
 

  
 

 1.TCP/IP プロトコルの概要 

 
 

 

 TCP/IP プロトコルは，1969 年に軍事情報研究ネットワークとして ARPANET 

(Advanced Research Project Agency Network)を構築する際に，パケット交換方式の通

信プロトコルとして使用されていたが，1978 年標準化され，その後も改良を受け，

ARPANET 終了後も NSF(National Science Foundation)に受け継がれて，現在もイン

ターネットの基本通信プロトコルとして使用されている。 

 TCP/IP は，TCP(Transmission Control Protocol)と IP(Internet Protocol)という 2 つ

のプロトコルから成り立っているが，図 1.1 に示すレイヤ構造のような 4 層レイヤ構造のプロ

トコル階層全体を TCP/IP と呼ぶのが一般的となっている。また，この層構造は，

OSI(Open System Interconnection)として標準化が進められている 7 層構造と非常に似

ており，通信プロトコルにおいて層構造がいかに重要であるかを物語っている。 

 

 

図 1.1 OSI のプロトコル階層と TCP/IP のプロトコル階層 

 しかし現在では，ネットワークの多様化が進み，必ずしもこの層構造を使用しているとは限
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らない場合もある。また，本書では，主にこの層構造の上位に関して解説しているが，ネット

ワークにおける通信がどのような手順で行われているかを基本的に理解し，この層構造を

理解しておく必要がある。なぜなら，「プロトコル」とは「手順」と考えると，コンピュータ同士

がいかなる環境下でも効率良く通信できる手段として，この層構造を基に TCP/IP が使用さ

れているからである。コンピュータ同士の通信と構えてしまうと分かりにくいが，一昔前の笑

い話にたとえられる Fax 送信を考えてみると理解しやすい。 

 一昔前は， 

 

  Fax を送信する前に「これから送ります」， 

  Fax を送る， 

  送った後に「届きましたか？」。 

 

といった手順を踏んでいたと思われる。TCP/IP でも同様な手順で通信を行っていると考え

れば，時代が進むとともに，その手順が最善ではないことも見えてくる。先ほど，ネットワー

クの多様化が進み，必ずしも層構造を使用しているわけではないと述べたのも，このような

背景があるからである。しかし，基本的な手順は変わっておらず，無駄な部分や改良すべき

部分を変更している。したがって，現在の通信プロトコル，さらに今後の通信プロトコルを考

える場合でも，層構造を頭に入れておくべきである。 

 

1.1 TCP/IP のプロトコル階層構造 

 ここでは，TCP/IP 環境で用いられているプロトコル階層の概要を説明する。本書では，主

にアプリケーション層のプロトコルに関して解説しているので，その他の層に関する詳細に

興味を持たれた読者の方は，巻末に挙げてある参考書を参照されたい。 

 

 

 

• リンク層 

 リンク層は，ハードウェア的なインタフェースに関する制御を行う層である。コン

ピュータが使用するネットワークカードやケーブルなどを含み，オペレーティングシステ

ムのデバイスドライバが実装されている。実際のネットワークは，EthernetやFDDIな
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どを組み合わせて構築しているので，それらに対してパケットを送信できるような処理

が行われている。 

 つまり，ネットワーク層から送られてきたデータを物理的なネットワークに送る働きを

し，さらにこの層では，どのようなプロトコルが用いられていようと透過的なインターネッ

ト環境を提供するように，これより上位階層の機能が決められている。TCP/IP 環境で

は，ARP(Address Resolution Protocol)と RARP(Reverse Address Resolusion 

Protocol)が実装されている。 

 

• ネットワーク層 

 ネットワーク層はインターネット層とも呼ばれ，ネットワーク上に流れるパケットの流れ

を制御する。この層では，インターネット環境において重要なルーティング作業が行わ

れている。個々のコンピュータのネットワークサービスをインターネット・データグラムと

呼ばれる統一サービスに変換することにより，目的のコンピュータがどこにあるかを意

識せずにメッセージを送り出すことを可能にしている。インターネットにおいて，この層

では， 

 

(a) インターネット全体で利用可能なグローバルなインターネット・アドレスの割り付け 

(b) データグラムの道筋を決める，ルートの決定 

(c) 適切なネットワーク・サービスのサービス・タイプの提供 

(d) 各ネットワークで許されている最大パケット長へのパケットの分割，再構成 

 

などの機能を提供している。 

 TCP/IP 環境では，IP(Internet Protocol)，ICMP(Internet Control Message 

Protocol)，そして IGMP(Internet Group Management Protocol)が実装されてい

る。 

• トランスポート層 

 トランスポート層は，コンピュータ間でのアプリケーション・プログラム間のデータの流

れを制御している。TCP/IP 環境では，TCP(Transmission Control Protocol)と

UDP(User Datagram Protocol)がある。 

 TCP は，コンピュータ間での信頼性の高い通信を提供し，大量のデータを分割し，そ

の分割したデータを順序付けされた通信として提供する。また，受信したパケットを識
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別したり，送信したパケットの受信の確認を提供する。したがって，アプリケーション層

では，信頼性を考慮することなく，データを送信することが可能となる。 

 一方，UDP は，データグラムと呼ばれるパケットは転送するが受信の保証は行わな

いため，上位のアプリケーション層は，信頼性を保証した通信を考慮しなければならな

い。しかし，IP の機能はそのまま使用することが可能である。 

 これらのプロトコルは，それぞれ目的に合った利用法があり，アプリケーション・プロ

グラムに適しているプロトコルを開発者が使用することになっている。 

 

• アプリケーション層 

 アプリケーション層は，特定のアプリケーション・プログラムの詳細な処理を行う層で

ある。TCP/IP では，Telenet，FTP(File Transfer Protocol)，SMTP(Simple Mail 

Transfer Protocol)などのさまざまな共通アプリケーションがあり，本書では，その中

で実際に使用されているアプリケーションに関しての説明をしている。 

 ほとんどのアプリケーションは，コンピュータの一方がクライアントになり，他方がサー

バになるような構成で設計されている。また，コンピュータはホストと呼ばれるのが一

般的なので，今後，コンピュータをホスト，送信側をクライアント，受信側をサーバと呼

ぶことにする。 

 

 以上のような層構造における通信の概念を図 1.2 に示しておくので，データの流れを理解

しておくとよいであろう。 
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1.1 TCP/IP のプロトコル階層構造 

 

図 1.2 TCP/IP におけるデータの流れ 

 

 ① ホスト A での処理 

• ホスト A から送信されるデータは，アプリケーション層を通してトランスポート層に渡

される。 

• トランスポート層では，データを適当な大きさのパケットに分割し，トランスポート・プ

ロトコルで必要な情報を含んだトランスポート層ヘッダ(TH)をそのパケットに付加し，

インターネット層に渡す。 

• ネットワーク層では，宛先アドレスなどを含むインターネット層ヘッダ(IH)を付加し，

リンク層に渡す。 

• リンク層では，転送に必要な情報を含んだデータリンク層ヘッダ(DLH)を付加し，そ

れをゲートウェイへ向けネットワーク A に送信する。 

 

 ② ゲートウェイでの処理 

• 受信したメッセージからリンク層で DLH を取り除き，ネットワーク層に渡す。 

• ネットワーク層では，IH に記述されている宛先アドレスを参照し，ルートを決定し，

次の送信先にそのメッセージを送信するように，リンク層へ渡す。 

• リンク層では，送信先のネットワーク B に対応した DLH を付加し，それを送信先へ

向け送信する。宛先ホストの間に，別のネットワークが存在する場合は，ゲートウェ
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イを中継し同様の処理を繰り返しながら，ホスト B があるネットワークまでメッセージ

を送信する。 

 

 ③ ホスト B での処理 

• 受信したメッセージを，下の階層から順に，送信側で付加したヘッダを取り除きなが

ら，上位層へ渡していく。 

• トランスポート層では，分割されたデータの順序を正しく並び替えて，誤りチェックを

し，正しければ，ホストAにデータを受け取ったことを知らせる肯定応答を送信し，受

信したデータをアプリケーション層に渡す。 

 

1.2 インターネット・プロトコル 

 ここでは，簡単にインターネット・プロトコル(IP)に関して説明する。IP は，TCP/IP プロトコ

ルの主要な部分を担っている。TCP，UDP などのデータは，すべて IP によって転送されて

いる。IP は，IP データグラムが送信先に到達したかどうかが保証されない，信頼性のない

コネクションレス型のデータグラム転送サービスを提供している。先にも述べたように，信頼

性の保証は，TCP などの上位層が実現することになっている。 

 

1.2.1 インターネット・アドレス 

 インターネット(IP)・アドレスは，ネットワーク上に接続されたネットワークおよびホストを識

別するために，図 1.3 に示すように 32 ビットで構成されている。ネットワークの規模に応じて

クラス分けされていて，上位 1 から 4 ビットにより識別し，現在では 5 つのクラスが存在する。

なお，このクラス分けは自由にできるのではなく，NIC(Network Information Center)が

行っており，日本では，JPNIC が行っている。 

 また，ホスト・アドレスとして，すべて 0 はホスト・アドレスが不明を表現し，すべて 1 はブ

ロードキャスト・アドレスとして予約されているので，どのクラスにおいても，ホスト・アドレス

をすべて 0，あるいは 1 で通常のホストを表現することはできない。
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1.4 トランスミッション・コントロール・プロトコル 

 

図 1.3 インターネット・アドレスとクラス 

 

• クラス A 

 クラス A は，最初のビットが 0 で示される大規模なネットワーク構築用のクラスである。

ネットワーク・アドレスを 7 ビット，ホスト・アドレスを 24 ビットで識別することが可能であ

る。ただし，ネットワーク・アドレスとして，127 はループバックやプロセス間通信用に予

約されているので，通常のネットワーク・アドレスとして使用することはできない。 

• クラス B 

 クラス B は，最初のビットが 1，次のビットが 0 で示される中規模ネットワーク構築用

のクラスである。ネットワーク・アドレスを 14ビット，ホスト・アドレスを16ビットで識別す

ることが可能である。 

• クラス C 

 クラス C は，最初の 2 ビットが 1，次のビットが 0 で示される小規模ネットワーク構築

用クラスである。ネットワーク・アドレスを 21 ビット，ホスト・アドレスを 8 ビットで識別す

ることが可能である。 

• クラス D 

 クラス D は，最初の 3 ビットが 1，次のビットが 0 で示され，特定のグループへの同報
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通信時に使用する，マルチキャスト・アドレスを示すクラスである。 

 

• クラス E 

 クラス E は，最初の 4 ビットすべてが 1 で示され，将来の利用のために予約されてい

るクラスである。 

 

(1) サブネット・マスク 

 IP アドレスは，先に解説したように，通常のホストを識別するためにクラス A，B，C を使

用する。しかし，この 3 つのクラスでは，増大するホスト数に対応しきれなくなってきたため，

IP アドレスの有効利用のために，サブネット・マスクが開発された。これは，ホスト・アドレス

部分を，複数のサブネットと呼ばれるより小さいネットワークに分割することにより，より多く

のネットワークを識別することが可能となるものである。このとき，IP アドレスのどの部分を

サブネットにするかを示すのが，サブネット・マスクである。サブネットを使用しない場合は，

クラスごとに以下のような規定値が存在する。 

 

• クラス A 

   255.0.0.0 

• クラス B 

   255.255.0.0 

• クラス C 

   255.255.255.0 

 

(2) プライベート・アドレス 

 IP アドレスをさらに有効使用するために，プライベート・アドレスの使用も可能である。た

だし，プライベート・アドレスは， 

 

 

 ① 自分のネットワーク以外の外にネットワークにアクセスしない，内部ホスト 

 ② 電子メール，FTP などの限られたサービスを行うために，外部にアクセスするホスト 
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に限定されている。また，使用できるアドレスは， 

 

10.0.0.0 ～ 10.255.255.255 

172.16.0.0 ～ 172.31.255.255 

192.168.0.0 ～ 192.168.255.255 

 

に限定されている。これらのアドレスは，先に挙げた条件内で自由に使用することが可能で

ある。 
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