
1111111¥111¥1¥1¥¥1¥1¥¥1¥1¥¥1¥1¥1111¥¥1¥1¥¥1¥1¥1¥¥1¥1¥1¥1111¥1111¥1111111111¥1111111111¥111111111111¥111111111111111111¥111111111111111¥1111111111111111111111111111111¥1111111111111111111111111111111111111111111¥1111111111111111111111111111111 

インターネットのマネジメント

中山雅哉
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1. はじめに

インターネットと日本語で表現する言葉は，広義に

は，大学や研究所の LAN (Local Area Network) を

相互に接続した LAN 間接続網のことを指し，“ネット

ワークのネットワーク"や“メタネットワーク"と表

現きれることもある.これに対して狭義には，組織内

LAN の多くで用いられている TCP/IP (Transfer 

Control Protocol/lnternet Protoco\) のプロトコル

を用いて組織聞を相Eに接続した世界規模のネットワ

ークを指すこともある.英語では，前者を“an interｭ

net"，後者を大文字の I で始まる Internet (または，

“ The Internet") と言って識別することが多い.いず

れの表現を用いるにせよ，インターネットは， LAN や

W AN (Wide Area Network) の集合体として形成き

れるものであり，どこかの管理組織によって全体が運

営される網とはならない.本稿では，インターネット

を後者の意味として取り上げて，その現状を概説し，

インターネットに関連する幾つかの管理方法について

まとめる.

2. インターネットの現状

2.1 米国でのインターネットの歴史

現在のインターネットは，米国で 1969 年に構築され

た ARPANET に由来すると言われている[ 1 , 2 , 

3]. ARPANET は，米国国防総省 (DoD : Departｭ

ment of Defence) の ARPA (Advanced Res巴arch

Projects Agency) により構築された実験用パケット

交換ネットワークで，この上で TCP/IP プロトコル

の開発が行なわれた.その後， ARPA は DARPA

(Defenced Advanced Research Project Agency) と
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名称を変え， 1983 年には ARPANET 自身が，実験用

の ARPANET と軍関係の実務に供する MILNET に

分離されることになり，前者が Internet の中核の一部

として歩み出すことになる.

そして， 1985 年に米国科学財団 (NSF: National 

Science Foundation) が 6 つのスーパーコンビュータ

センターを結ぶためのネットワークの構築を始め，

1986 年から NSFNET として構成されるようになっ

た.このネットワークは ARPANET とも相E接続す

ることができるようになっており，パックボーンネッ

トワーク，中間レベルネットワーク，キャンパスネッ

トワークの 3 階層の構造で構成されている.バックボ

ーンネットワークの速度も当初は， 56 Kbps であった

が， 1988 年 7 月より 1.5 Mbps に， 1992 年 12 月には

45 Mbps へと増強きれ現在に至っている.

図 1 1には ， 1991 年 3 月からの NSFNET ノ〈ックボ

ーン利用統計が示されているが，パックボーンが増強

されると同時にトラフィックが一段と増加する傾向に

あることがわかる.このように，高速なパックボーン

として機能する NSFNET の出現により， ARPANET

はその使命を終え 1990 年 6 月に公式に解散きれた.そ

して，現在は， NII (Network Information Infrasｭ

tructure) の一環として， NREN (National Research 

and Education Network) の計画が進められており，

Gbps程度の速度のパックボーン構築が検討されてい

る.

さらに， 1989 年頃からは，商用のネットワークサー

ビスフ。ロノ〈イダ (NSP: Network Service Provider) 

が台頭することになる. NSFNET では， r原則とし

て，米国の研究機関と開放的学術通信と研究を約束し

た営利企業の研究機関の間で，開放的な研究と教育を

1各図は， ftp : /ftp. isoc. org/isoc/charts より入手す

ることができる.著者は， Rutkowski 氏.
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2.3 圏内インターネットの現状

国内におけるインターネットの構築は，

1987 年頃から実験的に始められるよう

になってきた.1988 年の WIDE[4] ， 1989

年の TISN [5J , JAIN [6J 等がこれに

あたる. TISN は理学関係の研究利用に

供する運用ネットワークとして発足した

が，それ以外は，研究目的の実験運用ネ

ットワークとして位置つ。けられている.

また， 1992 年頃からは，学術情報セン

ターによる SINET，日本 BITNET 協会

による JOIN や， 日本各地の地域ネット

ワーク等，運用ベースの組織によるイン

ターネットの構築が進められるようにな

ってきた.

図 1 NSFNET 利用統計 (traffc-gifs/nsfnet. gif) そして， 1993 年に入ると米国に遅れる

サポートするために提供され，他の目的での使用は許 こと約 4 年で IIJ， Spin といった商用 NSP によるイン

容可能ではない」とする AUP (Acceptable Use Pol- ターネットの構築が始まり，圏内でも AUP 制限のな

icy) が定まっているのに対して，商用 NSP にはこの

制限がなく，営利目的での活動等にもネットワークを

利用することができる.このため，企業を中心として

インターネットへの接続が急速に増加することになり，

現在に至っている.

2.2 世界におけるインターネットの広がり

前節で述べたように当初は，米国で始められた実験

研究ネットワークも次第に世界中へと広がるようにな

ってきており，現在では図 2 に示すように 75 カ国が

IP のプロトコルにより接続されている.

いインターネットが展開きれるようになり，現在に至

っている.

3. インターネッ卜におけるアドレス管理

について

TCP/IP のプロトコルによるネットワークでは， 4 

オクテット (=32 bit) から成る IP アドレスを用いる

ことで，ネットワークに接続きれている計算機同志を

お互いに識別する方法が取られており，各アプリケー

ションプログラムは，このアドレスをもとにして計算

機関での通信を行なっている.このた

め， IP アドレスは，電話網における電

話番号や郵便システムにおける住所と

同様に. TCP/IP ネットワークに接続

されているすべての計算機を一意に識

別できるように割当て管理する必要が

ある.

図 2 Internet への接続状況 (connectivity-gifs/map_ gif) 

組織内 LAN のように，管理を行な

っている者が全体を見渡すことができ

る規模のネットワークでこの一意性を

保証するには，たとえば. 130.69.0 _ 0 

で識別きれるネットワークの IP アド

レスを用いることで可能になる.しか

し，前章で述べたように，世界中の

LAN を相E接続したインターネット

においては，網全体を数人規模で把握
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際的な一意性が保証きれることになる.

現在. JPNIC では. CIDR (Classless 

Inter-Domain Routing) 方式にもとづい

て IP アドレスの割当てを 11'なっており，

RFC 1466 で規定された太平洋地域ブロ

ック(最初のオクテットが 202 と 203 の

CLASS C アドレス)から 2 のベキ乗個

単位で各組織に CLASS C アドレスを割

り当てている. CLASS B アドレスは，大

規模な組織(たとえば 4 ， 096 ホスト以上

で，かつ 32 サブネット以上)で，複数の

CLASS C アドレスでは技術的な理由か

らネットワークが設計でない場合に限っ

て Inter NIC から割り当てられるように

なっており. JPNIC は申請の中継が行な

図 3 Internet への接続ホスト数 (history-gifs/timeIine. gif; われているに過ぎない. CLASS A アド

することは困難であり，インターネット中に置かれる レスについては. IANA により予約きれており，割当

計算機の IP アドレスの一意性を保証するためには， ては行なわれていない.

世界規模での協調作業が必要となる.すなわち，例に

示した 130.69.0.0 で識別きれるネットワークが他の

どの国でも利用きれていないことが保証されていない

と，簡単に組織内 LAN でも使用することができない.

そこで，古くからインターネットでは.IANA (Inter

net Assigned Numbers Authority) と呼ばれる機関に

よりインターネットで用いられる各種の番号について

の調整が行なわれてきた.実際に IP アドレスの割当

業務を行なっているのは. NIC(Network Information 

Cent巴r) と呼ばれる機関であり，現在は InterNIC がそ

の代表的役割l を担っている.

代表的と言うのは，現在のインターネットは図 2 に

示したように世界中に広がっているため，すべての接

続を希望する組織からの依頼が 1 カ所に集中する方法

では，実質的に調整機構が機能しなくなってきている

ため，欧州地域に関する NIC として. RIPE/NCC 

(Reseaux IP Europeans/Network Coordination 

Centre) が，アジア環太平洋地域に対する NIC とし

て. APNIC (Asia Pacific Network Information 

Center) がその役割を委譲きれているためである.ま

た，アジア環太平洋地域では， 日本(JPNIC). 韓国

(KRNIC). オーストラリア (AUNIC) 等で囲内 NIC

が設置されており，各国の IP アドレスの割当管理が

委譲きれている.

これらの NIC 機構が整備されていることにより，イ

ンターネット内で各組織が使用する IP アドレスの国

1995 年 3 月号

4. インターネットへの接続と経路制御管理

について

NIC 機構を用いることでインターネットに接続き

れる計算機が世界中で一意になるように IP アドレス

の割り当てを行なうことができるとは前述のとおりで

ある.それでは，インターネットに接続された 2 台の

計算機同志がどのようにして通信を行なうことができ

るのだろうか 7

郵便システムでは，国名，市町村区名や番地といっ

た階層的な配送先の区分けがなきれているため，目的

とする宛先に応じて何聞かの分集配が繰り返きれて相

手先に情報が伝達する仕組みが取られている.電話網

も国際コードや区域番号等を用いて系統的に通信路を

確保する方法がとられている. しかし，インターネッ

トでは，前述した CIDR 方式が導入きれるようになる

までは，系統的なアドレス管理の方法が取られておら

ず，各組織の LAN で IP アドレスが必要となった時点

で，そのネットワーク規模に応じて 3 つに分類された

IP アドレス体系 (CLASS A. B. C) から順番に割り

当てが行なわれており，米国の組織 LAN が使用する

アドレスの次にアジア内の組織 LAN のアドレスが割

り当てられる場合もあり，宛先をアドレスから系統的

に経路制御することができない.このため，経路制御

管理はアドレス管理とは別に，非常に重要な役割l を持

つことになる.

(17) 149 
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一般に，ネットワーク同志を相互接続する場合は，

ルータ (Router) と呼ばれるネットワーク機器で接続

されることになる.ネットワーク相Eの経路制御は，

ルータ内部に保持されている経路制御テーブル(Rout

ingTable) を用いて行なうが，この経路制御テーブル

をネットワーク管理者により人手で維持管理する静的

経験制御方式じルータ装置同志が経路制御情報

(Routing Information) を交換しあって自動的に維持

管理する動的経路制御方式に分類することができる.

世界規模で、広がっているインターネットにおいては，

入手によりネットワーク全体の経路情報の維持管理を

行なうことは困難であるため，動的経路制御方式が広

〈使われている.

しかし，大規模なネットワークを持つ組織などでは，

AUP の異なる複数の NSP を経由してインターネッ

トに接続きれるケースがあり，単純に 1 つのネットワ

ークがある相互接続点を介して経路制御情報がアナウ

ンスきれるわけではない.また 2 つ以上の NSP が，

東京と大阪のように複数の相互接続11. を持つ場合には，

どの経路を用いて組織聞の通信を行なうかを制御する

必要が生じる場合もある.このように，複雑な経路制

御が必要となる場合には， NSP 間等で運用調整を行な

ったり技術的な検討を行なう仕組みが必要となる.こ

のため，国際的には IEPG(Intercontinental Engineerｭ

ing Planning Group) が，日本国内では JEPG/IP

(Japanese Engineering & Planning Group/IP) が

あり，その役割jを担っている.これらの組織は，ネッ

トワークの運用管理を日常的に行なっている NOC

(Network Operation Center) の担当者が中心となっ

て構成きれている.

5. インターネットにおける名前管理に

ついて

IP アドレスは，インターネットに接続された計算機

同志が通信するのに不可欠で、あることはすでに述べた

とおりであるが，計算機を利用するユーサ1ことってみ

ると，数字列は必ずしも覚えやすいものではなし膨

大な数の計算機を識別するのに向いた識別子であると

は言えない.これは，大規模なネットワークを有する

組織などでは，複数の IP アドレスを用いて LAN 管理

を行なっているケースがあり，どのネットワークセグ

メントに接続されている計算機かによって，異なる IP

アドレスを持つことがあるからである.

このため， IP アドレスとは独立に，計算機とそのネ

150 (18) 

ットワークインターフェースを識別するために「ドメ

イン名J という文字による識別子が用いられている.

この代表的利用例は，インターネットにおける電子メ

ールのアドレスに利用きれていることであろう.これ

により，世界中のインターネット利用者を識別して情

報交換をスムーズに行なうことができる.また，イン

ターネット上で， ドメイン名が識別子として機能する

ためには， IP アドレスと同様にして，世界中で一意に

なるように保証する必要がある.このため， ドメイン

名も IANA により調整きれ， NIC 機構により割り当

て管理が行なわれており，米国や英国を除き，ほとん

どの国のドメイン名は， ISO 3166 で規定されている国

名 2 文字識別コードが使われている.日本の圏内では，

主に“JP" で終るドメイン名が利用きれているが，こ

れは JPNIC により割り当てが行なわれている.

このように， ドメイン名と IP アドレスという 2 つ

の識別子により，インターネット上の計算機を識別さ

せた場合， ドメイン名と IP アドレスが相互に対応つe

けきれており，それを機械的に検索する仕組みが必要

となる.これは，あるユーザーに宛てて書カ通れた電子

メールを目的の計算機に配送する時には，その計算機

の IP アドレスを知らなければ，計算機相互の通信を

行なうことができないためである.インターネットに

接続きれている計算機の数が少なかった頃は，ホスト

テーブルと呼ばれる表形式でこの仕組みが実現されて

いることがあったが，最近では，図 3 に示したように，

膨大な数の計算機が接続されるようになっているため，

DNS (Domain Name Server) という分散型のデータ

ベース管理方式により実現するようになってきている.

この仕組みでは，ある特定のドメイン名や IP アド

レスに関する情報を個別に管理することができ，イン

ターネットを介して他のサーバで管理している情報を

検索する仕組みが用意されているため，多くのアプリ

ケーションプログラムから利用きれるようになってき

た.このため，組織内 LAN の DNS に関する運用管理

は， NOC 担当者が行ない， DNS の管理が行なわれて

いる計算機に関する情報は，最終的に NIC が管理する

という方法がとられている.

6. おわりに

本稿では， TCP/IP のプロトコルを用いて組織聞を

相互接続した世界規模のネットワークであるインター

ネットについて，現状の概説とそこで用いられている

幾つかのネットワーク管理について紹介した.

オベレーションズ・リサーチ
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冒頭でも述べたように，インターネットとは，どこ

かの管理組織により全体が運営されている網にならな

いため， NIC のような国際的な機構のもとで調整が行

なわれたり，各 LAN で日常の運用管理を行なう NOC

の協調作業により維持されているメタネットワークと

して機能しているものである.このため，本稿で特定

の LAN 管理に関するネットワーク管理一般について

は触れず，もっぱら LAN 間接続を行なう場合にとら

れる管理の基本的な事柄についてのみまとめることと

した.

しか1.-， IP アドレスに関する割り当て管理に関して

は，現在の 4 オクテットのアドレスでは，世界中のホ

ストの増加に対応するだけの空間がないことから，最

近では， 16 オクテットからなる次世代 IP アドレス

(IPng) に対する検討が進められるようになってきて

いること.そして，近年，携帯型の計算機が盛んに製

造されるようになってきているが，インターネット上

では，移動するホスト局のアドレス管理や経路情報の

扱いについての議論が行なわれるようになっているこ

と.さらに， CIDR 方式の採用に伴い，オクテット単位

でしか運用管理を行なうことができない現在の DNS

のアドレス情報管理方式に対する解決方法について等

の技術的な検討課題があるが触れることができなかっ

た.

特に，インターネットの規模は図 3 にも示したよう

に指数関数的な勢いで急速に拡大しているため，それ

ぞれの技術的な検討課題に関しては，常にスケーラブ

，、，、内向向向内，、，、^'"内向，、《

ルな解決策となりうることが必須の条件であると考え

られている.詳細には触れられなかったが，現在採用

されている経路制御方式は，この点に大きな問題があ

り， インターネットの規模拡大に伴って，ルータ機器

として機能するのに要となるメモリサイズやソフトウ

ェアの更新が頻繁に必要となる状態にあり，大きな問

題となっている.これらについては，機会をかえて報

告することとしたい.
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