
2011年度情報ネットワーク論 1解答例

問題 1

各々の TCP コネクションについて、SNMP MIB を用いて以下の統計情報が取得可能である
場合、どのような指標をユーザに提示可能であるか。3 つの指標を、計算式とともに示せ。 なお
MIB において取得される統計情報はすべて整数値である。

Variable name Description

tcpEStatsPerfSegsOut The total number of segments sent.

tcpEStatsPerfDataSegsOut The number of segments sent containing a positive

length.
tcpEStatsPerfDataOctetsOut The number of octets of data contained in transmit-

ted segments, including retransmitted data. Note

that this does not include TCP headers.
tcpEStatsPerfSegsRetrans The number of segments transmitted containing at

least some retransmitted data.
tcpEStatsPerfSegsIn The total number of segments received.

tcpEStatsPerfDataSegsIn The number of segments received containing a posi-

tive length data segment.
tcpEStatsPerfDataOctetsIn The number of octets contained in received data seg-

ments, including retransmitted data. Note that this

does not include TCP headers.
tcpEStatsPerfSmoothedRTT The smoothed round trip time used in calculation of

the RTO (in milliseconds).
tcpEStatsPerfCurRTO The current value of the retransmit timer RTO (in

milliseconds).
tcpEStatsPerfCongSignals The number of multiplicative downward congestion

window adjustments due to all forms of congestion

signals.
tcpEStatsPerfCurCwnd The current congestion window, in octets.

tcpEStatsPerfCurSsthresh The current slow start threshold in octets.

tcpEStatsPerfTimeouts The number of times the retransmit timeout has ex-

pired.
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採点指針

• 複数のMIB情報を組み合わせて指針を出している
• MIBの情報が何を表すか理解し指針を出している

解答例

1.送信セグメントの再送率
再送されたセグメント数を，送信したセグメントの中でペイロードを持つセグメ ント数で割る
事で，送信セグメントの再送率を求める事ができる．

送信セグメントの再送率 =
tcpEStatsPerfSegsRetrans

tcpEStatsPerfDataSegsOut

2. RTTの標準偏差
jacobsonのアルゴリズムでは，RTOは RTTから計算して求めているため，RTTの標準偏差を
求める事ができる．jacobsonのアルゴリズムでは，RTOは式（1）で計算される．

RTO = RTT の平均+ 4 ∗ RTT の標準偏差 (1)

よって，RTTの標準偏差は式（2）となる．

RTT の標準偏差 =
(RTO − RTT の平均)

4
(2)

この式にMIBの名前を当てはめると

RTT の標準偏差 =
(tcpEStatsPerfCurRTO − tcpEStatsPerfSmoothedRTT )

4

となる．

3.TCPの瞬間転送速度
現在の輻輳制御ウィンドウの大きさを RTTで割る事で，値を取得した瞬間の TCPの転送速度
を求める事ができる．

TCP の瞬間転送速度 =
tcpEStatsPerfCurCwnd

tcpEStatsPerfSmoothedRTT
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問題 2

(1) 以下の URL にアクセスした場合、それぞれどのようなプロトコルのやりとりを誘発す
ると考えられるか。それぞれの URL についてシーケンスダイアグラムで示せ。

- http://www.naist.jp/

- http://nonexistent.jp/ なお nonexistent.jp は存在しないドメイン名であるとする。
(2) 同じ URL を 10 秒以内に再びアクセスした場合、(1) で示したシーケンスダイアグラ
ムのうち観測されないと考えられる部分はどれか。理由とともに示せ。

採点指針

(1)

• 存在するドメインの場合，DNSでURLから IPアドレスを引き，得た IPアドレスでHTTP

にアクセスするプロセスが書かれているか．
• 存在しないドメイン名の場合，DNSから IPアドレスが見つからないというレスポンスが帰
り，HTTPの処理が発生しないことが書かれている

(2)

• 存在するドメインの場合，DNSでURLから IPアドレスを引き，得た IPアドレスでHTTP

にアクセスするプロセスが書かれているか．
• 存在しないドメイン名の場合，DNSから IPアドレスが見つからないというレスポンスが帰
り，HTTPの処理が発生しないことが書かれている
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解答例

(1)

http://www.naist.jp(実際に存在する url)にアクセスした場合は図 1 のように処理が行われる
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図 1 http://www.naist.jpの場合

一方，存在しないドメイン名である http://nonexistent.jp/ にアクセスした場合は，図 2のよう
に DNSサーバで IPアドレスが見つからないため，HTTPの処理が発生しない．
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図 2 http://nonexistent.jp/の場合
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(2)

10 秒以内に再びアクセスした場合，DNS キャッシュサーバに URL と IP アドレスの情報が
キャッシュされているため，DNSルートサーバへの検索は行われなくなる．よって，処理は 10秒以
内に再度 http://www.naist.jpにアクセスした場合図 3，10秒以内に再度 http://nonexistent.jp/

にアクセスした場合図 3となる．
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図 3 10秒以内に再度 http://www.naist.jpに
アクセスした場合
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図 4 10秒以内に再度 http://nonexistent.jp/

にアクセスした場合
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問題 3

図に示すような BGP dispute wheel を検知するシステムを構築したい。この図において A, B,

C, D は AS (Autonomous System) であり、灰色の箱にはそれぞれの AS において優先し たい経
路が上から順に書かれている。A,B,C はいずれも D へのパケット転送を他の AS に委 ねたい。こ
の結果、どこからも D に到達できないという状況が起こる。これを BGP dispute wheel という。
検知システムの構築にあたっては、アクティブ計測、パッシブ計測それぞれのアプローチのもと
で、どのような方式が考えられるか。方式の概略を示せ。

採点指針

• 各方式について概要が分かりやすく書かれている
• 書かれている方式がパッシブ方式，アクティブ方式それぞれに当てはまるものである．

解答例

パッシブ計測
方式 パケットの観測によるアプローチ
概要 自分の ASを通過するすべてのパケット観測し，一度受け取ったことがあるパケット
が複数回通過した場合にアラートを上げる．ただし，パケット全部の観測に対するコストが
大きい

方式 ICMP Time Exceedの観測によるアプローチ
概要 ICMP Time Exceedを観測することで，D宛のパケットが到達しているかどうか確認
することができる．
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アクティブ計測
方式 ASが保持する経路への到達性確認によるアプローチ
概要 Dへの経路が存在するか各 ASで到達性の確認を行う．この方法では，各 ASで保持
する経路への到達性の確認を定期的に行う．

方式 パケットのヘッダのオプション領域に通過した ASを追記するアプローチ
概要 パケットのヘッダのオプション領域に通過した ASの情報を追記する．ASではパケッ
トのヘッダのオプション領域を見ることで同じ ASを以前に通ったことのあるパケットかど
うか判断する．
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問題 4

ノード数が同じで、グローバルアドレスを付与した、IPv4 を使ったインターネットと、IPv6 を
使ったインターネットを 1 カ所で相互接続し、接続点には L3 ヘッダの情報だけを 1 対 1 でマッ
ピングする単純なパケット変換装置 + IPv6 ルータを使って接続したとする。このと きに、どの
ような問題が発生するだろうか。発生が予想される問題 (一つだけとは限らない) を述べ、その解
決方法も合わせて議論せよ。なお変換装置におけるハードウェア性能の限界 から起因する問題 (例
えば「パケット転送性能の不足」)、および、IPv6 アドレス空間が IPv4 アドレス空間よりも巨大
なことに起因する問題の指摘については、解答として認めない。

採点指針

• マルチキャストについてアドレス体系が異なること，相互接続の方法が定まっていないこと
が書かれている

• パケットフラグメンテーションの問題について，IPv4と IPv6ではMTUサイズが異なる
ことが書かれている

• 相互接続ポイントが 1つであることに起因する問題について書かれている

解答例

マルチキャストに関する問題
マルチキャスト通信は一対多の通信を行う技術である．ただし，マルチキャストに用いられるア
ドレスフォーマットが IPv4と IPv6で異なるため，IPv4アドレスと IPv6アドレスが混在した環
境では通信が行えない．よって，IPv6アドレスと IPv4アドレスを相互変換する方法が必要であ
り，IPv4のマルチキャストアドレスを持ったすべてのパケットを IPv4のマルチキャストアドレ
スを IPv6 のマルチキャストアドレスに埋め込む必要がある．ただし，IETF では現在、IPv4 と
IPv6の混在環境のマルチキャストの運用に関する標準化は行われていない．

パケットフラグメンテーションに関する問題
IPv4ネットワークと IPv6ネットワークが相互接続している環境では，パケットフラグメンテー
ションの問題が発生する．これは，IPv4と IPv6の層ではMTUサイズが異なることが原因であ
り、これによりパケット転送性能が大きく下がってしまう．IPv6ネットワークでのMTUは IPv4

ネットワークでのMTUより大きいため，IPv6ネットワークで生成されたパケットは IPv4ネッ
トワークを通過するとき小さなサイズのパケットに分割されてしまう．

遅延に関する問題
IPv4ネットワークと IPv6ネットワークを相互接続した環境では通信遅延が大きくなる．これ
は，相互接続しているポイントが 1箇所であるため，送信元が相互接続のポイントから離れている
可能性が高いためである．よって，パケットを異なるバージョンの IP空間に転送する場合，パス
は長くなってしまう．
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問題 5

間もなく 100Gbps の帯域を提供するデータリンク層技術が提供されようとしている。この よ
うな 100Gbps 以上のデータリンクを、現在の単一のコンピュータに直結し、インターネッ ト接続
として利用するためには、どのような技術課題を解決しなければならないか。その理 由と共に述
べよ。

採点指針

• 現在市販されている NICの対応スピードに関連する記述がある
• 現在の一般的な PCのスペックに関する記述があり、それについての概要と限界点が書かれ
ている

• PCや OSのアーキテクチャに関する問題点に関する記述がある

解答例

• 現在市販されている NIC(Network Interface Card)は 10/100/1000Mbpsが主流となって
おり，これ以上のデータを扱うことはできない．

• 100Gbpsに対応した NICがあったとしても，受信したデータがメモリ容量を超えてしまう
• PCのバススピードが 100Gbpsのトラフィックを処理できない
• 現在の PCアーキテクチャでは 100Gbpsのトラフィックを処理できない．これは OSの改
善が必要である．

9


