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今日の話	

●  TCP/IPまでの世界 
●  プロセス間通信 
●  プロトコル 
●  TCP/IPのポイント 
●  OSI 
●  IPアドレスとDNS 
●  IPアドレス 
●  ポート番号 
●  議論	
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TCP/IPまでの世界(1)	

●  縦割りのシステム、縦割りの世界 
¡ 大型計算機(Main Frame) 
¡ それぞれのシステム(新聞、みどりの窓口) 

●  IBM SNA 
¡ System Network Architecture 
¡ 国産各社も: FNA, HNA 
¡ 各社機種を相互接続する 

¡ Tandem Computer	
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TCP/IPまでの世界(2)	

●  OSIの登場 
¡ Open System Interconnections 
¡ コンセプトは良かったが実装に難 
¡ 考え方(モデル)は後述 

●  TCP/IPが優位に 
¡ 実装が現実的 
¡ OSIモデルを柔軟に適用 
¡ ネットワーク接続をファイル感覚で 

¡ open, close, read, write	
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TCP/IPまでの世界(3)	

●  インターネット時代にTCP/IPが情報基盤に 
●  サーバやPC 

¡ マルチプロセス、プロセス間通信を実装 
¡ ネットワークがデータ伝送から多目的利用に 
¡ PCやスマホ等マルチプロセスを実現 
¡ プロセス間通信はTCP/IPで互換性 
¡ コンピュータや周辺機器の高速化/大容量化 
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プロセス間通信	

●  マルチプロセス 
¡ 同時に多くのプロセス(スレッド)が動作 
¡ プロセスの例 

¡ メール、ウェブ、WORD 
●  プロセス間通信 

¡ コンピュータの間はIPのプロトコルで 
¡ プロセス固有の部分と通信の共通の部分 

¡ メールだとSMTP、ウェブだとHTTP 
¡ 通信の共通部はTCPやUDP 
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プロセス間通信	

●  マルチプロセス 
●  プロセス間通信	
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●  Protocol(通信規約) 
¡ ネットワークでの取り決め 

●  層(Layer)ごとに取り決めがある 
¡ 1つのネットワーク(Ether Packet) 
¡ 計算機間(IP): 実際にはPier間 
¡ プログラム共通(TCP, UDP) 

¡ 通信の開始、終了、中断処理、再開処理 
¡ 各プロセス毎に(SMTP,FTP,NNTP,HTTP) 

●  TCP/IP以外にもある: Apple Talk等	
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TCP/IPのポイント(1)	

●  サンドイッチ構造が成功 
¡ 上位は各種アプリケーション 
¡ 真ん中にTCP/IP 
¡ OSIの1,2層を支えるネットワークやコンピュータ 

●  各種アプリケーション/システム 
¡ メール、ウェブ、ブログ、ソーシャルメディア 
¡ 動画配信、音声/動画会議 
¡ 予約システム、買い物システム、検索システム 
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Everything over IP	

●  IPを挟んで上からはアプリ、下からはネット 
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TCP/IPのポイント(2)	

●  OSIの1,2層を支えるネットワークやコン
ピュータ 
¡ 光ファイバー、無線LAN 
¡ 加入者電話網、公衆電話網、携帯電話網 
¡ パソコン、スマホ、携帯電話機 
¡ テレビ、家電製品 

●  TCP/IP 
¡ IPアドレスと経路制御(IP, ICMP) 
¡ ポート番号と通信共通処理(TCP, UDP)	
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TCP/IPのポイント(3)	

●  RFC: Request for Comments 
¡ インターネットの標準を決める 
¡ 複数のプラットフォームで動く事 

●  コミュニティが支えるインターネット 
●  時代に応じて柔軟に変わるインターネット 

¡ トップドメイン 
¡ ビッグデータ問題	
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OSIの7層(1)	

●  7層は大きく3つに分かれる 
¡ 各アプリケーション 
¡ TCP/IPの部分 
¡ 1つのネットワーク 

●  個別のプロセス間通信 
¡ アプリケーション層 
¡ プレゼンテーション層(文字コード、画像形式) 
¡ セッション層(ログインからログアウトまで) 

¡ ロングセッション、ショートセッション 
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OSIの7層(2)	

●  プロセス(ポート)間通信[共通部] 
¡ 4層: トランスポート層 

●  コンピュータ(ホスト,ピア)間通信 
¡ 3層: ネットワーク層 

●  1つの物理的なネットワークでの取り決め 
¡ 2層: データリンク層 
¡ 1層: 物理層 

May/7/2014 ネットワークシステム概論 14 

OSIの7層(3)	

●  層に分けると 
¡ 層の間のインターフェースを規定して実装 
¡ 良い物が生き残る 

●  アプリケーション層の上は 
¡ 利用層 
¡ 8層: 予算層、9層: 政治層、10層: 宗教層	
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IPアドレスとDNS	

●  コンピュータやネットワークはIPアドレスで動作 
●  サービスはメールアドレスやURLはドメイン名 
●  その両者を対応させる 

¡ ドメイン名システム 
¡ DNS: Domain Name System 
¡ トップドメイン 

u .com, .net, .jp, .cn, .biz, .coop 
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IPアドレス(1)	

●  IP: Internet Protocol 
●  最初はバージョン4: IPv4 

¡ IPv6: バージョン6への移行との共存 
●  IPアドレスは32ビット 

¡ その4バイトを10進数表記 
¡ 10100000.11000001.00000100.00000001 
¡ 160.193.8.1 

●  IPアドレスの歴史は次回 
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IPアドレス(2)	

●  機器の通信ポートはIPアドレスを持つ 
¡ それ以外に1つのネットワークでの番号 

¡ MACアドレス: 48ビットのアドレス 
u MAC層でのアドレス 

●  複数の通信ポートを持つPC等は 
¡ 複数のIPアドレスを持つ 

●  IPv4ではIPアドレスは32ビット 
¡ 32ビット: 約40億(世界の人口は70億) 
¡ IPv6では128ビットに 
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IPアドレス(3)	

●  DHCP 
¡ Dynamic Host Connection Protocol 
¡ ネットに接続したとき割当られる 

¡ IPアドレス 
¡ サブネットマスク 
¡ ゲートウェイIPアドレス 
¡ DNS: Domain Name Server IPアドレス 

●  100Vの交流電源を使うようにネットも 
●  電力が情報化で逆にTCP/IPの仕組みを 
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TCP,UDP(1)	

●  TCP 
¡ Transmission Control Protocol 
¡ 信頼できるプロセス(ポート)間通信の規約 

●  UDP 
¡ User Datagram Protocol 
¡ 行ったきりのサービス 

●  ICMP 
¡ Internet Control Message Protocol 
¡ IPのエラー処理 
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TCP,UDP(2)	

●  TCPとUDP,IPの通信形態の違い 
¡ TCP/IPは回線交換ではなくパケット通信 
¡ IP,UDP 

¡ パケットの保証はしないがロスが許す通信 
¡ TCP: 信頼できる通信 

¡ 仮想通信路 
¡ 再送機能、タイムアウト、回線の確立・解放 

¡ ICMP: 情報通知や診断 
¡ ping, traceroute(tracert) 
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ポート番号(1)	

●  基本的にはプロセスの番号 
●  実際には同じプロセスが複数動作するので 

¡ 呼ばれるときの共通の番号 
¡ well known port numbers 
¡ IANAで規定 

●  最初呼ばれるときのポート番号 
¡ 一旦、相互接続されると別の番号で通信 
¡ 複数の同じプロセスが動作する仕組み 
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ポート番号(2)	

●  Well known ports numbers 
¡ 21: FTP(ファイル転送) 
¡ 23: telnet(遠隔ログイン) 
¡ 25: SMTP(メール送信、転送) 
¡ 80: HTTP(ウェブ、HTMLの転送) 
¡ 110: POP3(メールの受信)	
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ポート番号(3)	

●  現状 
¡ 0-1023: well known port numbers 
¡ 1024-49151: registered ports 

¡ 6666-6668: IRC(チャット、標準は6667) 
¡  49152-65535: Dynamic and/or Private 

●  ポート番号を識別してセキュリティを強く 
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今日の議論	

●  縦割りのシステムが横断的に 
●  適正な集中と分散のシステム 
●  システムの融合 

¡ 通信と放送の融合(Media Mix) 
¡ 新聞/テレビ・ラジオ 
¡ 郵便と電子メール 

●  価格の考え方の変化：買い切りから利用分 
●  他の例では 
●  新しいアイデア/スキームは	
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今日のまとめ	

●  TCP/IPの前半 
●  TCP/IPまでの世界 
●  ポイント 
●  OSI 
●  IPアドレスとDNS 
●  TCP,UDP 
●  ポート番号 
●  議論	
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メモ	
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