは破棄され、再度アドレス解決が行われます。この一連の処理がうまく動作しない原因は ホスト
/ プロトコル / ネットワークの 3種類に分類でき、それぞれ以下のような解答例が挙げられます。

• 各ホストはデータリンクアドレスを手動で設定できるため誤ったアドレスを設定している場
合、アドレス解決が正しく動作しない。

• ARP や ND のプロトコルではアドレス解決の要求メッセージに対する応答を全て信頼して
使用するため、悪意のあるホストが不正なアドレスを応答する場合、アドレス解決がうまく
動作しない。また、解決したアドレスの有効期限内にホストのアドレスが変化した場合、有
効期限を過ぎるまでアドレス解決がうまく動作しない。

• ブロードキャスト通信が行えないデータリンクや片方向のみ通信が可能な片方向リンクで構
成されたネットワークでは、アドレス解決要求メッセージ、または、その応答メッセージが
送受信できないため、アドレス解決が正しく動作しない。

問題 4

サーバの多重化として複数台のサーバを用意し、それぞれが保持するデータは全く等しいものと
想定します。この方法でサーバの多重化を行うためには、複数台のサーバに対してエンドホストか
らの要求を等しく処理させるために、エンドホストに対して複数台のサーバを 1台に隠蔽する機
能が必要となります。隠蔽する機能を OSI 参照モデルに沿って考えると、例えば以下のような機
能が挙げられます。

• 複数台のWebサーバをネットワーク層で隠蔽することを考える。インターネットでは、URIに
基づいて、接続するサーバと要求するコンテンツを決定する。このURIは http://authority/path
のフォーマットで与えられ、エンドホストは authority から Web サーバの IP アドレスを取
得する。この authority から IP アドレスに変換する仕組みにおいて、一つの authority に
対して、複数の IP アドレスを対応づけることでネットワーク層での隠蔽が可能となる。つ
まり、authority から IP アドレスに変換する毎に、エンドホストが得られる IP アドレスを
切り替えることで複数台のサーバを一つの URI で表現でき、エンドホストの要求を各サー
バに分散できる。

• 複数台の Web サーバをトランスポート層で隠蔽することを考える。トランスポート層で隠
蔽するためには、TCP 接続を終端し、アプリケーションのデータを Web サーバへ転送す
る機器が必要となる。エンドホストが要求を送信すると、この機器がエンドホストと TCP
コネクションを確立し、コンテンツに対する要求を Web サーバへ転送する。そして、Web
サーバから得られた応答をそのままエンドホストに応答する形態をとる。
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• 複数台のWeb サーバをアプリケーション層で隠蔽することを考える。アプリケーション層で
隠蔽するには、エンドホストからの要求を Web サーバの代わりに受け付けて終端するサー
バが必要となる。エンドホストからの要求を受け付けたサーバは、Web サーバに対して代理
で要求を行い、その結果をエンドホストに応答するという処理を行う。これは一般的にキャッ
シュサーバと呼ばれ、静的コンテンツ（htmlファイルや画像ファイル等）に対する要求はロー
カルメモリ上に保存しているキャッシュで応答し、動的コンテンツ（cgi-bin や Java servlet
等）は要求がある毎に Web サーバに問い合わせ、その結果を応答する形態をとる。

問題 5

TCP では同時に送信するパケット数が多いほどネットワークの利用効率が上がり、エンドホス
ト間の通信速度が向上します。問題文中の処理は、重複 ACK を複数（一般的に 3つ）受信する
ことで輻輳を検知した後、さらに重複 ACK を受信し続けた場合に実行されます。このとき、重複
ACK により判明した損失パケットの再送処理によって新たなパケットの送信が行われないことを
防ぐため、重複 ACK を受信する毎に新たなパケットを送信することで通信速度の減少を抑える役
割を果たしています。さらに、損失パケットの再送終了後にバースト的にパケット送信が発生して
しまうことを防いでいます。参考として、下記に輻輳時に実行される Fast Recovery の動作を説明
します。

if (重複 ACK 数 == tcprecvthresh){

パケットを再送
ssthresh = cwnd/2;

cwnd = cwnd/2 + tcprecvthresh;

} else if (重複 ACK 数 > cwnd / 2){

重複 ACK 毎に新しいパケットを一つ通
信
} else if (再送パケットの ACK ){

cwnd = ssthresh;

}

Fast Recovery

Fast Recovery は上記のようなアルゴリズムを用いて行われます。現在、送信ホストでは cwnd
の値が 8 で、p12 ∼ p19 のパケットを送信して宛先ホストからの ACK を待っている状態としま
す。ここで、p12 が中継ルータでロスした場合を考えます（図 1）。

p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23

cwnd

図 1: 初期状態
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tcprecvthresh の値は一般的に 3 に設定されており、p13 ∼ p15 の到着による重複 ACK が返っ
てきた時点で「重複 ACK == tcprecvthresh 」が満たされることで、p12 が再送され、ssthresh が
8/2 = 4、cwnd が 8/2 + 3 = 7 に設定されます（図 2）。

p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23

図 2: 重複 ACK の到着

次に、p16 の到着による重複 ACK を受信した場合、重複 ACK 数 = 4、cwnd/2 = 3.5 となり、
2つめの if 文が実行されます。つまり、p19 の送信が行われます（図 3）。但し、この場合はすでに
p19 は送信済であるため送信は行われません。

p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23

図 3: p16 の重複 ACK の到着

次に、p17 の到着による重複 ACKが返ってくると 重複 ACK 数 = 5、cwnd/2 = 3.5となり、2
つめの if 文が実行されます。つまり p20 の送信が行われます（図 4）。

p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23

図 4: p17 の重複 ACK の到着

同様に、p18 の到着による重複 ACK が返ってくると、重複 ACK 数 = 6、cwnd/2 = 3.5 とな
り、2つめの if 文が実行されます。つまり、p21 の送信が行われます（図 5）。
最後に、再送した p12 の到着による ACK が返ってくると、3つ目のの if 文が実行され、cwnd
の値が ssthresh の値に設定されます。
以上のように、重複 ACK 毎に新しいパケットを送信していくことで新しいパケットの送信停止
を防止し、通信速度の減少を防いでいます。また、cwnd の値がリセットされた際にバースト的に
パケットが送信されることを軽減しています。
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p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23

図 5: p18 の重複 ACK の到着
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