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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。

• 判読不明な汚い字での記述では、(判別不能のため) 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別可能な記載を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」といったものは受け付けない。

以下の論述問題に回答せよ。
1. ８台のルータが媒体共有型のネットワークにつながっている状況を考える。３０秒に１回、
定期的に Hello パケットを同報通信し、同報通信を受信したルータは次の Hello パケットに
おいて送信者のアドレスを列挙するものとする。このとき、８台のルータ全てが互いを認識
するまでに必要な最短時間と、最長時間を求めよ。なお伝送遅延とパケットロス率について
は無視してもよい。

2. 往復遅延が 10ms, 500ms のネットワークにおいて、TCP の送信を開始してから転送レート
が 10Mbps に達するまでに必要な時間をそれぞれについて求めよ。なお回線速度は 100Mbps
とし、パケットサイズは 1Kバイト、パケット廃棄率はゼロとする。またコネクションは既
に確立できているものとする。

3. 以下の文章を読んで、このような処理が必要なプロトコルと、その有無による違いについて
説明せよ。
When sending out messages, it is sometimes necessary to delay a transmission for a random
amount of time in order to prevent multiple nodes from transmitting at exactly the same
time, or to prevent long-range periodic transmissions from synchronizing with each other.
When a random component is required, a node calculates the actual delay in such a way
that the computed delay forms a uniformly-distributed random value that falls between
the specified minimum and maximum delay times. The implementor must take care to
insure that the granularity of the calculated random component and the resolution of the
timer used are both high enough to insure that the probability of multiple nodes delaying
the same amount of time is small.

4. e-commerce や個人情報保護のために、web サーバへのアクセスにサーバ証明書を用いた
SSL/TLS 暗号化通信を使うことが増えている。一方、SSL/TLS暗号化通信の増加はネット
ワーク管理において多種多様な問題を引き起こしだしている。どのような問題が増加してい
るかを一つ示し、解決方法を考える時に存在するトレードオフを論じなさい。

5. 媒体共有型で同報通信機能しか無いデータリンクを考える。これをＩＰ通信網として使うた
めには、ＩＰ層との接続のために、どのような機能が追加されなければいけないか。なお、各
ノードにはアドレスが付与され、受信ノードでは、データの送信ノードは識別できるとする。

試験問題は以上である。
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1. Here we consider a situation where 8 routers are connected to a shared-media network.
Assuming that routers broadcast hello packets every 30 seconds and then acknowledge each
other by enumerating senders, calculate the minimum time and maximum time required
to acknowledge all routers. You may ignore transmission delay and packet loss rates.

2. Calculate the minimum time required to reach transfer rate of 10Mbps in TCP, under
round-trip delay of 10ms and 500ms, respectively. Assume that the link speed is 100Mbps,
packet size is 1Kbytes, packet loss rate is zero, and the connection is already established.

3. Read the following sentences and describe one or more class of communication protocols
that require such processing. In addition, describe di!erences resulting from the presence
and absence of such mechanism.

When sending out messages, it is sometimes necessary to delay a transmission
for a random amount of time in order to prevent multiple nodes from transmit-
ting at exactly the same time, or to prevent long-range periodic transmissions
from synchronizing with each other. When a random component is required, a
node calculates the actual delay in such a way that the computed delay forms
a uniformly-distributed random value that falls between the specified minimum
and maximum delay times. The implementor must take care to insure that the
granularity of the calculated random component and the resolution of the timer
used are both high enough to insure that the probability of multiple nodes de-
laying the same amount of time is small.

4. In order to conduct e-commerce and to protect privacy, we see more frequent uses of
SSL/TLS encrypted communications that employ server certificates. Such increasing uses
of SSL/TLS encypted communications incur diverse issues in network management. De-
scribe one of such issues, followed by the discussion of trade-o!s in resolving the issue.

5. Consider a shared-media datalink that only o!ers broadcast. In order to use this datalink
in IP networks, what kind of functions have to be incorporated into the datalink? Here we
assume that each node has address assigned, and receiving nodes can identify the sending
node, on the datalink in question.

End
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