
第1章

ネットワーク基礎知識
ネットワークスペシャリスト試験の勉強をするにあたって，基礎を
身に付けることはとても大切です。本章ではまず，ネットワークの
勉強を行う上で基本となる，通信の仕組みやOSI基本参照モデル，
TCP/IPプロトコルや通信方式について学びます。
また，ネットワークを学ぶにあたって必要な ITインフラについても
学習します。サーバやストレージ，ネットワーク機器などの基本を
学ぶことによって，実際のネットワークを構築するために必要な基
礎知識を身に付けます。

1-1　ネットワークとは

⿇⿇ 1-1-1⿇ 通信の仕組み
⿇⿇ 1-1-2⿇ OSI基本参照モデル
⿇⿇ 1-1-3⿇ TCP/IPプロトコル群
⿇⿇ 1-1-4⿇ 通信方式の種類

1-2　ITインフラ

⿇⿇ 1-2-1⿇ ITインフラとは
⿇⿇ 1-2-2⿇ サーバ
⿇⿇ 1-2-3⿇ ストレージ
⿇⿇ 1-2-4⿇ ネットワークの構成要素
⿇⿇ 1-2-5⿇ データセンタ

1-3　演習問題

⿇⿇ 1-3-1⿇ 午前問題
⿇⿇ 1-3-2⿇ 午前問題の解答
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	ネットワークとは
　ネットワークとは，もともとは「網，網状」を意味するネット

（Net）に作業（Work）という言葉が加わったもので，網の目を張
りめぐらせた網細工などを指していたと言われています。これ
が発展して，放送局が連携して放送する放送網や，人と人とを
結ぶグループなどがネットワークと呼ばれるようになったようで
す。
　今回，私たちが学習するネットワークは，正確にはコンピュー
タネットワークと呼ばれるもので，複数のコンピュータを通信回
線で接続し，データのやりとりを行えるようにしたものです。
　コンピュータが普及し始めた頃は，コンピュータは1台1台，
単独で使われていました。その利用形態をスタンドアロンとい
います。しかし，コンピュータが進化するにつれて，複数のコン
ピュータを互いに接続することで情報の伝達や共有を行うコン
ピュータネットワークが発明されました。

	ネットワークの進化
　初期のコンピュータネットワークは，管理者が特定のコン
ピュータ同士を接続しただけのものでした。このようなネット
ワークを私的（プライベート）なネットワークといいます。それ
が徐々にプライベートなネットワーク同士を接続する公共（パブ
リック）のネットワークへと移行していきました。その一番大き
なものが，世界中のネットワークが接続されたインターネットで
す。

動画

IT分野についての基礎を学
ぶ動画を，
http://www.wakuwaku 
academy.net/itcommon
で公開しています。
本書では取り扱っていない
基本的な内容ついて詳しく
解説しています。本書の補
足や基礎固めとして，よろ
しければご利用ください。

発展

インターネットはもともと，
軍事技術の応用から発展
していきました。アメリカ
の国防総省（DoD：United 
States Department of 
Defense）が中心となって，
アメリカ西海岸の大学や研
究所などの四つの拠点を結
んだARPANET（Advanced 
Research Projects Agency 
Network）がインターネッ
トの起源です。

ネットワークとは1-1
　コンピュータネットワークは世の中の様々な場所で使われるようになり，今も進化を
し続けています。プライベートなネットワークからインターネットの接続まで，様々な
レベルのネットワークについて全体像をつかみ，世界中の情報をネットワークで結ぶ手
法や，その実践，管理などのスキルを身に付ける必要があります。
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11-1-1	 	通信の仕組み
　コンピュータネットワークでの通信では，コンピュータとコ
ンピュータの間で情報を伝達します。人間同士が会話をする場
合には，少しぐらい言葉を間違えても相手が適切に解釈して直
してくれることが多いですが，コンピュータの場合はそのよう
な融通は利かないので，きっちり，ミスのないように相手にデー
タを送る必要があります。
　そのために，通信を行うときには，プロトコルと呼ばれる約
束ごとをきちんと決めておき，それに合わせて相手にデータを
送ります。

	プロトコル
　プロトコルとは，コンピュータとコンピュータがネットワーク
を利用して通信するために決められた約束ごとです。プロトコル
をきちんと決めておくことによって，メーカやCPU，OSなどが
異なるコンピュータ同士でも，同じプロトコルを使えば互いに通
信することができます。
　人間の会話に例えると，日本語や英語などの言語がプロトコ
ルに相当します。そして，会話を通して話の内容（データ）を相
手に伝えていきます。このとき，下図のように，受け手（Bさん）
が日本語を知らず英語しか分からない場合には，話し手（Aさん）
はデータを英語にして相手に伝えていく必要があります。

Aさん こんにちは
…じゃなくて

プロトコルが合っていると，会話が成立

Hello!
Oh! Hello!

×

○

？ Bさん

プロトコルを使った会話

　コンピュータの場合は，会話の前後から意味を推測するといっ
た高度なことはできないので，このプロトコルをしっかり決めて
おく必要があります。例えば，通信に障害が発生したらどうする
かなど，通信中に起こりうる問題をあらかじめ考えておき，その

勉強のコツ

ネットワークの学習では，
基本をしっかり押さえてお
くことが肝心です。
はじめての方はまず，この
章で基礎知識を学習し，ネッ
トワークの全体像をつかん
でから，第2章以降の学習
に進んでいきましょう。
すでにある程度知っている
方は，「1-1　ネットワークと
は」は飛ばしても大丈夫で
すが，基礎を確認してから
次に進むのもおすすめです。
また，「1-2　ITインフラ」で
は，ネットワークを深く理
解する上で必要となるITイ
ンフラの基礎知識について
記載しています。ネットワー
ク以外のシステムの基本に
立ち返るために活用してく
ださい。

動画

この「プロトコルの仕組み」
などを学ぶ動画を公開して
います。
以下にまとめていますの
で，参考にしてください。
http://www.wakuwaku  
studyworld.co.jp/blog/
nwinfo/
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ときの対応なども一つ一つ決めておく必要があります。このよう
に，コンピュータ間の通信では，プロトコルをきめ細かく決めて，
それを守ることが大切です。

	プロトコルの標準化
　コンピュータネットワークが広がり始めた当初は，プロトコル
は各社が独自に開発していました。例えば，IBMは自社の通信
技術を体系化したネットワークアーキテクチャ，SNA（Systems 
Network Architecture）を発表し，プロトコル群を体系化しまし
た。しかし，このネットワークを使うためにはネットワーク上の
すべての製品をIBM製にしなければならず，利用者にとって非
常に不便でした。
　そこで，メーカが異なっても互いに通信できるような互換性が
重要であると認識されるようになり，プロトコルの標準化の必要
性が言われるようになりました。
　この問題を解決するために，国際標準化機構のISO（International 
Organization for Standardization）は，国際標準としてOSI（Open 
Systems Interconnection：開放型システム間相互接続）と呼ば
れる通信体系を標準化しました。
　また，公共団体ではありませんが，大学などの研究機関やコ
ンピュータ業界が中心となって推進してきた団体IETF（Internet 
Engineering Task Force）では，インターネットの標準である
TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）の
提案や標準化作業が行われています。TCP/IPはインターネット
のデファクトスタンダードであり，世界中で最も広く使われてい
る通信プロトコルです。

	プロトコルの階層化
　一つのプロトコルにいろいろな役割を詰め込みすぎると，プロ
トコルは複雑になりすぎてしまいます。そのため，プロトコルを
いくつかの機能に分けて階層化するという考え方が提唱されまし
た。次の節で紹介するOSI基本参照モデルは，その階層化の代
表例です。
　先ほどの会話の例で階層化を説明すると，直接会話をするの
ではなく携帯電話を使って2人が会話をする場合ということにな

発展

プロトコルを独自のものに
して別のメーカの機器と
は通信できないようにする
と，最もシェアの高い1位
のメーカが圧倒的に有利に
なります。そのため，2位
以下のメーカの中では早く
から，メーカが異なっても
互いに通信できるような互
換性が大切だという認識が
広まっていました。

用語

デファクトスタンダード
（De facto Standard）とは，
国際機関や公的機関が定め
た標準ではありませんが，
事実上の標準として広まっ
ているもののことです。
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1
ります。つまり，このとき，言語層と通信装置層という二つの階
層ができるのです。

Aさん
英語のプロトコル

言語層

通信装置層

Hello! Oh! Hello!

Bさん

携帯電話のプロトコル

インタフェース インタフェース

プロトコルの階層化

　上の図では，会話をしているのはAさんとBさんなのですが，
外から見ると，Aさんは携帯電話に話しかけているように見え
ます。この，Aさんと携帯電話の境界となる部分のことをインタ
フェースといいます。インタフェースを通じて，言語層から通信
装置層にデータを渡し，通信装置の階層でのプロトコルを使って，
データをBさんの携帯電話に伝送します。そこからまた，インタ
フェースを通じて，Bさんに会話内容を伝えるのです。
　プロトコルを階層化しておくと，言語層，つまり会話をする言
語を英語からフランス語に変えても，互いがフランス語を知って
いれば会話は成立します。また，通信装置層，つまり通信装置
を携帯電話から無線機や固定電話に変えても，両方が同時に変
更すれば通信可能です。このように，プロトコルを階層化するこ
とによって，様々なプロトコルを組み合わせて通信を行うことが
可能になります。

	パケット
　データを送るときに，大きなデータをそのまま送ると，ネット
ワークに負担がかかるうえ，時間がかかって大変です。そのため，
コンピュータネットワーク上では，大きなデータをパケットと呼
ばれる小さな単位に分割して送信するパケット交換という手法
が用いられます。
　データを送るときには，そのデータに，送信元コンピュータと
あて先コンピュータのアドレスなど，送るために必要な情報を書
き込んで，ネットワークに送ります。その情報を書き込む部分が

関連

プロトコルの階層化は，ソ
フトウェアを開発するとき
のモジュール化の概念に似
ています。例えば，OSI基
本参照モデルでは，第1層
から第7層までのモジュー
ルを作ってそれをつなぎ合
わせれば，通信が可能です。
モジュールごとに独立して
いれば，それを取り替える
ことが可能という点でも似
ている概念です。

用語

パケット交換という言葉
は，パケットを交換して通
信する仕組み一般を指しま
す。以前はパケット交換網
という通信サービスがあり
ましたが，現在の通信サー
ビスではほとんどがパケッ
ト交換を行うので，わざわ
ざパケット交換という呼び
方はしなくなっています。

用語

アドレス（Address）とは，
あるものの所在を指し示す
情報のことです。一般的な
社会でいうと，小包などに
書く差出人や送り先の住所
にあたります。
コンピュータネットワーク
の場合は，様々な種類の
アドレスがあります。例え
ば，LANカードなどのネッ
トワーク機器に割り当てら
れるMACアドレス，コン
ピュータを識別するために
割り当てられるIPアドレス
などです。
様々な種類があり，また付
け替えも頻繁に起こるた
め，ネットワークスペシャ
リスト試験の勉強では，こ
のアドレスについての理解
が大切になります。



24 第1章　ネットワーク基礎知識

ヘッダです。パケット交換では，パケットごとにヘッダを付けて
送り出すことによって，どのコンピュータ間の通信なのかをヘッ
ダを見て判断することができます。

送信元

大きなデータ

細切れに分割

ヘッダを付ける パケット

ネットワーク上

あて先

復元

ヘッダを取る

パケットを使った通信の様子

　パケット交換で正しく通信するためには，パケットの送信元と
あて先の両方で，ヘッダの内容を解釈するためのプロトコルが同
じである必要があります。また，階層化したプロトコルでそれぞ
れのヘッダを付けるため，複数のヘッダが付いていることがほと
んどです。

□ プロトコルは，通信の約束ごとで標準化し階層化

□ パケットは，データを分割しヘッダを付けて送信
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1人と人とを安全につなぐネットワーク
　ネットワークという言葉は，コンピュータネットワーク以外で
も様々な場面で使われています。人や組織のつながりによる社
会的なネットワークもありますし，鉄道路線や高速道路などの交
通網のネットワークもあります。これらのネットワークの目的は，
「人と人とを結びつける」ことにあります。
　コンピュータネットワークは，最初はコンピュータ同士を結ん
で，より便利にすることが目的でした。しかし今では，ほかのネッ
トワークと同様に，人と人とを結ぶことが目的になってきていま
す。
　インターネットが普及することで，FacebookなどのSNSを通
じて友人などに近況を知らせたり，WebやYouTubeなどを通じ
て世界中の人に情報を発信したりすることができるようになりま
した。こうしたことが，日常生活や企業活動，学校やその他の場
所での学習に大きな影響を与えています。
　筆者も，本だけでなく，Webサイトやブログ，YouTubeなどで
情報を発信しています。インターネットを通じて発表することで，
実際に勉強している人からのフィードバックも得ることができ，
より双方向でつながることが可能になりました。もともと，この
本を出版することになったのも，出版関係の方がブログを見つけ
てくださり，メールで連絡をくださったのがきっかけです。イン
ターネットがなければ，この本は出来上がっていなかったと感じ
ています。
　ただ，全世界の人がネットワークを通じて国境を越えて自由に
つながるということは，利便性が高まる一方，危険とつながる可
能性も高くなります。世界にはいろいろな人がいますし，世界中
の悪意をもった人ともつながるからです。コンピュータウイルス
による被害，インターネットを介した詐欺事件など，世界中で様々
な事件が起きています。
　そのため，今日のネットワークは，人と人とを自由につなぐこ
とだけでなく，「安全につなぐ」ことも大切です。それには，セ
キュリティを考慮したネットワーク設計を行うことが不可欠で
す。様々なネットワーク技術を活用して，人と人とを安全につな
ぐネットワークを構築するスキルを身に付けていきましょう。

勉強のコツ

ネットワークスペシャリス
ト試験の場合，ネットワー
ク技術を学習することはも
ちろん大切なのですが，そ
れだけでは試験に合格でき
ません。特に午後試験では，
実際の会社での事例が出
てきて，その会社に最適な
ネットワークを構築すると
いった設問があります。そ
のとき，「誰と誰がどのよ
うなデータをやり取りした
いのか」に焦点を当てるこ
とがとても大切です。自由
につながることと安全につ
ながることはどちらも大切
ですが，その重要度は，会
社や扱うデータによって変
わってくるからです。
ネットワークスペシャリス
トの午後試験では，いろい
ろな会社の多様な人物が登
場してきます。その人物像
をイメージしながらネット
ワークを想像していくと，
より楽しく問題を解くこと
ができます。



26 第1章　ネットワーク基礎知識

1-1-2	 	OSI基本参照モデル
　ネットワークでの通信に必要なプロトコルを七つの階層に分
けてまとめたモデルが，OSI基本参照モデルです。OSI基本参照
モデルでは，七つの階層でそれぞれ何を行うのかという役割に
ついて定義しています。実際の通信で使われるプロトコルは，
この七つの階層のいずれかの役割をもっています。OSI基本参
照モデルに当てはめて考えることで，プロトコルの詳細を知る
前におおまかな役割について理解することができます。

	OSI基本参照モデルの7階層
　OSI基本参照モデルの階層は次のようになります。

セション層

トランスポート層

ネットワーク層

データリンク層

物理層

通信回線，ケーブル，電波など

プレゼンテーション層

ユーザ，アプリケーションなど

アプリケーション層

OSI基本参照モデルの7階層

　階層の一番上のアプリケーション層の上にあるのが，ユーザ
や，通信に関係ないアプリケーションなど，実際にデータを利用
する人やシステムです。そして，一番下の物理層の下にあるのが，
通信回線やケーブル，電波など，実際に電気信号を伝える物理
的な媒体です。
　実際の通信では，次図のような流れで，Aさん（送信者）から
Bさん（受信者）にデータを届けます。

関連

OSI基本参照モデルがその
まま，実際のネットワーク
システムに実装されてい
るわけではありませんが，
ネットワークを設計すると
きの基礎になる考え方です
し，頭に入っていると様々
な場面で役立ちます。ネッ
トワークエンジニアの議論
はOSI基本参照モデルを基
に行われることも多いの
で，ネットワークエンジニ
アを目指すなら最初に身に
付けておくべき知識といえ
ます。
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1
Aさん
（送信者）

データ

スイッチングハブ

ルータ

ヘッダ

Bさん
（受信者）

OSI基本参照モデルでのデータの流れ

　通信経路の途中には，スイッチングハブやルータなど通信を中
継する機器があります。それらの機器は7階層すべての役割をも
つわけではなく，その機器に必要な階層（ルータならネットワー
ク層まで，スイッチングハブならデータリンク層まで）の機能を
もち，パケットを中継します。

	各層の機能や役割
　OSI基本参照モデルの7階層それぞれの機能や役割は，以下の
とおりです。

アプリケーション層（第7層）
　通信に使うアプリケーション（サービス）です。電子メールを
送ったりホームページを表示させたりするなど，実際の通信の目
的を実現させるための機能をもちます。

プレゼンテーション層（第6層）
　データの表現方法を，通信に適した形式にします。例えば，
画像ファイルをテキスト形式に変換したり，データを圧縮したり
します。

セション層（第5層）
　通信するプログラム間で会話を行います。データの流れる経
路であるコネクションの開始や終了を管理したり，同期をとった
りします。

関連

通信機器は，上の階層（ア
プリケーション層など）の
機能をもたないものが多い
ですが，下の階層の機能は
必ず備えています。
例えば，ルータはネット
ワーク層の機能を実現する
通信機器ですが，データリ
ンク層で伝送する機能，物
理層で電気信号を変換する
機能を合わせて必要としま
す。

「下だけがつながることは
あっても，上だけがつなが
ることはない」のが，OSI基
本参照モデルの基本的な考
え方です。

用語

コネクションとは，通信を
行う相手との間で確保する
仮想的な通信路のことで
す。
OSI基本参照モデルでは，
コネクションの確立や解放
をいつ行うのかという管理
はセション層で行い，実際
のコネクション確立はトラ
ンスポート層で行います。
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トランスポート層（第4層）
　コンピュータ内でどのアプリケーション（サービス）と通信する
のかを管理します。また，通信網の品質の差を補完し，通信の
信頼性を確保します。

ネットワーク層（第3層）
　ネットワーク上でデータが始点から終点まで届くように管理し
ます。ルータなどでネットワーク間を結び，ルーティングを行っ
てデータを中継します。

データリンク層（第2層）
　ネットワーク上でデータが直接接続された通信機器まで配送
されるように管理します。通信機器間で信号の受渡しを行いま
す。データリンク層で作成されるパケットをフレームと呼び，こ
のフレームが実際に通信路を流れるデータとなります。

物理層（第1層）
　物理的な接続を管理します。ディジタルデータを電気信号に
変換したり，光に変換したりします。

　それでは，次の問題で確認してみましょう。

問題

　OSI基本参照モデルのトランスポート層の機能として，適切な

ものはどれか。

ア	 経路選択機能や中継機能をもち，透過的なデータ転送を行う。

イ	 情報をフレーム化し，伝送誤りを検出するためのビット列を

付加する。

ウ	 伝送をつかさどる各種通信網の品質の差を補完し，透過的な

データ転送を行う。

エ	 ルータにおいてパケット中継処理を行う。

	（平成17年秋	テクニカルエンジニア（ネットワーク）試験	午前	問31）

過去問題をチェック

OSI基本参照モデルの階層
を問う問題は午前ではあま
り多くありませんが，午後
の穴埋めなどでよく出題さ
れます。
例えば，
平成26年秋 ネットワーク
スペシャリスト試験 午後Ⅰ 
問2 設問1の空欄ウでは，
リンクLEDが消灯している
場合に問題となる階層につ
いて問われています。
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1解説

　OSI基本参照モデルのトランスポート層では，通信の信頼性を
確保します。そのため，伝送をつかさどる各種通信網の品質の差
を補完し，透過的なデータ転送を行います。したがって，ウが正
解です。アとエはネットワーク層，イはデータリンク層の機能です。

≪解答≫ウ

	通信の例
　それでは，実際の通信を例に，OSI基本参照モデルに対応し
てどのような処理が行われるのか見ていきましょう。
　例えば，次の図のように，うさぎさんが犬くんにインターネッ
トを通じてメールを送る場合を考えてみます。

うさぎさんから犬くんにインターネットメールを送る

アプリケーション層
　うさぎさんはパソコン上でメールソフトを立ち上げて，犬くん
に向けて「だいすき」とメールを打ちます。そして，「送信」ボタ
ンを押してメールを送信したときにデータを送るのが，アプリ
ケーション層の役割です。具体的には，電子メールを作成するメー
ルソフト（アプリケーション）がその役割を果たします。

アプリケーション層（メールの送信）

発展

OSI基本参照モデルはあく
までもモデルなので，現実
のネットワーク通信では，
OSI基本参照モデルのとお
りに明確に分けることがで
きない場合も多いです。
ここでは，全体的な通信の
流れを，一つ一つの階層を
意識しながらつかんでいき
ましょう。
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　アプリケーション層では，送信元がうさぎさんのメールアドレ
スで，あて先が犬くんのメールアドレスであることを示すヘッダ
などがつけられます。

プレゼンテーション層
　メールのデータは，そのままでは相手が読めるとは限りません。
そのため，うさぎさんが書いた「だいすき」という文字を，誰もが
読める「ネットワーク全体で統一された形式」に変換する必要が
あります。その役割を果たすのがプレゼンテーション層です。具
体的には，メールを送るときの共通の形式であるMIME形式など
に変換します。

セション層
　実際にメールのデータを送信するときに，通信路を確保して，
データを送信する準備を行うのがセション層です。コネクション
を管理し，両方のホストの間でどのようにデータを送れば効率良
くやり取りできるかといった打合せが行われます。

トランスポート層
　データを確実に相手に届けるために，通信相手との間にコネク
ションを確立します。具体的には，信頼性を確保するプロトコル
であるTCP（Transmission Control Protocol）を使って，コネク
ションの確立や切断を行います。

ネットワーク層
　ネットワーク層では，データを始点（うさぎさん）から終点（犬
くん）まで届けます。そのとき，パケットを分割して「だい」と「す
き」を別々に送っても，最終的に同じ場所に到達できるよう，ルー
タがルーティングして相手先に届けます。具体的には，あて先を
見て始点から終点までのエンドツーエンドで中継するためのプロ
トコルとしてIP（Internet Protocol）を使います。

用語

MIME（Mul t i pu r pose 
Internet Mail Extension：
多目的インターネットメー
ル拡張）とは，様々な形式
のデータを電子メールで送
信するための規格です。日
本語のテキストや画像，添
付ファイルなど，様々な形
式のデータをすべてテキス
トに変換します。MIME形
式にすることで，ネットワー
ク全体で誰もが読めるよう
になります。

勉強のコツ

実際のネットワークに関す
る勉強では，トランスポー
ト層以下の通信についてが
中心になります。TCP/IP
と呼ばれているとおり，ト
ランスポート層のTCPと，
ネットワーク層のIPは，通
信の中核となる大切なプロ
トコルです。このTCPとIP
をしっかり深く理解するこ
とが，ネットワークスペシャ
リスト試験合格の大切なポ
イントです。
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1
すき

だい

ネットワーク層（メールの伝送）

データリンク層
　データリンク層では，直接つながった機器間でデータ伝送を行
います。例えば，うさぎさんのパソコンのLANカードから，家
のルータまでのイーサネットケーブルの間での伝送などを管理し
ます。パソコンからルータ，ルータから次のルータ……というか
たちで，直接接続されたデータリンク間でのリンクバイリンクの
通信を管理します。

物理層
　物理層では，0や1で示されているディジタルデータを通信媒
体に対応した形式に変換します。例えば，イーサネットのUTP
ケーブルなら電圧の高低に，光ファイバのケーブルなら光の点滅
に変換します。

　データを受け取った犬くんは，今度は逆に物理層の電気信号
をディジタルデータにして，ヘッダから情報を解析して元のデー
タを復元し，下の階層から順に変換を行います。そして最後に，
メールソフトでうさぎさんからの「だいすき」というメッセージを
読むことができるのです。
　このように，いろいろな役割をもつ各層が連携して役割を果た
すことによって，実際の通信は成り立っています。

□ トランスポート層は，通信の信頼性を確保

□ ネットワーク層は始点と終点のエンドツーエンド，データリンク層は隣接間のリンクバイ
リンク
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1-1-3	 	TCP/IPプロトコル群
　現在のインターネットで使われている階層モデルとしては，
TCP/IPプロトコル群があります。これは，インターネットで主
に使用するTCPと IPを中心に，実際のアプリケーションに実装
することを考えて作られたモデルです。

　TCP/IPプロトコル群とOSI基本参照モデルとの対応関係は，
以下のようになります。

トランスポート層

インターネット層

ネットワークインタフェース層

TCP/IPプロトコル群

アプリケーション層

セション層

トランスポート層

ネットワーク層

データリンク層

物理層

プレゼンテーション層

OSI基本参照モデル

アプリケーション層

TCP/IPプロトコル群とOSI基本参照モデルの対応関係

　TCP/IPプロトコル群の方が階層は少ないですが，切り口は同
じなので，TCP/IPプロトコル群のプロトコルをOSI基本参照モ
デルに対応させることができます。

	TCP/IPプロトコル群での各層の機能や役割
　TCP/IPプロトコル群での各層の機能や役割は，以下のとおり
です。

アプリケーション層
　OSI基本参照モデルのセション層以上に対応します。アプリ
ケーションプログラムの中で実現されるそれぞれのサービスを実
行させる役割です。例えば，Webを閲覧するときには，クライ
アントにはブラウザ，サーバにはWebサーバソフトが必要です。
それらのアプリケーションが提供するサービスを実行するため
に，クライアントとサーバ間でやり取りをする際に用いられるプ

発展

OSI基本参照モデルは，ISO
が考えた，理論的なモデル
です。通信プロトコルに必
要な機能を明確に定めてい
るので，現実のプログラム
とは必ずしも対応しません。
逆に，TCP/IPプロトコル群
は，実際にプログラムを組
んで実装させることに重点
を置いてきました。そのた
め，現在動いているインター
ネット上のサービスは，ほ
とんどがTCP/IPプロトコル
群に準拠しています。
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1
ロトコルが，HTTP（HyperText Transfer Protocol）です。

トランスポート層
　OSI基本参照モデルのトランスポート層に該当します。代表的
なプロトコルに，TCP（Transmission Control Protocol）とUDP

（User Datagram Protocol）の二つがあります。

インターネット層
　OSI基本参照モデルのネットワーク層に該当します。代表的な
プロトコルに，IP（Internet Protocol）があります。

ネットワークインタフェース層
　OSI基本参照モデルの物理層とデータリンク層に該当します。
厳密には，物理層に該当するものをハードウェアととらえるので，
ソフトウェアで実現する部分はほとんどはデータリンク層になり
ます。例えば，LANカードを導入した場合，利用するためのド
ライバとなるソフトウェアなどがネットワークインタフェース層
に該当します。

　TCP/IPプロトコル群は現在，世界で最も普及しているモデル
です。そのため，本書ではこの4階層に沿って，ネットワークの
知識について深く学んでいきます。

	TCP/IPプロトコル群の標準化
　TCP/IPプロトコル群のプロトコルは，誰でも参加することが
できるIETF（Internet Engineering Task Force）という団体で
決定されます。オープンであることが重視されるため，プロトコ
ルはすべて公開されます。具体的には，プロトコルの議論は誰で
も参加できるメーリングリストを通じて行われます。そして，仕
様はRFC（Request For Comments）と呼ばれるドキュメントに
なり，インターネットで公開されます。
　RFCになったドキュメントには番号が付けられます。例え
ば，TCP は RFC793 や RFC3168，HTTP（ バ ー ジョン1.1）は
RFC2616です。
　RFCで公開されるプロトコルは，実装することを考えて作成

発展

Webやメールのサービス
を実現するソフトウェアに
は，TCP/IPプロトコル群
のアプリケーション層に該
当する機能が組み込まれ
ています。つまり，OSI基
本参照モデルでいうセショ
ン層，プレゼンテーション
層，アプリケーション層の
三つの役割がすべて盛り込
まれているのです。例えば，
HTTPのセッションを確立
し，プレゼンテーション層
に該当するHTMLのデータ
を交換するなどの機能が，
ブラウザという一つのアプ
リケーションの中に詰め込
まれています。
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されています。IETFでの議論では，実際に使えるプロトコルで
あることに重点が置かれます。そのため，RFCに沿ったプログ
ラムを作成することで，異なるアプリケーション間での通信が可
能になるのです。

	TCP/IPプロトコル群でのパケット通信
　TCP/IPプロトコル群では，各階層で送信されるデータにヘッ
ダと呼ばれる情報が付加されます。例えば，アプリケーション層
で作成されたデータをトランスポート層のTCPに送ると，TCP
ヘッダが付加されます。さらに，そのデータをインターネット層
のIPに送ると，IPヘッダが付加されます。さらに，そのデータ
をネットワークインタフェース層のイーサネットに送ると，イー
サネットヘッダが付加されるのです。

アプリケーション
データ

TCP
ヘッダ

IP
ヘッダ

イーサネット
ヘッダネットワークインタフェース層

アプリケーション
データ

TCP
ヘッダ

IP
ヘッダインターネット層

アプリケーション
データ

TCP
ヘッダトランスポート層

アプリケーション
データアプリケーション層

データにヘッダが順に付加される様子

関連

RFCはほとんどが真面目な
ものですが，まれに冗談で
作った「ジョークRFC」と呼
ばれるものがあります。
インターネットではエイプ
リルフールの悪ふざけは伝
統ということで，4月1日
前後に，ジョークと思われ
るRFCがいくつか発行さ
れるのです。有名なものに
は，伝書鳩などを使ってイ
ンターネット上でデータ伝
送をするためのプロトコル
を定義したRFC1149など
があります。

□ TCP/IPプロトコル群の仕様はRFCとして公開される

□ 各階層で，ヘッダがデータに付加される
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1パケット解析のすすめ
　ネットワーク上を流れるパケットは，データにヘッダが付加さ
れていきます。そのため，実際に通信回線上を流れているパケッ
トは以下のような様子になります。

あて先
MAC
アドレス

送信元
MAC
アドレス

ネットワーク
インタフェース層

アプリケー
ション層インターネット層 トランスポート層

イーサネットヘッダ IPヘッダ TCPヘッダ

イーサ
ネット
タイプ

送信元
IP

アドレス

あて先
IP

アドレス

プロト
コル
タイプ

送信元
ポート
番号

あて先
ポート
番号

データ

イーサネットタイプ
で上位層（インター
ネット層）のプロト
コルが分かる

プロトコルタイプで
上位層（トランス
ポート層）のプロ
トコルが分かる

ポート番号で上位
層（アプリケーショ
ン層）のプロトコ
ルが分かる

　それぞれのヘッダの内容はもう少し複雑ですが，パケットを最
初から見ていくと，順番にすべての層のプロトコルが読み解ける
ようになっています。したがって，実際に流れているパケットを
キャプチャ（採取）して解析すると，通信の様子を詳しく知るこ
とができます。
　パケットを解析するこの作業をパケット解析といいます。パ
ケット解析では，実際のパケットを基に，通信の流れを一つ一つ
解析していきます。解析してみると面白いですし，トラブルシュー
ティングにも役立ちます。ネットワークを肌で感じることができ
るので，試験対策だけでない実力アップにつながります。
　パケット解析の詳しい方法はここでは割愛しますが，パケット
解析を実際に行うという学習方法はおすすめです。『実践 パケッ
ト解析』（オライリー・ジャパン刊）などの本を読んで，実際のト
ラブルシューティングでパケット解析が行われる方法を学ぶこと
は，実務にもとても役立ちます。

勉強のコツ

パケット解析は，実際に流
れているディジタルデー
タのパケットをキャプチャ
して，それを解析すること
で行います。そのときに
役立つのが，パケットキャ
プチャ用のソフトウェアで
す。LANアナライザやネッ
トワークアナライザ，プロ
トコルアナライザとも呼
ばれます。無料のもので
は，Wireshark や Microsoft 
Network Monitorなどいろ
いろあるので，一度自分で
実験してみるのも楽しいと
思います。
ネットワークスペシャリス
ト試験の場合は，単に知っ
ていることだけでなく，実
践で体得した知識が大切に
なります。パケット解析は，
そういった実践を補うツー
ルとしても使えるのです。
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1-1-4	 	通信方式の種類
　ネットワークを介した通信にはいろいろな方式があります。
通信する方法やネットワークの種類，信頼を確保する方法など，
様々な角度から分類できます。ここでは，その例をいくつか示
します。

	コネクション型とコネクションレス型
　ネットワーク上でデータを配送する前に，送信者と受信者の間
で専用のコネクションを張ってから通信する方式をコネクション
型といいます。コネクション型の場合には，通信の前後にコネク
ションの確立とコネクションの解放を行う必要があります。コネ
クション確立などを行わず，いつでもデータを送信する方式をコ
ネクションレス型といいます。

いくよー！ いいよー！

コネクション型

えい！

コネクションレス型

　コネクション型は，手間がかかる分遅くなりますが，確実にデー
タを送る方式です。また，通信路が確保されるので，パケットの
形にしなくても，単純にデータを順番に送信するだけの通信も可
能です。

勉強のコツ

通信方式の種類は，実際に
具体的なネットワーク技術
を学習するときに，「この
技術はどこに分類されるの
かな？」と意識してみると，
理解しやすくなります。例
えば，イーサネットはLAN
ですが，広域イーサネット
はWANに分類されます。
TCPはコネクション型です
が，UDPはコネクションレ
ス型です。対比して学習す
ることで，より深く印象づ
けることが可能です。

用語

ネットワーク技術でのコネ
クションとは，コンピュー
タ間で通信を行うときに作
られる論理的な通信路の
ことです。人間関係のコネ
クション（コネ）と同じよう
に，2人の間でいろいろな
言葉を交わし友好的な関係
を作ってから，用件を実施
します。
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1
　コネクションレス型は，通信は速く行えますが信頼性を確保で
きません。そのため，信頼性よりもスピードが要求される通信な
どに用いられます。また，コネクション型と組み合わせて通信を
行うこともあります。例えば，有名なプロトコルでは，IPはコネ
クションレス型ですが，コネクション型のプロトコルであるTCP
と組み合わせることによって，信頼性を確保しています。

	回線交換とパケット交換
　通信回線には，回線を完全に1対1でつなぐ回線交換と，複数
のユーザで回線を共有するパケット交換の2種類があります。従
来の電話などで利用されていたのが回線交換で，ユーザを1対1
で接続するため，確実に一定の速度でデータを送る必要があり
ます。パケット交換は，回線を複数のユーザで共有するため，通
信速度はほかの人の通信に影響されます。また，相手を区別す
るためにあて先が必要なので，パケットにヘッダを付けて管理し
ます。なお，複数のユーザが一斉に送信を行ったため回線にパ
ケットがあふれて処理できない状態を輻

ふくそう

輳といい，この場合，パ
ケットが喪失して相手に届かないことがあります。

	LANとWAN
　LAN（Local Area Network）は，一つの施設内など，ユー
ザが自分で管理できる範囲のネットワークです。それに対して
WAN（Wide Area Network）は，都市間や国際間など，広い範
囲に及ぶネットワークです。といっても，LANとWANの違いは
広さではなく，電気通信事業者が管理する必要があるかないか
で，WANは電気通信事業者が管理しています。

LAN LANWAN

インターネット網
などルータ ルータ

LANとWAN

　上の図のように，複数の拠点にあるLANを，WANを用いて
接続するという形態が一般的です。

勉強のコツ

ネットワークスペシャリス
ト試験では，基本的に電気
通信事業者そのものよりは，
そのサービスを利用する立
場の会社を題材とすること
が多いので，詳しく出題さ
れる技術はLANが中心にな
ります。WANについては，
利用する立場から見た特徴
や，通信量や通信速度など
の計算に関する出題がほと
んどです。

用語

電気通信事業者とは，電気
通信サービスを提供する会
社です。通信キャリアや通
信事業者とも呼ばれます。
電気通信事業法に基づき電
気通信事業を営むので，事
業に際しては電気通信事業
者の登録を行うことが義務
づけられています。
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	アナログとディジタル
　もともとWANは，音声などのアナログ情報を扱う電話が中心
であったため，アナログ回線が用いられていました。アナログ回
線で通信データなどのディジタルデータを伝送するためには，ア
ナログをディジタルに変換するA/D変換（Analog/Digital変換）
を行う必要があります。
　ディジタル回線が登場してからは，通信データはディジタルの
ままで送信できるようになりました。しかし逆に，音声などのア
ナログデータをディジタル回線で送る必要が出てきました。この
ときには，ディジタルをアナログに変換するD/A変換（Digital/
Analog変換）を行います。
　A/D変換，D/A変換を行うためには，標本化と符号化という
二つの作業が必要です。標本化とは，連続したデータを一定の
間隔を置いてサンプリングすることで，符号化は，サンプリング
したデータをディジタルに置き換えることです。
　例えば，下図のような音の波があったときに，一定間隔でデー
タを取得することを標本化（サンプリング），それをディジタルの
データに置き換えることを符号化といいます。

0

255
220

標本化（サンプリング）

符号化

標本化と符号化

　標本化を行うときに必要なサンプリング周波数（1秒間に必要
なサンプリング数）は，標本化定理によって求められます。標本
化定理とは，ある周波数のアナログ信号をディジタルデータに変
換するとき，それをアナログ信号に復元するためには，その周波
数の2倍のサンプリング周波数が必要だという定理です。例えば，
4kHzまでの音声データを復元させるためには，その倍の8kHz

発展

音を標本化し，符号化した
データを格納する方式の代
表的なものにPCM（Pulse 
Code Modulation）がありま
す。ディジタル回線である
ISDNでは，符号化8ビット

（256段階），サンプリング
周波数8kHzのPCMが用い
られています。
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1
のサンプリング周波数が必要になります。
　それでは，次の問題を解いてみましょう。

問題

　ホストコンピュータ（H）と端末（T）を，モデム（M）を使用しア

ナログ伝送路を介して接続する。このとき，伝送中のデータを確

認するためのプロトコルアナライザ（A）の適切な接続形態はどれ

か。

ア アナログ
伝送路

H M

A

M T

A

イ アナログ
伝送路

H M

A

M T

A

ウ アナログ
伝送路

H M

A

M T

A

エ アナログ
伝送路

H M

A

M T

A

（平成17年秋	テクニカルエンジニア（ネットワーク）試験	午前	問45）

解説

　ホストコンピュータ（H）からモデム（M）まではディジタルデー
タで，D/A変換してアナログデータになり，アナログ伝送路を流
れます。端末（T）側では，ディジタルデータを受け取るため，T
側のMでA/D変換して戻します。
　プロトコルアナライザ（A）は，ディジタルデータをキャプチャ
して取得できるアナライザです。そのため，アナログ伝送路では
なく，D/A変換前，A/D変換後のディジタルデータを取得できる
場所にAを接続する必要があります。したがって，アが正解です。

≪解答≫ア

用語

モデムはMOdulator DEMo
dulatorの略で，A/D変換と
D/A変換の両方を行う装置
です。電話回線を使って通
信を行う場合などに使用さ
れます。
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	テキストデータとバイナリデータ
　通信で伝送されるデータのうち，文字コードなど文字で表すこ
とができるデータのみのものをテキストデータといいます。そし
て，画像や音声などテキストデータ以外のものをバイナリデータ
と呼んで区別します。
　昔のパソコン通信などによるデータ伝送では，通信回線や手
順などの都合でテキストデータしか送信できませんでした。そこ
で，バイナリデータを送るために，特別なプロトコルが必要にな
りました。
　現在の通信手順ではほとんどの場合，バイナリデータを送る
ことができますが，安全のためテキストデータに変換して送るプ
ロトコルも多くあります。電子メールを送るときにすべてのデー
タをテキストデータに変換するMIME（Multipurpose Internet 
Mail Extension）はその代表例です。
　それでは，次の問題で確認してみましょう。

問題

　テキストデータ伝送とバイナリデータ伝送に関する記述のうち，

適切なものはどれか。ここで，テキストデータは図形文字だけで

構成されるものとする。

ア	 対象データをテキストデータの文字列に変換することによっ

て，テキストデータ伝送用の手順を使用してバイナリデータ

を送ることができる。

イ	 テキストデータ伝送では7ビットの文字データに1ビットの

パリティを付加して伝送し，バイナリデータ伝送では8ビッ

トのデータに分割してそのまま伝送する。

ウ	 テキストデータ伝送では無手順を使用し，バイナリデータ伝

送ではベーシック制御手順を使用する。

エ	 バイナリデータ伝送では，HDLC手順以外の伝送制御手順を

使用することはできない。

（平成17年秋	テクニカルエンジニア（ネットワーク）試験	午前	問35）

発展

昔の通信理論を勉強してい
ると出てくるベーシック手
順は，テキストデータしか
送れない通信手順の1例で
す。その後，HDLC（High 
level Data Link Control）手
順が登場し，バイナリデー
タを送ることが可能になり
ました。
現在よく使われる，イーサ
ネットやPPPのパケットは，
HDLC手順の考え方が基に
なっているので，バイナリ
データ伝送が可能です。

勉強のコツ

ベーシック手順やHDLC手
順については午前で出題さ
れることがあるので，知っ
ているに越したことはあり
ませんが，午後ではまず出
てきませんし，あまり重要
事項ではありません。用語
と概要を軽く押さえておけ
ば十分です。
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1解説

　バイナリデータでもテキストデータの文字列に変換することに
よって，テキストデータ伝送用の手順を使用して送ることができ
ます。したがって，アが正解です。
　イの7ビットの文字データに1ビットのパリティというのはベー
シック手順の説明ですが，ベーシック手順ではバイナリデータを
送ることはできません。そのため，ウも不正解です。また，バイ
ナリデータ伝送はHDLC手順で行うことができますが，それ以外
のPPPなどの伝送手順でも可能なので，エも不正解です。

≪解答≫ア

発展

一般的に，トランスポート
層まではバイナリデータ，
アプリケーション層ではテ
キストデータを扱うことが
多いです。
平成26年秋 ネットワーク
スペシャリスト試験 午後Ⅱ 
問2 設問1（1）空欄dでは，
SIPで使われるメッセージ
のデータ形式を問われてい
ます。データがどのような
形式で伝送されているのか
を意識することは大切です。

□ LANは自分で，WANは電気通信事業者が設営・管理する

□ アナログデータや伝送路を使うにはディジタルの変換が必要
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ITインフラ1-2
　ここでは，ネットワークを学ぶ上で欠かせない ITインフラについて解説します。基礎
的な内容ですが，現代の生活になくてはならない ITインフラについて理解しておくと，
ネットワークの学習にもつながります。

1-2-1	 	ITインフラとは
　ITインフラとは，ITを使った，産業や社会生活の基盤となる
施設や設備などの全般を指します。ネットワークは ITインフラ
の一部で，それぞれの設備をつなげるために用いられます。

	ITシステムの基盤
　インフラ（Infrastracture：インフラストラクチャの略語）とは，
産業や日常生活の基盤となるものです。具体的には，道路や鉄道，
上下水道などの設備や，学校や病院，公園といった生活の基本
となる施設など，人間の生活に必要な，ないと困る基本的な設備
全体を指します。
　ITインフラとは，IT（Information Technology：情報技術）を
使うために必要となるインフラです。具体的には，インターネッ
トやLAN，サーバ，OS，データベースなど，ITでシステムを構
築するときに土台となるものです。ITを使うときに必要な，ない
と困る基本的な設備全体がITインフラです。
　インフラである道路が壊れたり鉄道が止まったりすると，生活
に大きな支障が出てしまいます。そのため，定期的に点検や修
理をしたり，迂回経路を確保したりするなど，インフラを止めな
いための日々の活動が必要となります。
　ITインフラでも同様に，ネットワークがつながらなくなったり
サーバが故障したりすると大変です。そのため，機器を定期的
にメンテナンスしたり，迂回経路を用意しておくなど，ITインフ
ラを止めないための日々の活動が必要です。
　ITインフラをきちんと整備することで，快適にシステムを利用
できるようになるのです。

勉強のコツ

ITインフラについては，実
際にネットワークを設計す
るにあたって常に意識して
おく必要があります。
ネットワークスペシャリス
ト試験では，ITインフラの
知識が前提とされることが
多いため，この部分が分
かっていないと問題文が理
解できないこともあります。
ITインフラについてひとと
おり学習することで，その
後の勉強がスムーズに進め
られるようになります。
一見，回り道に思えますが，
大事なところなのでしっか
り理解しておきましょう。
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1
	ITインフラの構成要素

　ITインフラの構成要素には，大きく分けて，機器などのハー
ドウェアと，機器の上で動かすソフトウェアの2種類があります。
ITインフラの構成要素となるハードウェアとしては主に次のよう
なものがあります。

①サーバ
　実際にITサービスを提供する機器がサーバです。ユーザ（ク
ライアント）からのリクエスト（問合せ）を受け，必要なレスポン
ス（応答）を返します。

②クライアント（PC）
　ITサービスを利用するためにユーザが使用する機器がクライ
アントです。会社などのPCはクライアントとして利用されるこ
とが一般的です。クライアントは，サーバにリクエストを行い，
必要なレスポンスを受け取ります。

③ストレージ
　データを保存する機器がストレージです。以前はデータはサー
バやクライアント内に格納されることが多かったのですが，近年
は独立した装置として扱われることが一般的です。

④ネットワーク機器
　サーバやストレージなどをつなぐ機器です。ネットワークケー
ブルやスイッチ，ルータなど様々な機器があります。また，イン
ターネットに接続するためにブロードバンドルータなどを利用し
ます。

⑤OA機器
　プリンタやコピー機など，ITを使ったシステムで利用する機
器です。以前はサーバやPCに直接接続されることが多かったの
ですが，近年はネットワークに接続されることが一般的になって
います。

関連

ストレージやOA機器など
をネットワークに接続する
場合には，これらの機器の
ネットワーク設定が必要に
なります。具体的には，IP
アドレスやサブネットマス
クなどを設定することで機
器を利用できるようになり
ます。
ネットワークに接続される
ものが増えるにつれ，より
多様な場面でネットワーク
の知識が求められます。
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⑥ファシリティ
　ファシリティとは，設備，施設，建物などを指します。ファシ
リティには，データセンタや，ラックや空調設備，電源設備など
が含まれます。

　さらに，ITインフラで利用されるソフトウェアには次のような
ものがあります。

①OS（Operation System）
　サーバやクライアントを動かすための基本となるソフトウェア
です。サーバOSとクライアントOSは異なるものを使うのが一般
的です。

②ミドルウェア
　OSとアプリケーションソフトウェアの中間に入るソフトウェ
アです。データベースを利用するために使われるDBMS（Data 
Base Management System）や，サーバとクライアント間で通信
を行うために利用するRPC（Remote Procedure Call）などがあ
ります。

③アプリケーションソフトウェア
　サーバやクライアントで動く，実際に利用するサービスを提
供するためのソフトウェアです。Webサーバやブラウザなどの
Webシステム用のソフトウェア，メールサーバやメールソフトな
どのメールシステム用のソフトウェアなどがあります。

④ファームウェア
　ハードウェアを制御するプログラムです。ネットワーク機器や
サーバ本体，ストレージ本体やRAIDボードなど，様々なハード
ウェアや部品で使われています。

過去問題をチェック

ファシリティに関する問題
は，ネットワークスペシャ
リスト試験でときどき出題
されます。
平成23年秋 午後Ⅰ 問1で
は，電力線やテレビケーブ
ル，電話回線を使ったLAN
についての問題が出題され
ています。
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1
	ITインフラと技術者の役割

　小さな会社では，ITインフラ全般を1人の技術者が管理する
こともあります。しかし，ITインフラの規模が大きくなりサーバ
の台数が増えてくると，いろいろなエンジニアが役割を分担して
管理することが必要となります。
　エンジニアの中で，アプリケーションソフトウェアを開発する
エンジニアのことをシステムエンジニアといいます。サーバや
OS，ミドルウェアを管理するエンジニアをサーバエンジニア，ネッ
トワークを管理するエンジニアをネットワークエンジニアといい
ます。また，サーバやネットワークなど，ITインフラ関連全般
を管理するエンジニアをインフラエンジニアと呼ぶこともありま
す。
　一般的には，ITインフラに対して技術者が担当する範囲は，
次のように分けられます。

ミドルウェア

OS

ネットワーク機器

アプリケーション
ソフトウェア システムエンジニアの担当範囲

ハードウェア

ネットワークエンジニアの担当範囲

サーバエンジニアの担当範囲

ITインフラの役割分担の例

　役割は分けられていますが，連携して仕事をすることも多いた
め，ひととおりの知識をもっているととても役に立ちます。
　ネットワーク機器だけでなく，それに接続するハードウェアや
ソフトウェアについても，基本を押さえておきましょう。

発展

ネットワークも含めたITイ
ンフラ全般について理解す
るための書籍に，『インフ
ラエンジニアの教科書』（C
＆R研究所刊）があります。
実務で関わる際に基礎知識
を身に付けるにはおすすめ
です。

□ ITインフラとは，ITシステムを利用するために必要となる基盤

□ ファシリティとは，建物や電源設備などの施設
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1-2-2	 	サーバ
　サーバとは，ユーザ（クライアント）からのリクエストを受け
てレスポンスを返すハードウェアです。サーバは ITインフラの
中心であり，サーバに接続するためのネットワークが構成され
ます。

	サーバとは
　サーバとは，特別に「サーバ用に作られた機器」を指している
わけではありません。家にある古いPCをサーバにすることもで
きますし，通常のクライアントPCにサーバの役割をもたせるこ
ともできます。どんなコンピュータでも，サーバとして使うこと
は可能です。
　現在のネットワーク上で動くアプリケーションは，クライアン
トサーバモデルと呼ばれる通信形式で動くものがほとんどです。
クライアントサーバモデルでは，サービスを要求する側がクライ
アント，サービスを提供する側がサーバとなります。
　また，クライアントが最初に要求を出すパケットをリクエスト，
その応答として提供するパケットをレスポンスといいます。

クライアント

リクエスト

レスポンス

サーバ

リクエスト

レスポンス

クライアントとサーバ間の通信

　サービスを用意しておき，クライアントからのリクエストにレ
スポンスを返すコンピュータはすべてサーバです。

発展

TCPやHTTPなど，ネット
ワークの標準プロトコルの
ほとんどは，このクライア
ントサーバモデルを基本と
しています。
特にWeb系のシステムで
は，リクエストとレスポン
スを詳細に定義しているプ
ロトコルが多くあるので，
クライアントサーバの基本
を理解しておくことが大切
になります。
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1
	サーバのハードウェア

　単にサーバを構築するだけなら，どのようなハードウェアを使
用しても問題ありません。しかし，実際にインターネットなどで
サービスを提供するサーバは大量のリクエストに対応しなければ
ならないため，その負荷に見合ったハードウェアを用意する必要
があります。
　サーバハードウェアには，サーバ専用に設計されたCPUなど
をもつエンタープライズサーバと，通常のPCに搭載されてい
るインテル製などのCPUを使った IAサーバ（Intel Architecture 
Server）があります。

　また，サーバの形態としては，オフィスや店舗などのどこにで
も置きやすいタワー型サーバと，データセンタや社内サーバルー
ムなどで利用されるラックマウント型サーバがあります。
　ラックマウント型サーバは，ラックと呼ばれる横幅が19インチ
のラックに収納できる形のサーバです。

ラックマウント型サーバタワー型サーバ

　タワー型サーバは，どんな場所でも設置可能な反面，数が増
えるとオフィスの領域を占有してしまいます。そのため，サーバ
の数が増えてくるとラックマウント型サーバを使用することが多
くなります。
　ラックマウント型サーバでは，サーバやスイッチ間の配線など
が集中するので，ケーブルのつなぎ方にも工夫が必要になります。
ケーブル群を収納し接続するためのパッチパネルなどを利用し，
通信回線の接続を分かりやすくして保守性を向上させます。

過去問題をチェック

サーバやラック搭載機器の
ケーブル接続に関する問題
は，ネットワークスペシャ
リスト試験でもときどき出
題されます。
平成16年秋のテクニカル
エンジニア（ネットワーク）
試験では，午後Ⅰ 問2で，
パッチパネルを用いたネッ
トワークケーブルの接続
や，必要なケーブル長につ
いて出題されています。
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　また，通常はサーバが個別に電源装置や外部へのインタフェー
スを備えますが，これらをサーバ間で共有することで，複数のサー
バを集積して高密度化，省スペース化を実現したものにブレード
型サーバ（ブレードサーバ）があります。

ブレード（刀のような薄い
サーバ）が集まって構成
されています。1枚1枚の
ブレードは，抜き差し可
能です。

ブレード型サーバ

　それでは，次の問題を考えてみましょう。

問題

　従来のサーバが個別に備える電源装置や外部インタフェースな

どをサーバ間で共有し，高密度化，省スペース化を実現したサー

バシステムはどれか。

ア　タワー型サーバ	 イ　デスクトップ型サーバ

ウ　ブレード型サーバ	 エ　ラックマウント型サーバ

（平成21年春	ITパスポート試験	問79）

解説

　電源装置や外部インタフェースなどをサーバ間で共有するサー
バはブレード型サーバなので，ウが正解です。
　アは通常クライアントが使うタワー型PCと同じ形をしたサー
バ，イは通常クライアントが使うデスクトップ型PCと同じ形をし
たサーバ，エはラックに収まる形になったサーバです。

≪解答≫ウ
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1
	サーバスペック

　サーバスペックとは，サーバが備えている性能のことです。一
般的には，サーバスペックが高いほど値段も高くなるので，適切
なサーバスペックをもつサーバを選ぶ必要があります。
　サーバスペックを決める要素としては次のようなものがあり，
サービスの必要に応じて選択することが大切です。

サーバスペックの要素
要素 考慮する内容

CPU クロック数（周波数），個数，コア数，キャッシュ容量，仮想化対応
の有無など

メモリ 容量，転送速度，枚数，ECCの有無など
ディスク 容量，ハードディスク or SSD，回転数など
NIC ポート数，通信速度など
保守性 保守年数，保守対応日，24時間対応など
拡張性 メモリソケット数，PCIソケット数など
信頼性 RAID構成，冗長化など

	サーバOS
　サーバOSは，サーバでの利用に適したOSです。通常使われ
るクライアント向けのOSでは，同時に接続できる台数などに制
限があり，不特定多数のクライアントからの問合せに対応するこ
とが難しくなります。そのため，サーバではサーバ専用のOSを
利用することが一般的です。
　サーバOSとしてよく使われるのはLinuxやUNIX，そして
Windowsです。クライアント用のOSとは別のバージョンで用意
されていることが多く，サーバとして多くのリクエストに対応す
ることに特化しています。

	スケールアウトとスケールアップ
　サーバへのアクセスが増えてくると，サーバのキャパシティ（収
容できる全体の能力）を増強させる必要が出てきます。サーバの
キャパシティを増やす方法には，次の2種類があります。

①スケールアウト
　スケールアウトとは，性能が足りなくなったらサーバの台数を
増やすことでキャパシティを増強する方法です。Webサーバな

発展

Windowsでは，クライアン
トOSとしてWindows 7や
Windows 8などが利用され
ていますが，サーバOSとし
てはWindows Server 2012 
R2など，サーバ専用のOS
が用意されています。
ネットワークスペシャリスト
試験では特定メーカの製品
名が出題されることはない
のですが，実際のOSを知っ
ていると問題文の状況がイ
メージしやすくなります。
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どでよく利用される方法で，台数を増やして負荷分散させること
で全体のキャパシティを大きくします。

②スケールアップ
　スケールアップとは，性能が足りなくなったときにそのサーバ
自体を増強することです。メモリ増設やCPUなどのパーツ交換，
またはサーバを新機種に入れ替えるなどしてサーバ自体の性能
を上げることでキャパシティを大きくします。データベースサー
バなど，二重化することでデータの不具合が起こりがちなサーバ
でよく利用される方法です。

□ クライアントからのリクエストに対して，サーバがレスポンスを返す

□ 数を増やすのがスケールアウト，1台の性能を上げることがスケールアップ
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11-2-3	 	ストレージ
　データを記憶する装置がストレージです。ストレージには，
コンピュータの内部に格納するローカルストレージと，外に置
く外部ストレージがあります。いずれも，RAIDを用いることで
信頼性と性能を上げることができます。

	ストレージの種類
　メモリ（主記憶装置）上に置いたデータは，電源を切ると消え
てしまいます。電源を切ってもデータを保管できるように記憶し
ておく装置をストレージ（補助記憶装置）といいます。
　ストレージには，ハードディスクやSSD（Solid State Device）
のほかにも，CD-R，DVD-R，磁気テープ，SDカードなど様々な
種類があります。

	ローカルストレージと外部ストレージ
　サーバで扱うストレージには，サーバの内部にディスクを格納
する形のローカルストレージと，外に設置する外部ストレージの
2種類があります。
　ローカルストレージは，サーバに直接搭載しているディスクな
どなので，高速で場所を取らない反面，搭載できるディスクの数
や，他のサーバからのアクセスに制限があります。
　外部ストレージはサーバの外に用意する機器で，次の三つの
形態があります。

①DAS（Direct Attached Storage）
　サーバにストレージを直接接続する方法です。ローカルスト
レージだけでは容量が足りない場合に，ディスク容量を増やすこ
とができます。

②SAN（Storage Area Network）
　サーバとストレージを接続するために専用のネットワークを使
用する方法です。ファイバチャネルや IPネットワークを使って，
あたかも内蔵されたストレージのように使用することができます。

関連

ストレージは，近年では仮
想化技術を用いたストレー
ジネットワークで扱うこと
が多くなっています。
詳しい 技 術については，

「9-2　ストレージ」で改め
て取り上げます。

用語

ファイバチャネル（FC：Fibre 
Channel）とは，主にスト
レージネットワークに使用
される，ギガビット級の
ネットワークを構築する技
術の一つです。機器の接続
に光ファイバや同軸ケーブ
ルを用います。
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③NAS（Network Attached Storage）
　ファイルを格納するサーバをネットワークに直接接続すること
で，外部からファイルを利用できるようにする方法です。

　DASに比べると，SANもNASもストレージを複数のサーバや
クライアントで共有できるので，ストレージの資源を効率的に活
用することができます。また，物理的なストレージ数を減らせる
ため，バックアップなども取りやすくなります。
　SANとNASの大きな違いは，サーバから見たとき，SANで接
続されたストレージは内蔵のディスクのように利用できるのに対
し，NASでは外部のネットワークにあるサーバに接続するよう
に見えることです。図にすると，次のようなイメージになります。

NASのサーバ 利用するサーバ SANのストレージ

通常の外部にあるサーバに
接続するのと同じ

NAS
あたかもサーバ内部に
ストレージがあるように見える

SAN

ストレージ

NASとSANの違い

	RAID（Redundant	Arrays	of	Inexpensive	Disks）
　RAIDは，複数台のハードディスクを接続して全体で一つの記
憶装置として扱う仕組みです。複数台のディスクを組み合わせ
ることによって，信頼性や性能が上がります。
　RAIDの代表的な種類としては，以下のものがあります。

①RAID0
　複数台のハードディスクにデータを分散することで高速化した
ものです。これをストライピングと呼びます。性能は上がりますが，
信頼性は1台のディスクに比べて低下します。

発展

RAIDは「レイド」と読みま
す。PCショップなどでは，
大きく「レイド 」「RAID 対
応」などと書かれており，
ファイルサーバなどの用途
でRAID対応の機器が売ら
れています。
NAS（Network Attached 
Storage）はネットワーク対
応のハードディスクドライ
ブですが，RAIDで信頼性
を上げられるものも多くあ
ります。
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1
1 3 5 …

2 4 6 …

ストライピングのイメージ

②RAID1
　複数台のハードディスクに同時に同じデータを書き込みます。
これをミラーリングと呼びます。2台のディスクがあっても一方
は完全なバックアップです。そのため，信頼性は上がりますが，
性能は特に上がりません。

1 2 3 …

1 2 3 …

ミラーリングのイメージ

③RAID0+1，RAID1+0
　RAID0，RAID1はそれぞれ，性能（速度），信頼性のどちらか
一方しか向上しません。そこで，この二つを組み合わせて性能と
信頼性の両方を向上させる技術として，RAID0+1，RAID1+0が
考えられました。RAID0+1は，ストライピングされたディスクを
ミラーリングし，RAID1+0は，ミラーリングされたディスクをス
トライピングします。最低でもディスクが4台必要です。

1 3 5

RAID0+1

…

2 4 6 …

1 3 5 …

2 4 6 …

1 3 5

RAID1+0

…

1 3 5 …

2 4 6 …

2 4 6 …

RAID0+1，RAID1+0のイメージ

発展

このように，二つのRAID
を組み合わせる方法はよ
く使われます。RAID0+1，
RAID1+0 以 外にも，RAID 
0+5，RAID1+5，RAID 
5+5，RAID0+6など，RAID 
5，RAID6と組み合わせる
ものもあります。
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④RAID3，RAID4
　複数台のディスクのうち1台を誤り訂正用のパリティディスク
にし，誤りが発生した場合に復元します。下の図のように，パリティ
ディスクにほかのディスクの偶数パリティを計算したものを格納
しておきます。

01011101

10000110

11011011

データA

パリティ

データB

パリティディスクの役割

　この状態でデータBのディスクが故障した場合，データAとパ
リティディスクから偶数パリティを計算することで，データBが
復元できます。データAのディスクが故障した場合も同様に，デー
タBとパリティディスクから偶数パリティでデータAが復元でき
ます。これをビットごとに行う方式がRAID3，ブロックごとにま
とめて行う方式がRAID4です。

⑤RAID5
　RAID4のパリティディスクは誤り訂正専用のディスクであり，
通常時は用いません。しかし，データを分散させた方がアクセス
効率が上がるので，パリティをブロックごとに分散し，通常時に
もすべてのディスクを使うようにした方式がRAID5です。

A

パ

B

パ

B

A

B

A

パ

…

…

…

パリティをブロックごとに分散

発展

RAID3，RAID4 は，RAID5
と信頼性が同等でも性能の
面で劣るため，RAID5が用
いられる場合がほとんどで
す。
また，RAID5はRAID1に比
べてもディスクの使用効率
が高いので，非常によく用
いられるRAID方式です。
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1
⑥RAID6
　RAID5では，1台のディスクが故障してもほかのディスクの排
他的論理和を計算することで復元できます。しかし，ディスクは
同時に2台壊れることもあります。そこで，冗長データを2種類
作成することで，2台のディスクが故障しても支障がないように
した方式がRAID6です。

　それでは，問題を解いて確認してみましょう。

問題

　RAIDの種類a，b，cに対応する組合せとして，適切なものはどれか。

RAIDの種類 a b c
ストライピングの単位 ビット ブロック ブロック
冗長ディスクの構成 固定 固定 分散

a b c
ア RAID3 RAID4 RAID5
イ RAID3 RAID5 RAID4
ウ RAID4 RAID3 RAID5
エ RAID4 RAID5 RAID3

（平成22年春	応用情報技術者試験	午前	問12）

解説

　aは，ストライピングの単位がビットで，冗長ディスクの構成が
固定なので，RAID3です。bは，ストライピングの単位がブロックで，
冗長ディスクはRAID3と同じ固定なので，RAID4です。cは，冗
長ディスクの構成が分散なので，分散パリティを使用するRAID5
です。したがって，アが正解です。

≪解答≫ア

発展

RAID3，RAID4，RAID5
では，最低でもディスクが
3台必 要で す。RAID6で
はパリティディスクに2台
割り当てるため，ディスク
は最低でも4台必要になり
ます。

□ NASはストレージが利用できるサーバ，SANはストレージ専用のネットワーク

□ RAID0はストライピング，RAID1はミラーリング，RAID5は分散パリティ
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1-2-4	 	ネットワークの構成要素
　ITインフラとしてネットワークを構築するときには，ケーブ
ルなどの通信媒体や，スイッチやルータといった機器など，様々
なハードウェアが必要です。

	通信媒体と機器
　ネットワークを接続するときには，ケーブルなどの通信媒体が
必要です。ケーブルの種類としては，ツイストペアケーブル（よ
り対線）や光ファイバケーブルなどがあります。
　コンピュータとコンピュータをケーブルで直接接続すると，1
対1で，しかもケーブルの届く範囲でしか通信ができません。そ
のため，スイッチやルータなどのLAN間接続装置を用いて，一
度に複数台のコンピュータを接続したり，通信を増幅させて通信
できる距離を増やしたりします。

	ネットワークインタフェース
　コンピュータやLAN間接続装置をネットワークに接続するに
は，ネットワークに接続するためのネットワークインタフェース
が装備されている必要があります。

ネットワークインタフェース

ノートPC

スイッチングハブ

ネットワークインタフェース

　それぞれの通信プロトコルや方式に対応したネットワークイン
タフェースが用意されています。また，規格が同じなら他メーカ
の製品とも接続が可能なように，相互接続性も確保されている必
要があります。

関連

ツイストペアケーブルや光
ファイバケーブルの種類な
ど，LANケーブルの詳細に
ついては，「2-1-5　物理層」
で詳しく学習します。

発展

ネットワーク機器は製造
メーカによって独自OSが
採用されており，メーカご
とにコマンド体系が異なり
ます。そのため，メーカの
異なるネットワーク機器を
導入すると，相互接続性に
問題が起こるだけでなく，
設定や運用管理の手間が増
大します。そうしたことを
避けるため，導入するネッ
トワーク機器のベンダは統
一することが一般的です。
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1
	LAN間接続装置の種類

　OSI基本参照モデルでは階層ごとに役割が違うので，ネット
ワークを接続するときに必要となる機器が異なります。それぞれ
の階層で必要な装置は以下のとおりです。

①リピータ（第1層　物理層）
　電気信号を増幅して整形する装置です。リピータの機能では
複数の回線に中継するハブ（リピータハブ，L1スイッチ）が一般
的です。すべてのパケットを全端末に中継するので，接続数が
多くなってくるとパケットの衝突が発生し，ネットワークが遅く
なります。また，増幅や整形を繰り返すことでエラーが大きくな
り，正常に通信されないこともあるので，ハブの段数（端末間に
設置するハブの数）に制限があります。

リピータ

②ブリッジ（第2層　データリンク層以下）
　データリンク層の情報（MACアドレスなど）に基づき，通信を
中継するかどうかを決める装置です。ブリッジの機能で複数の
回線に中継するスイッチングハブ（レイヤ2スイッチ，L2スイッ
チ）が一般的です。リピータの増幅，整形機能に加えて，アド
レス学習機能とフィルタリング機能を備えています。送信元の
MACアドレスをアドレステーブルに学習し，あて先のMACア
ドレスがアドレステーブルにある場合に，フィルタリングして，
そのポートのみにデータを送信します。そのため，複数のホスト
が同時に通信可能です。

B D

同時通信可能

A C

A → B C → D

A → B C → D が

スイッチングハブ

関連

リピータハブの段数制限
は，10BASE-Tでは4段，
100BASE-TX で は 2 段 で
す。また，ブリッジ以上で
は，パケットをいったん受
け取ってから転送するた
め，この段数制限はありま
せん。

発展

ブリッジで区切られたネッ
トワークの範囲をコリジョ
ンドメインといいます。リ
ピータで中継するだけだと
コリジョン（衝突）が発生す
る可能性があるからです。
ルータで区切られたネッ
トワークの範囲をブロード
キャストドメインといいま
す。ブリッジは，ブロード
キャストパケット（すべて
の端末向けのパケット）を
接続されているすべての端
末に転送しますが，ルータ
は転送しないからです。
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③ルータ（第3層　ネットワーク層以下）
　ネットワーク層の情報（IPアドレス）に基づき，通信の中継先
を決めて転送する装置です。ルーティングテーブルを基に中継
先を決めていく動作をルーティングといいます。ルータは，異な
るネットワーク，異なるデータリンクを相互に接続します。スイッ
チングハブの機能にルーティングの機能を備えたレイヤ3スイッ
チ（L3スイッチ）もあります。

④ゲートウェイ（第4 〜 7層　アプリケーション層以下）
　トランスポート層以上でデータを中継する必要がある場合に用
います。例えば，PCの代理でインターネットにパケットを中継
するプロキシサーバや，電話の音声をディジタルデータに変換し
て送出するVoIPゲートウェイなどは，ゲートウェイの一種です。
ロードバランサ（負荷分散装置）もゲートウェイの一種で，ロー
ドバランサ機能付きのL3スイッチのことをL4/L7スイッチと呼
ぶこともあります。
　また，電子メールなどは，あて先に直接送るのではなく，メー
ルサーバなどのゲートウェイを中継してやり取りを行うのが一般
的です。

　それでは，次の問題で確認してみましょう。

問題

　複数のLANを接続するために用いる装置で，OSI基本参照モデ

ルのデータリンク層のプロトコル情報に基づいてデータを中継す

る装置はどれか。

ア　ゲートウェイ	 イ　ブリッジ

ウ　リピータ	 	 エ　ルータ

（平成19年秋	テクニカルエンジニア（ネットワーク）試験	午前	問48）

関連

ルータは，LANとLANだけ
でなく，LANとWAN，WAN
とWANの接続など，様々
な場面で利用されます。イ
ンターネット接続にも利用
する，ネットワークの中核
となる機器がルータです。

「3-2-1　ルータ」で詳しく取
り上げますが，ルータの動
きをしっかり押さえること
が，ネットワークを理解す
るカギとなります。
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1解説

　データリンク層のプロトコル情報に基づいてデータを中継する
装置はブリッジです。したがって，イが正解です。アはトランスポー
ト層からアプリケーション層，ウは物理層，エはネットワーク層で
LANを接続する装置です。

≪解答≫イ

	インテリジェント	／	ノンインテリジェント
　ネットワーク機器には，機器名に「インテリジェント」と付いて
いるものがあります。インテリジェントは「知的な，賢い」という
意味ですが，この場合は，ネットワーク管理に対応した機能など
を備えていることを指します。
　例えばインテリジェントスイッチは，ネットワーク管理機能が
備わっており，Web接続などで各ポートの設定を変更できます。
また，ネットワーク運用管理で使われるSNMPエージェントも備
えており，管理者がネットワーク上から稼働状態を確認すること
もできます。
　ただし，インテリジェントスイッチは高価なので，単にサーバ
をネットワークに繋ぎたいという用途には，インテリジェントで
はないノンインテリジェントスイッチでも十分です。
　状況に応じて適切なネットワーク機器を選択することが大切
になります。

関連

SNMPは，ネットワーク管
理を行うプロトコルです。
SNMPとエージェントにつ
いては，「5-4-2  SNMP」で
詳しく取り上げます。

□ リピータは物理層，ブリッジはデータリンク層，ルータはネットワーク層

□ スイッチングハブにはアドレス学習機能とフィルタリング機能がある
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1-2-5	 	データセンタ
　データセンタは，サーバなどの機器を設置するために最適化
され，高速なネットワークを備えているため，ITインフラを構築・
運用するのには最適な環境です。データセンタの利用に際して
は，用途に合わせて選択することが大切です。

	データセンタとは
　データセンタは，ITインフラを構築することに特化した施設
です。電気や温度，ネットワーク，セキュリティ，災害対策など
が十分に考慮され，信頼性の高いITインフラ運用を行うことが
できます。

	データセンタの利点
　自社にサーバルームを設置してITインフラを管理する場合に
比べ，データセンタを利用することには次のような利点がありま
す。

①サーバを24時間365日稼働し続けることが可能
　通常のオフィスビルでは，法定点検などで毎年最低1回はサー
バを停止させる必要があります。しかし，データセンタの場合は
24時間365日稼働させることが可能です。また，24時間の稼働
を前提としているため，設備や機器の監視，障害対応なども24
時間体制で行っています。

②システム運用に適した空調設備や電源設備
　空調設備がサーバに最適化されており，機器を冷却するため
に強力な空調が完備されています。そのため，熱暴走による故
障などは起こりづらくなります。

③通常のオフィスビルよりも堅牢な災害対策
　データセンタに使われる建物は，地震などの災害発生に対
応するため，通常のビルよりも耐震補強に優れています。UPS

（Uninterruptible Power Supply：無停電電源装置）や非常用発
電機などにより，災害時の電力供給も可能です。

勉強のコツ

ネットワークスペシャリス
ト試験の午後では，データ
センタを利用する問題だけ
でなく，データセンタを構
築する問題も出てきます。
仮想化技術を駆使した大規
模なネットワークは，デー
タセンタで利用されること
が多いものです。
午後Ⅱでは，2問中1問が
データセンタに関する問
題であることが多いので，
データセンタの状況を理解
しておくと役立ちます。
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1
④アウトソーシングによるコスト削減
　データセンタはサーバ運用に特化した設備であり，様々な機能
を備えています。最適な環境でありながら，複数企業のサーバ
を管理しており規模が大きいことから，安価にサービスを提供す
ることが可能です。そのため，ほとんどの場合，自社でサーバを
管理するよりデータセンタにアウトソーシングするほうがコスト
を削減できます。

	データセンタの課題
　データセンサを利用すると，コストを安く押さえられるととも
に信頼性も高くなります。しかし，データを外部に預けることに
なるので，セキュリティには注意が必要です。特に事故が起こっ
た場合には，責任範囲が明確になっていないとトラブルに発展し
がちです。
　事前にデータセンタのセキュリティ状況やコンプライアンス，
内部統制や事業継続の観点での確認など，データセンタの業者
に関するチェックを行っておくことが重要です。

用語

コンプライアンスとは，企
業の法令遵守のことで，企
業が法律をしっかり守って
活動することを指します。

□ データセンタでは24時間365日の運用が可能

□ 事前にデータセンタのセキュリティの状況やコンプライアンスなどを確認する
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演習問題1-3

1-3-1	 	午前問題
問1	 OSI基本参照モデル	 CHECK▶	□□□

OSI基本参照モデルにおけるネットワーク層の説明として，適切なものはどれか。

ア エンドシステム間のデータ伝送を実現するために，ルーティングや中継などを
行う。

イ 各層のうち，最も利用者に近い部分であり，ファイル転送や電子メールなどの
機能が実現されている。

ウ 物理的な通信媒体の特性の差を吸収し，上位の層に透過的な伝送路を提供す
る。

エ 隣接ノード間の伝送制御手順（誤り検出，再送制御など）を提供する。

問2	 RAID	 CHECK▶	□□□

RAIDの分類において，ミラーリングを用いることで信頼性を高め，障害発生時に
は冗長ディスクを用いてデータ復元を行う方式はどれか。

ア　RAID1 イ　RAID2 ウ　RAID3 エ　RAID4

問3	 ストレージ専用ネットワーク	 CHECK▶	□□□

磁気ディスク装置や磁気テープ装置などのストレージ（補助記憶装置）を，通常の
LANとは別の高速な専用ネットワークで構成する方式はどれか。

ア　DAFS イ　DAS ウ　NAS エ　SAN



631-3　演習問題

1
問1 	 （平成25年春	基本情報技術者試験	午前	問33）

《解答》ア

ネットワーク層では，データを始点から終点まで，つまりエンドシステム間で伝送します。
そのためにルータでルーティングや中継などを行うので，アが正解です。

イはアプリケーション層，ウは物理層，エはデータリンク層の説明です。

問2 	 （平成24年春	応用情報技術者試験	午前	問14）

《解答》ア

RAIDのうち，ミラーリングを行ってデータを冗長化するのはRAID1です。したがって，
アが正解です。

イのRAID2は，データにECC（Error Correcting Code：誤り訂正符号）を加えて誤りを
訂正できるようにする方式です。ウのRAID3，エのRAID4では，パリティディスクを加え
ることで誤りが発生した場合に復元できるようにしています。

問3 	 （平成25年秋	ITサービスマネージャ試験	午前Ⅱ	問23）

《解答》エ

ストレージを通常のLANとは別の専用ネットワークで構成する方式はSAN（Storage 
Area Network）です。したがって，エが正解です。

アのDAFS（Direct Access File System）は，データセンタやクラスタ環境に最適化した
ファイル共有システムです。イのDAS（Direct Attached Storage）はサーバにストレージ
を直接接続する方式，ウのNAS（Network Attached Storage）は，ファイル共有サーバをネッ
トワークに接続する方式です。

1-3-2	 	午前問題の解答


