
「情報ネットワーク論 I」解答例（ 2010 年度）

問題 1 近年データリンク層全体が、複数の層から構成される階層構造に急速に移行している。何
故か。また、この階層構造の導入によって得られた利点は何かを理由も合わせて述べよ。

採点指針 以下の記述があった場合は加点する

• データリンク層の高機能化が進んでいる

• データリンク層に対する理解が深まってきている

• LLC, MAC層における標準化が進んでいる

• 標準化にはコストがかかるため、部品化し再利用している

• データリンク技術発展の速度に追いつくため、再設計を避けている

• プロセッサ等の構成要素の基礎的な性能向上により、階層化による性能オーバーヘッド増加
が相対的に小さくなっている

解答例 データリンク層では，物理層から転送されるデータを処理している。近年、データリンク
技術発展にによりさまざまなデータリンクが開発されている。データリンクごとに送られるデータ
の構造は異なるため、データリンク層ではデータリンクごとにデータを処理する機能を実装しなけ
ればならない。このとき、データリンクごとに処理する機能を実装すると、新たなデータリンク技
術の発展の速度に追いつくことができなくなってしまう。よって、サブレイヤ化することにより再
設計を避け、データリンク技術の発展の速度に対応している。
また、 LLC，MAC層ともに標準化が進んでいるが，標準化し実用化するためにはコストがか
かってしまう。しかし，サブレイヤ化することにより，再利用可能とし実用化にかかるコストを抑
えることができる。
最後に、データリンク層をサブレイヤ化すると性能オーバーヘッド増加が問題になってしまうが
プロセッサ等の構成要素の基礎的な性能向上によりサブレイヤ化によるオーバーヘッドの増加は相
対的に小さくなり問題にならなくなってきている。
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問題 2 IP multicast を利用したサービスは、ISPがそのサポートを行わない等の理由により、
その展開が限定的である。なぜ ISPがサポートしたがらないのか。

採点指針 以下の記述があった場合は加点する

• IP multicast はルータにてステートを維持する必要がある

• IP multicast のトラブルシューティングが難しい

• Any-source multicast では IP multicast グループを ISP で管理できない（メンバーシップ
の管理、IP multicast アドレスの管理についても同様）

• ISP をまたがる IP multicast 運用が一般的でない

• ISP内のすべてのルータ、スイッチが IP multicast に対応していない可能性がある

• ISPをまたがる IP multicast の場合、その課金モデルが確立していない。

解答例 IP multicastを ISPがサポートを行わない理由として以下の４点が挙げられる。
まず一点目として、現在、ほとんどの ISPでは利用者に対して IPv4のアドレスを割り当ててい
るが、このアドレスは固定的ではなく一定時間で変わってしまう。IP multicastでは IPアドレスで
グループ分けを行うが、ISPが異なる場合 IPアドレスと使用者を同定することが難しいため、IP
multicastを利用したサービスの利用者と IP multicastのグループの同定が難しくなってしまう。
二点目は、まだ ISP間をまたがる IP multicastが一般的でないため，運用も行われていない。
三点目は、ISPが IPマルチキャストをサポートする場合、ISPの管理するすべての機器が IP

multicastに対応していなければならない。そのため、ISPで IP multicastに対応していない機器
を利用している場合、IP multicastをサポートするためには機器の入れ替えを行わなければなら
ず、新たなコストが発生してしまう。
四点目は ISP間にまたがる IP multicastの課金モデルが確立されておらず，現状では ISP間に
またがる IP multicastの利用が一般的ではない．そのため，IP multicastを導入することで得られ
る利益が ISPにとってそれほど大きくなく，IP multicastをサポートするメリットがあまりない。
以上のような理由から ISPで IP multicastのサポートが行われず、そのため IP multicastを利用
したサービスの展開が限定的になってしまっている。
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問題 3 あらかじめ IPアドレスが定められた相手先との TCP コネクションが確立できない状況
を考える。このとき、ICMP だけでは障害区間判定ができないケースを２つ挙げ、それぞれについ
て文章と図を用いて説明せよ。

採点指針 解答のポイント

• 途中経路における障害とエンドノードにおける障害を区別して挙げているか。

• ネットワーク層の複合的機能およびトランスポート層、データリンク層を見渡した論述が出
来ているか。

解答例

• 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。

• エンドノードが反応しない場合、エンドノード手前のリンクの障害なのかエンドノード自体
の障害なのか切り分けできないケースがある。

• 経路制御でトラブルが起き、戻りパケットが帰ってこない場合、ルータ間のリンクの障害
なのか、経路制御のトラブルなのか判定できないケースがある。
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問題 4 以下の文章を読んで、このようなプロトコルが有効な状況と、うまく動かない状況を説明
し、IPv6 プロトコルの仕様にこのような提案を盛り込むべきかどうかを論じよ。

This specification defines the Dynamic Prefix Request (DPR) protocol for Internet
Protocol Version 6 (IPv6). Routers use Dynamic Prefix Request to request delega-
tion of a network prefix, for use on directly attached networks. DPR also allows the
requesting router to specify the routing protocols in which it is capable of participat-
ing. Upon receipt of the request, the delegating router may authenticate the request,
and will establish if the requested prefix size is acceptable. The delegating router
then specifies the prefix for use, the length of time for which that prefix is delegated,
and the routing protocol to be used.

採点指針 DPR が要するにサブネット単位の DHCP みたいなものだということを文面から理解
しているかどうか。

解答例 DPRが有効な場合は、DPR 要求を送ってくるルータ数が既知であり、確保すべきアド
レスブロックの大きさの推定が可能な場合である。しかし、DPR要求を送ってくるルータ数が未
知の場合にDPR 要求が相次ぎ、当初 DPR むけに確保していたアドレスブロックを使い果たして
しまった場合は正常に動作しなくなってしまう。ただし、DPR要求をしてくるルータ数が確保し
たアドレスブロック以下であっても、過去に DPR要求で割り当てられたアドレスブロックを、貸
し出し期間を超えて利用するプロトコル違反のルータが存在していると正常に動作しなくなってし
まう。また、DPRで割り当てた IPアドレスには利用期限が設定されているため、DPR要求で割
り当てたアドレスブロックだということをユーザが理解しておらず、DNS など上位層プロトコル
で期限切れとなる IPアドレスを書き込んでしまった場合うまく動作しなくなってしまう。
もう１点の利点としては、DPRは自動でアドレスをルータに割り当てるため DPR によって
オペレータが手動でプレフィックスの割り当てを行う負荷から解放されるため、そのメリットは大
きい。
解答ではこのような点をふまえて IPv6プロトコルに DPRを盛り込むべきかどうかの議論を
行って欲しい。
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問題 5 HTTP, FTPなど多くのアプリケーション層プロトコルはアプリケーション層でセッショ
ン管理を行っているが、セッション管理機能だけを取り出してセッション層に移した場合、どのよ
うな利点・欠点があるか考え、説明せよ。

採点指針 以下の論述があれば加点する

• セッション管理機能として Webサイトへのログインなどがある

• 複数のアプリケーションでセッションの状態を共用できる

解答例 セッション管理機能だけを取り出してセッション層に移した場合、アプリケーションごと
にログインする必要がなくなる。その反面、複数のアプリケーションでセッションを共有するよう
な場合、どのアプリケーションがセッションを共用してよいか不明となってしまう。
また、新しいアプリケーション層プロトコルを作る場合、セッション層の機能を実装する必要が
ない。よって、実装時の負担が軽減する。さらに、現在のアプリケーションは複数のセッションを
管理する場合が多く、セッションは一つのコンポーネントになっている。この場合、セッション層
で一括でセッションを管理することにより、システムの管理性や記述性があがる。しかし、その反
面セッション層の機能を改変が困難になってしまう。
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