
Information Network I Midterm Exam (2016) 
    Staff: S. Yamaguchi/ Y. Kadobayashi 

Date: May 6th 2016 9:20 - 10:20 (60 min) 
 

NOTE: 

 Please mind the readability of your writings, as well as the detail and clarity of your logic, 

for fair evaluation.  

 

1. The future of the Internet will likely see most of the every-day life objects interconnected 

using the Internet. As the CTO of a large enterprise looking to invest in this market, 

consider the following sub-points.  

a. Please discuss at least two challenges that Internet technologies (at either Layer 

1/Layer2/Layer3 of the OSI model) have to overcome in order for this market 

investment to become feasible.  

b. Please explain how these challenges could be overcome. Use specific examples 

wherever possible (real world instances/examples, actual use cases, etc.) to 

illustrate your points.  

 

2. As an Internet consultant, you have been brought in to help design the textbook which 

will explain the OSI 7-layer reference model to students aged 10 years old and up (Elementary 

School 5th graders).  Outline your basic proposal for explaining the 7-layer model to this age 

group. 

 There is no need to go into too much fine/deep detail--the important thing is to be 

able to explain the 7-layer model to children 

 You are completely free to design this curriculum as you wish 

 Feel free to use drawings, diagrams, and any examples 

 Your target audience are people who are opposed to starting this curriculum for 

kids 

 

3. Based on what you have learned during the lectures up to this point (network layer), 

propose a method to determine the geographic location associated with an end user’s IP address. 

Provide instances where your method will fail. 

 

END 

 

 

 

 

 

 

 



情報ネットワーク論 I 中間試験 (2016年度) 

山口、門林 

2016/5/6 9:20 - 10:20 (60分) 

 

注意: 

 公平な評価を行うため、回答の可読性、論理展開の丁寧さと明晰さに留意せよ。 

 

以下の論述問題に回答せよ。 

 

1. 将来、インターネットには生活に関わるすべてのものがつながると予想される。この市

場に投資する大企業の技術担当役員(CTO)として、以下の点を考慮せよ。 

a. この投資が容易なものとなるために、インターネット技術（OSIモデルのレイヤ

1,2,3いずれか）が克服しなければならない課題を２つ挙げ、それらについて説

明せよ。 

b. これらの課題に対する解決策について説明せよ。主張を明確なものとするため、

可能な限り具体例（実際の例、活用事例等）を活用せよ。 

 

2. あなたはインターネットのコンサルタントとして、OSI 7階層参照モデルを１０歳以上

の小学５年生に説明する教科書の作成に携わることになった。7階層モデルをこの年齢層に説

明するための、あなたの提案の概略を述べよ。 

 細かいディテールについて述べる必要はない -- 重要な点は７階層モデルを子供

達に説明できることである。 

 カリキュラム設計は思う通りにできる。 

 図表や例を自由に用いてもよい。 

 本提案が狙う読者層は、子供向けの本カリキュラムに反対する勢力である。 

 

3. これまでに学習した内容（ネットワーク層まで）に基づき、エンドユーザの IPアドレ

スに関連付けられた地理情報を知る手法を提案せよ。また、提案手法がうまくいかない場合を

例示せよ。 

 

試験問題は以上である。 


