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はじめに
中部職業能力開発センターにおいて、 LAN 間接続技術コースの能力開発セミナーを、 2002 年 10
月 9 日から 11 日の間、工学部技術部から受講してきましたのでその概略を報告します。

1. 能力開発セミナーについて
能力開発セミナーは、 2002 年度は居住系、機械系、電気・電子系、情報・通信系の 4 つの系が
開催され、さらに各系毎に、居住系で「 CAD・CG 分野、建築 CALS/EC 分野、品確法・性能評価
分野、意匠設計・計画分野、構造設計・計画分野、構造解析分野、建築施工・管理分野」の 7 分野、
機械系で、「精密測定技術、非破壊検査技術、表面評価技術、溶接技術、音・振動測定技術、機械
保全、品質管理、 NC 機械加工技術、空気圧技術、油圧技術、産業用ロボット、電動アクチュエー
タ、設計製図技術、射出成形技術、 CAD 技術、CAM 技術、CAT 技術、CAE 技術、CAD/CAM シ
ステム運用技術」の 19 分野、電気・電子系で「アナログ回路技術、パワーエレクトロニクス回路
技術、ディジタル回路技術、マイコン制御、コンピュータ制御、計測制御、制御理論、シーケンス
制御、PLC 制御、電気設備・施工・通信」の 10 分野、情報・通信系で「 Linux、Windows、データ
ベース、プログラミング、ネットワークソリューション」の 5 分野が開催された。
LAN 間接続技術コースはネットワークソリューション分野のひとつで、このコースでは、ネッ
トワークの集大成であるインターネットにおいて経路設定を研修の目的としている。
当日の受講者は 4 名で、講師 1 名とポリテクセンターのスタッフがもう 1 名がついた。研修会場
の受講者の机には Windows のパーソナルコンピュータ 2 台、CISCO 製 2514 と YAMAHA 製 RTA54i

ネットワークルータ、ネットワーク HUB とそれらをストレートあるいはクロス接続するため
のイーサーネットケーブル や AUI 変換トランシーバ等が用意されていた。また、受講者 4 名のう
ちルータ設定経験者は 1 名であった。

2. LAN 間接続技術コー
スについて
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ネットワーク A
192.168.10.0

ネットワーク B
ルータ

192.168.20.0

1

に 示 す ネ ッ ト ワ ー ク
A(192.168.10.0) と ネッ ト ワ
ーク B(192.168.20.0) という
異なるネットワークを接続
する機器である。このルー
∗

環境・安全技術系

図 1. ネットワーク A と B を接続するルータの模式図 .

表 1. TCP/IP の階層.
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タを用いてネットワークの経路設定を行うのが「 LAN 間接続技術コース」の第 1 の目的であった。
インターネットで使われている標準プロトコル TCP/IP は表 1.に示す 4 つの階層になっており、
本コースはこのうち、インターネット層を扱う。

表 2. IP アドレスとサブネットマスクの例.
IP アドレス 192.168.6.100
サブネットマスク 255.255.255.192
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表 4. 特別な IP アドレス.
名前

IP アドレス

意味

ネットワークアドレス

ホスト部の bit がすべて 0 のアドレス

ネットワークを示す

(0)
ブロードキャストアド

ホスト部の bit がすべて 1 のアドレス

ネットワークにある

レス

(255)

すべてのホスト

ループバックアドレス
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3. CIDR(Classless Inter Domain Routing)の 3 つの方式がある。表 2.に IP アドレスとサブネットマス
クの一例を示す。それぞれ、 10 進数と 2 進数を記述してあり、ネットワーク部が 26bit ホスト部が
6bit である。この例の場合を CIDR で表
すと、192.168.6.100/26 となる。

表 5. プライベートアドレス.

また、ネットワークにおいてデータ
は、表 3. に示すようなパケットをバケ
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また、表 4.に示すように IP アドレス
にはその用途が決まった特別なものが

あり、それらのアドレスは、一般のホストに用いてはならない。
インターネットに直接接続しないネットワークでは表 5.の IP アドレスが利用でき、実験等に使
用できる。
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図 2. WindowsOS での route print コマンドの実行結果 .

担っている。
パケットを送る際、ホストは同一ネットワークに接続されている相手に送付するときはそのまま
パケットを出せば届く。しかし異なるネットワークに接続されている相手に送付するときはルータ
を経由して送付する。パケットを送付するとき送り先を制御することをルーティングといい、制御
情報をルーティングテーブルという。
図 2.に WindowsXP で route print コマンドを実行した結果を示す。 Network Destination Netmask
Gateway Interface Metric の順に表示され、 Network Destination と Netmask が宛先の IP アドレスとネ
ットマスクである。 Interface はパケットを送り出すネットワークインターフェースで、 Metric は経
路の重さである。各行が一つの送付先を表している。
4.1.静的ルーティングと動的ルーティング
ルータのルーティングテーブルの設定方法には手動で行う静的ルーティングと自動的に設定する
動的ルーティングがある。
4.2.ルーティングプロトコル
ルーティングテーブルのやりとりの方法はルーティングプロトコルと呼び、大きく分けて、 IGP
( Interior Gateway Protocol ) と EGP ( Exterior Gateway Protocol )の 2 つがある。この二つは、 IGP は
LAN などの比較的小さなネットワーク同士の接続を行うときに利用し、 EGP は大規模なネットワ
ーク同士の接続する際にお互いのネットワークの情報を交換するために設計されている。
ルータ同士がやりとりする情報と経路の決定方法により、距離ベクトル型とリンク状態型の二つ
に分類される。
距離ベクトル型は、距離 (Metric)と方向の情報をやりとりして、それに基づいて経路を決定する
方法である。各ルータがルーティングテーブルに書いてある宛先アドレスの送り先と距離を隣のル
ータに伝える。距離の計算はそれぞれのルーティングプロトコル毎にことなる。
リンク状態型はルータが自分に直接接続されているネットワークとその詳しい情報 (回線の速度
や信頼性等 )をすべてのルータに送る。各ルータは、すべてのるーたが直接接続されているネット
ワークがわかるので、各ルータが最適な経路を計算する。
4.3.フィルタリング
ルータを通るパケットを制限することをフィルタリングという。フィルタリングを用いてネット
ワークへのアクセスを制限することができる。
本研修では、 3 日間のうちこれらの実習がほとんどであったが、実習については省略する。
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