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.1 アプリケーション・エンジニアとネットワークの関わり 

業務アプリケーションを支える 
情報通信ネットワーク 
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) アプリケーション・エンジニアの役割 

この本のタイトルは「アプリケーション・エンジニアのためのネットワーク基

講座」です。つまり，アプリケーション・エンジニアが日常的な担当業務を行

ために求められる，ネットワークに関する基礎知識について説明することが本

の目的です。 
一口にアプリケーション・エンジニアといっても，担当する業務内容や役割は

々です。そこで，アプリケーション・エンジニアは何をする人かということを

らかにする必要があります。 
経済産業省が実施している情報処理技術者試験の試験区分の 1 つに「アプリ

ーション・エンジニア試験」があります。この試験区分を説明した文書に，ア

リケーション・エンジニアを「情報システム開発プロジェクトにおいて，プロ

ェクト計画に基づいて，業務要件分析から，システム設計，プログラム開発，

ストまでの一連のプロセスを担当する者」と説明しています。 
また，平成12年度に発表された情報処理技術者試験制度改定の説明文書では，

プリケーション・エンジニア試験を「プロジェクト・マネージャの指揮のもと，

ステムの基本的なアーキテクチャを設計しつつ，ソフトウェア開発技術者を指

してシステム構築に携われるような者を対象とし，従来のプロダクション・エ

ジニア試験で問うていたシステム開発における工程の一部も包含し，業務要件

析から設計，プログラム開発，テストまでの一連の業務担当するために必要な

識・技能を問う試験とする」と説明しています。 
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1. 業務アプリケーションを支える情報通信ネットワーク 

 これらの説明は，いわゆる SE(システム・エンジニア)と重なり合います。本

書では，アプリケーション・エンジニアを，アプリケーション・システムを扱う

システム・エンジニアとして話を進めます。 
 
(2) ネットワークの意味 

 ネットワークという英語に相当する日本語は網です。ネットワークには，通信

網や放送網などのような情報を運ぶネットワーク，道路網や鉄道網などのような

人や物を運ぶネットワーク，人や組織のつながりのネットワークなどがあります。 
 本書で扱うネットワークは情報を運ぶネットワークです。このようなネット

ワークの呼び方には，情報ネットワーク，通信ネットワーク，情報通信ネットワー

ク，情報流通ネットワークなどがありますが，本書では情報通信ネットワークと

いう言葉を使うことにします。 
 一口に情報通信ネットワークといっても，ネットワークにはいろいろなレベル

の機能があります。そして，ネットワークのどの機能を扱うかということによっ

て，技術者に求められる知識や技能が異なります。 
 情報通信ネットワークの構成や技術を論じるときには，ネットワーク全体を複

数の機能階層に整理するのが一般的です。 
 機能の階層分類にはいくつかの考え方がありますが，図 1.1.1 では，データ伝

送ネットワークとアプリケーションネットワークの 2 階層に分けて示しました。 
 

アプリケ上位レベル

下位レベル

ーションネットワーク

データ伝送ネットワーク

アプリケ上位レベル

下位レベル

ーションネットワーク

データ伝送ネットワーク

 

図 1.1.1 情報通信ネットワークの機能階層 
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1.1 アプリケーション・エンジニアとネットワークの関わり 

 下位のデータ伝送ネットワークは情報の内容に関係なくディジタル信号の

ビット列を伝送する，情報通信ネットワークの基盤部分です。これに対して，上

位のアプリケーションネットワークは，電子メールのやり取りやコンピュータ間

のデータ転送などのような，アプリケーション機能を実行するネットワークです。

それぞれのレベルのネットワークは，要求される機能の実現方法によってさらに

細分化されます。 
 

(3) アプリケーション・エンジニアに求められるネットワーク技術 

 アプリケーション・エンジニアが直接関わりを持つネットワークは，上位レベ

ルのアプリケーションネットワークですが，アプリケーションネットワークを設

計し，あるいは運用するためには下位レベルのデータ伝送ネットワークの知識が

不可欠です。 
 特に大切なことは，アプリケーションのサービス品質に直接影響する，データ

伝送ネットワークの性能とプロトコルです。 
 インターネットの発展に伴って，データ伝送ネットワークの高速化，いわゆる

ブロードバンド化が進んでいます。これは，コンピュータ間で転送するデータ量

が非常に大きくなり，大量のデータを短時間で運ぶニーズが強くなったためです。

「データ伝送速度がどの程度であれば，エンドユーザが満足するアプリケーショ

ン・サービスを提供できるか」という問に対して答えを出すのは，アプリケーショ

ン・エンジニアの仕事です。 
 業務効率を改善するために，オンラインでデータベースを参照できるテレビ会

議システムを構築したいと考えたときに，適切なデータ伝送ネットワークと，要

求された機能を実現するのに適したプロトコルを選択するのも，アプリケーショ

ン・エンジニアの仕事です。 
 ネットワーク技術の詳しいことは，専門のネットワーク技術者に頼むとしても，

アプリケーションから見た，情報通信ネットワークに対する要求仕様を示し，そ

の仕様を満たす技術や通信サービスを選ぶのに必要な知識を習得することが，ア

プリケーション・エンジニアに求められます。 
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1. 業務アプリケーションを支える情報通信ネットワーク 

 
1.2 情報通信ネットワークサービス 

 

 電気通信技術を利用する通信ネットワークは 19 世紀に生まれました。20 世紀

後半に入った 1960 年代前半までは，通信ネットワークというと電話網と電信網

しかなく，これらのネットワークと放送網は完全に分離していました。1960 年

代後半に入るとコンピュータネットワークの研究が活発になり，パケット交換技

術が実用になりました。その後は情報通信ネットワークの発達が急速に加速して，

21 世紀に入った現在では，通信ネットワークとコンピュータネットワークおよび

放送ネットワークの融合が始まっています。 
 こうした情報通信ネットワークの発展に伴って，個人や組織のユーザが利用で

きるサービスの種類が拡大してきました。表 1.2.1 は，現在提供されている主な

ネットワークサービスを，通信系，情報系，放送系，その他の 4 分野に分けてリ

ストアップしたものです。情報系はコンピュータネットワークを利用するサービ

スです。 
 

表 1.2.1 ネットワーク・サービスの種類 

電話

ファクシミリ

テレビ電話

テレビ会議

電子メール

データ処理

報検索と閲覧

報配信

ラジオ放送

テレビジョン放送

CATV

監視・制御

PS（位置情報）

情

情

G

通信系サービス

情報系サービス

放送系サービス

その他のサービス

分類 主なサービス

電話

ファクシミリ

テレビ電話

テレビ会議

電子メール

データ処理

報検索と閲覧

報配信

ラジオ放送

テレビジョン放送

CATV

監視・制御

PS（位置情報）

情

情

G

通信系サービス

情報系サービス

放送系サービス

その他のサービス

分類 主なサービス
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1.4 インターネットの概要 

 ここに取り上げたサービスだけでもかなり多くの種類がありますが，それぞれ

のサービスの中身についても，サービス機能の多様化と高度化，そして，異なる

サービス品目の連携による付加価値の増大が続いています。 
 アプリケーション・エンジニアには，これらのすべてのサービスについて，内

容や利用方法および実現技術の知識が求められます。そこで，この表に取り上げ

たそれぞれのサービスの概要を説明することにします。 
 

1.2.1 通信サービス 

(1) 電話 

 日本国内では，1985 年に制定された電気通信事業法によって，電話事業が完

全に自由化されました。このときから 20 年経った現在までに，電話サービスは

劇的に変化しました。その最大の要因は携帯電話の発達です。携帯電話の急速な

発展を実現した背景には，携帯電話機の小型化，コスト低下，サービスを利用で

きる地域の拡大など，多くのことがありますが，携帯電話の発達と同時期に発達

したインターネットとの組み合わせ効果も無視できません。携帯電話はもはや通

話用端末ではなく，汎用的な情報通信端末なのです。 
 携帯電話ユーザの増加に伴って，既存の固定電話ユーザの減少が続いています

が，その減少数は携帯電話ユーザの増加数と比較するとかなり小さい値になって

います。この理由の 1 つが，FTTH や ADSL といった，いわゆるブロードバン

ド・アクセスサービス・ユーザの増加にあります。固定電話網は，通話サービス

だけのネットワークから，テレビジョンの動画配信にも使える，マルチメディア

情報通信ネットワークへと変化を続けています。 
 また，1 つの情報通信端末を，屋内では固定電話網につなぎ，屋外では携帯電

話網につないで使うサービスが始まっています。このようなサービスを固定・移

動通信融合(FMC)サービスといいます。 
 アプリケーション・エンジニアにとって，電話サービスの知識と，これを実現

する技術が不可欠です。2000 年代に入って，IP 電話システムの本格的な利用が

始まりました。IP 電話はインターネットの技術として開発された IP パケットで

音声メッセージを運ぶシステムです。すでに多くの企業が，これまで使っていた

電話専用の PBX(構内交換機)を，LAN に接続された IP 電話用サーバに置き換え
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1. 業務アプリケーションを支える情報通信ネットワーク 

ています。この場合の IP 電話システムは，情報通信ネットワークの共通プラッ

トフォームとなる IP ネットワークを利用するサブシステムの 1 つなのです。 
 
(2) ファクシミリ 

 ファクシミリは 1970 年代から急速に普及が進み，一般家庭にも浸透しました。

そして，日本のファクシミリの普及率は，世界の中でずば抜けて大きな値になり

ました。その理由の 1 つが，複雑な形をした文字を使う日本語文書を迅速に伝え

るのに，ファクシミリが適していたことです。 
 文字数が少ないアルファベットを使っている欧米では，テレックスや電子メー

ルによるメッセージ交換が発達していたので，文字メッセージ交換のためにファ

クシミリを使うことのニーズが日本ほどは強くありませんでした。 
 国際標準規格のファクシミリは，グループ 1(G1)からグループ 4(G4)の 4 種類

に大別されます(表 1.2.2)。G1～G3 は固定電話回網を使うことを前提としたも

のです。これらの中で一般に使われているのが G3 ファクシミリです。G4 ファ

クシミリは 64k ビット/秒のディジタル回線を使うことを前提としたもので，高

速で，画像品質が良いことが大きな特徴です。 
 

表 1.2.2 ファクシミリの国際規格 

通信回線種類
電送時

（A

G1

G2

G3

G4

電話回線

電話回線

電話回線

64kビット/秒

ディジタル

間

4原稿）
圧縮符号化

6分

3分

1分以下

3秒

なし

なし

MH，MR

MMR

通信回線種類
電送時

（A

G1

G2

G3

G4

電話回線

電話回線

電話回線

64kビット/秒

ディジタル

間

4原稿）
圧縮符号化

6分

3分

1分以下

3秒

なし

なし

MH，MR

MMR
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1.4 インターネットの概要 

 1980 年代にパソコン通信が普及して，日本語電子メールのユーザが増えまし

た。さらに，1990 年代にはインターネットの商用サービスが始まって，日本語

電子メールで，画像や写真を自由に送ることができるようになりました。この結

果，ファクシミリを使っていた人たちの多くが電子メールに移行しました。そし

て，ファクシミリに対する関心が薄れてきました。 
 けれども，ファクシミリを効果的に利用しているユーザが多数います。また，

パソコン本体やパソコン用プリンタの中には，ファクシミリの送受信機能を備え

ているものがあります。情報通信ネットワークの中で，ファクシミリ機能を上手

に使いこなすことは，アプリケーション・エンジニアにとって大切なことです。 
 
(3) テレビ電話 

 テレビ電話の本格的な導入は，1988 年に NTT が ISDN(総合サービス・ディ

ジタル網)サービスを開始したのがきっかけで始まりました。この時代に伝送速

度が 64k ビット/秒の通信回線を使うテレビ電話端末が市販されましたが，あま

り普及していません。ところが，2000 年代にカメラ付き携帯電話が出現して，

これを使うテレビ電話ユーザが一気に拡大しました。 
 また，パソコンにビデオカメラとマイクロホンあるいはヘッドセットをつない

で，パソコンをテレビ電話端末に仕立てるソフトウェアが出現したことから，ブ

ロードバンド・インターネット・ユーザの間で，テレビ電話の利用が増えていま

す。 
 テレビ電話の技術は，比較的伝送速度が小さい電話回線や専用線を使う遠隔監

視システムでも使われています。この分野のシステムを扱うアプリケーション・

エンジニアには，テレビ電話の知識と技術が求められます。 
 
(4) テレビ会議 

 初期のテレビ会議システムは，離れた場所にある会議室の間を通信回線でつな

ぎ，それぞれの会議室では，1 台のテレビ会議端末の前に複数の人が座って会議

に参加するという形態でした。このようなテレビ会議システムは現在も数多く使

われています。また，テレビ会議システムを利用する遠隔教育も行われています。 
 テレビ会議システムには，2 地点間をつなぐだけでなく，3 カ所以上の地点を

つなぐ，多地点テレビ会議システムがあります。 
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1. 業務アプリケーションを支える情報通信ネットワーク 

 多地点テレビ会議システムの究極的な発展形態が，デスクトップ・テレビ会議

システムです。これは，テレビ電話と同じようなパソコンをベースにしたテレビ

会議端末のユーザが，それぞれの居る場所で会議に参加する，分散型多地点テレ

ビ会議システムです。開催中の会議への途中参加や，途中退場の制御，あるいは

端末に表示する文書や画像の選択の制御などには，IP 電話の制御用プロトコルが

使われます。 
 デスクトップ・テレビ会議は，今後大幅に利用が拡大する分野です。デスクトッ

プ・テレビ会議システムの技術には，プロトコルをはじめとするネットワーク技

術のほかに，音声処理技術や画像処理技術などが含まれます。したがって，この

システムに関わるアプリケーション・エンジニアには，広範囲の知識に加えて，

利用や運用の経験が必要になります。 
 
(5) 電子メール 

 電子メールは，インターネットのアプリケーションの中で，最もよく使われて

いる機能の 1 つです。1980 年代に商用サービスが始まったパソコン通信の主要

なアプリケーションとして国際的に広がった電子メールが，1990 年代以降はイ

ンターネットに引き継がれました。携帯電話ユーザの多くが電子メールを利用す

る時代になり，電子メールの利用方法が多様化しています。 
 電子メールは便利なツールですが，一方ではセキュリティ面でいろいろな問題

を抱えています。特に，電子メールを悪用したネットワーク犯罪や情報漏洩など

が大きな社会問題になっています。 
 アプリケーション・エンジニアは，電子メールシステムの構造や動作，プロト

コル，弱点などをよく理解して，ユーザが安心して快適に利用できるようにしな

ければなりません。 
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