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午後Ⅰ 問 2 ネットワークシステムの改善 
設問 1 

解答 

 
(1) a:CSMA/CA  b:11 
(2) データの衝突を回避するため 
(3) 192 
 
解説 

無線 LANの仕組みについての問題です。 
 
(1) 
[a] 
無線 LAN のアクセス制御方式は CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access / Collision 
Avoidance)です。CSMA/CA の仕組みは時々出題されているので、動作の仕組みについて
解説します。 
 
CSMA/CAの仕組みは、CSMA/CDとよく似ています。そのプロセスは次の通りです。 
 
1. キャリアセンス 

 データを送信しようとするとき、電波の周波数帯(チャネル)が利用されているかど
うかを確認します 

 電波が未使用:アイドル状態 
 電波が使用中:ビジー状態 

 他の機器が電波を利用している(ビジー状態)場合は待機します 
 ビジー状態からアイドル状態に移行したあと、さらに IFS(Inter Frame Space)時
間待機します 

2. ランダム時間待機(衝突の回避) 
 キャリアセンスによって電波が未使用だと判断しても、すぐにはデータを送信しま

せん。 
 衝突を回避するために、さらにランダム時間(バックオフ時間)待機してキャリアセ
ンスを続けます。 

3. データの送信開始 
 バックオフ時間待機して、アイドル状態であることを確認してからデータを送信し

ます。 
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 IP などのレイヤ 3 のデータに IEEE802.11 のヘッダを付加し、さらにその前に物
理層ヘッダを付加して転送します。 

 物理層ヘッダ :PLCP(Physical Layer Convergence Protocol)プリアンプル
+PLCPヘッダ 

 
有線 LAN の CSMA/CD であれば、メディアがアイドル状態であればデータの送信を開始
します。そのため、複数のホストがほぼ同じタイミングでデータを送信しようとすると、

複数のホストがデータの送信を開始し衝突が発生します。もし、衝突が発生した場合、共

有メディア上のすべてのホストがその衝突を検出できます。しかし、無線 LANでは衝突の
検出ができません。そこで、キャリアセンスを行ってアイドル状態と認識しても、さらに

ランダムなバックオフ時間待機することで、複数のホストの送信タイミングをずらして衝

突が発生しないように制御しています。 
 
ただし、無線 LANクライアントの位置関係や電波の遮蔽物などがあれば、キャリアセンス
によりビジー状態を検出できないことがあります。すると、このような衝突回避が機能せ

ず、衝突が発生してデータが壊れてしまうことがあります。 
 
※ 上記のような CSMA/CA の衝突回避の制御を行いながらも衝突が発生してしまう問題
を「隠れ端末問題」といいます。 

 
さらに、無線 LAN の通信ではデータを受信したことを示す確認応答(ACK)を返します。
ACK によって、無線 LAN 区間のデータ通信の信頼性を高めています。データを受信した
ら、次にそのデータに対する ACK を返すために、ACK を送信するときの IFS は短い
SIFS(Short IFS)になり、バックオフ時間はありません。 
 
次の図は、CSMA/CAによるアクセス制御を示したものです。 
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図 8 CSMA/CAによるアクセス制御 
 
上の図のような CSMA/CA によるアクセス制御を見ると、実際にデータを送信している時
間が少ないことに気がつくでしょう。CSMA/CAのアクセス制御は、衝突回避のためのバッ
クオフ時間や ACKによる確認応答などのオーバーヘッドが非常に大きくなっています。ま
た、無線 LANの制御を行うための物理層ヘッダもオーバーヘッドです。 
 
[b] 
IEEE802.11b規格の無線 LANなので、最大の伝送速度は 11Mbpsです。 
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(2) 
(1)の解説で CSMA/CAの動作の仕組みについて触れていますが、キャリアセンス後のラン
ダム時間の待機(バックオフ時間)は、衝突を回避するためです。 
複数のノードがデータを送信するときに、ランダム時間の待機で送信するタイミングをず

らすことでデータの衝突が発生しにくいように回避しています。 
 
(3) 
物理ヘッダの伝送速度は 1Mbps で固定されています。192 ビットを 1Mbps で送信するた
めには、192μ秒かかります。 
 
参考 URL 

 
早わかり講座 広がる無線 LAN(8) 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/prembk/NCC/NETPOINT/20050117/154824/ 
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設問 2 

解答 

 
(1) c:ルータ  d:PC   e:無線 AP 
(2) 1460 
(3) ファイル転送のプロトコル自体のオーバーヘッドのため 
(4) 2台の無線 APの利用周波数が重複している 
 
解説 

(1) 
IEEE802.11(無線 LAN)のMACヘッダは、イーサネットと比べると複雑なフォーマットで
す。MAC アドレスのフィールドが最大で 4つあり、送信元MAC アドレス、送信先MAC
アドレス以外にも経由するアクセスポイントのMACアドレスを指定することができます。 
 

 
図 9 無線 LANのMACヘッダ 
 
アドレスフィールドの使い方は、通信が行われる経路によって決まります。たとえば、こ

の問題のように無線→有線の場合は、アドレス 1に BSSID(無線 LAN APのMACアドレ
ス)、アドレス 2に送信元MACアドレス、アドレス 3に送信先MACアドレスを指定しま
す。 
この問題は、PCから別サブネット上のファイルサーバへの転送データを考えるので、送信
先MACアドレス(アドレス 3)にルータのMACアドレス、送信元MACアドレス(アドレス
2)に PCのMACアドレスを指定します。そして、BSSID(アドレス 1)には、無線 APのMAC
アドレスを指定します。 
 
※ アドレス 4は有線→無線→有線のように無線でブリッジするときに指定します。 
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(2) 
無線 LANのMTUは 2312バイトで有線 LANのイーサネットよりも大きい値です。ただ、
無線区間を最大MTUでデータを送信すると、有線区間で分割しなければいけなくなります。
フレームの分割が発生しないようにするために、無線区間でもデータサイズを有線 LANの
MTUである 1500バイトに合わせる必要があります。 
 
データ部分には、IP/TCPヘッダ(合計 40バイト)が含まれます。IP/TCPヘッダを除外した
1460バイトを TCPのデータ長として設定すれば、最もスループットが大きくなります。 
 
(3) 
ファイル転送を行うプロトコル自体が何かは問題文に明示されていませんが、ファイル転

送を行うには、転送するデータ以外にさまざまな制御をするためのオーバーヘッドが必要

です。オーバーヘッドとして、付加するヘッダやデータの受信確認(ACK)などがあります。 
 
こうしたオーバーヘッドが影響するので、実際のファイル転送のスループットは理論上の

最大スループットよりは小さくなります。 
 
(4) 
問題文からスループットが低下するときの記述をみつけます。 
 
しかし、C君の設定では二つの無線 APが同時に通信を行うことができないので、無線 LAN
のスループットは低下する可能性がある。 
 
これは、明らかにチャネル(利用周波数)が重複しています。2台の無線 APの設置間隔はわ
かりませんが、チャネルが重複している複数の無線 APを設置すると、電波が干渉して無線
の通信ができなくなってしまうことがあります。 
増設した無線 APの利用周波数(チャネル)を規定値のままそのまま使ったともあるので、重
複してしまったのでしょう。 
 
 
簡単に、チャネルの設定の考え方についても解説します。 
複数のアクセスポイントで無線 LANネットワークを構築する場合は、チャネルの設定も考
慮する必要があります。各無線 LAN規格で利用する周波数帯はいくつかのチャネルから構
成されています。無線 LAN規格ごとのチャネルは次の表のようになります。 
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表 1 無線 LANのチャネル 
無線 LAN規格 チャネル 干渉せずに利用できる

チャネル数 
IEEE802.11b/g(2.4GHz帯) 1～13 3(1/6/11) 
IEEE802.11a(5GHz帯) 36/40/44/48 (W52) 

52/56/60/64 (W53) 
8 

 
隣接するアクセスポイントで同じチャネルを利用すると、電波干渉の恐れがあります。そ

のため、隣接するアクセスポイントでは、干渉しないチャネルを利用して無線 LANネット
ワークを構築します。 
 

 
図 10 チャネルの例 
 
アクセスポイントからの電波が到達せず、無線 LANでの通信ができない部分を「カバレッ
ジホール」と言います。アクセスポイントの設置は、サイトサーベイという調査を行い、

カバレッジホールや電波の干渉がないようにセルの範囲・チャネル設定を考慮して設置す

る台数および場所を決定します。 
 
参考 URL 

 
無線 LAN 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071002/283493/?ST=certification&P=2 



ネットワークのおべんきょしませんか？ PREMIUM 
平成 18年 テクニカルエンジニア(ネットワーク) 午後完全解説 

21 
© Engineer Support 

 
設問 3 

解答 

 
(1) 平行稼働期間中に従来の方法に戻すことが容易 
(2) 設定変更 1: 
プロキシサーバからインターネット上のWebサーバとの通信の許可 
設定変更 2: 
PCからインターネット上のWebサーバとの直接通信の禁止 

 
解説 

(1) 
クライアント PC側でユーザにいろんな設定をやってもらおうとすると、設定ミスや設定漏
れなどで、すべてのクライアント PCに同じような設定を施すのが難しいことがあります。 
このようなとき、自動設定にすれば、設定ミスや設定漏れを防止して、クライアント PC
に同じ設定を行うことが簡単になります。設定の自動化のメリットは、通常はこういった

ことを挙げます。 
 
ただし、この問題の導入計画として、従来の Web サクセスとプロキシサーバ経由の Web
アクセスを平行稼働させる期間を設けています。ですから、平行稼働期間に注目して、解

答を考える方がよいでしょう。 
 
プロキシサーバ経由のWebアクセスに何らかの問題が発生した場合、自動設定ファイルを
消去しておけば、クライアント PCは直接インターネット上のWebサーバへアクセスする
ようにできます。 
 
  



ネットワークのおべんきょしませんか？ PREMIUM 
平成 18年 テクニカルエンジニア(ネットワーク) 午後完全解説 

22 
© Engineer Support 

 
(2) 
ファイアウォールの設定を考えるときには、通信フローをきちんと把握することがポイン

トです。従来のWebアクセスの通信フローを図に示すと、次のようになります。 
 

ファイアウ
ォール

プロキシサ
ーバ

ルータ

ルータ

インターネット

無線AP

PC

 
図 11 従来のWebアクセス 
 
ファイアウォールでは、PC のプライベートアドレスをグローバルアドレスに変更する
NAPTを行っています。また、PCからインターネット上のWebサーバへ HTTPを許可す
るためのフィルタリング条件が設定されているはずです。 
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次に、プロキシサーバ経由のWebアクセスについて通信フローを考えましょう。 
 

ファイアウ
ォール

プロキシサ
ーバ

ルータ

ルータ

インターネット

無線AP

PC

 
図 12 プロキシサーバ経由のWebアクセス 
 
この場合、ファイアウォールのフィルタリング条件として次のような条件が必要になりま

す。 
 
・ PCからプロキシサーバへの通信の許可 
内部ネットワークから DMZへの通信は基本的に禁止していることが多いです。そのた
め PC(内部ネットワーク)からプロキシサーバへの通信を許可する必要があります。 

・ プロキシサーバからWebサーバへの通信の許可 
新しく導入したプロキシサーバからインターネット上のWebサーバへHTTPで通信で
きるようにフィルタリング条件を定義します。 
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では、問題で問われているファイアウォールの設定変更 1、設定変更 2を考えましょう。 
 
設定変更 1は、プロキシサーバを導入した後のファイアウォールの設定変更です。 
図 12の部分で触れたように、普通は 
 
・ PCからプロキシサーバへの通信の許可 
・ プロキシサーバからWebサーバへの通信の許可 
 
の 2点の設定変更が必要ですが、40字で両方とも書くのは厳しいです。メインは、プロキ
シサーバからWebサーバへの通信の許可なので、こちらを 40字でまとめます。 
 
 
設定変更 2は、完全にプロキシサーバ経由のWebアクセスへと移行したあとのファイアウ
ォールの設定変更です。プロキシサーバ経由のWebアクセスへと完全に移行したのであれ
ば、PC から直接のインターネット上の Web アクセスは必要ないはずです。ファイアウォ
ールのフィルタリング条件は、必要のない通信は止めることが基本です。設定変更 2 では
PCからの直接のインターネット上のWebアクセスの禁止を 40字以内でまとめるとよいで
しょう。 
 
 
参考 URL 

 
特になし 
 
 
※ それにしても、この会社は 300台もの PCを全部無線 LAN、しかも IEEE802.11bにし
ているのか・・・30台ぐらいが 1つの APに接続しているようなので、Web見るのも
ちょっと辛そうだぞ・・・平成 18年度(2006年)だったら、普通に無線 LANの機器買
ったら、もう IEEE802.11b/g/aが当たり前なのに。もっとマシな改善を計画した方が
いいよ・・・ 

 
 
  



ネットワークのおべんきょしませんか？ PREMIUM 
平成 19年 テクニカルエンジニア(ネットワーク) 午後完全解説 

18 
© Engineer Support 

 
午後Ⅰ 問 3 タイムサーバの導入 
設問 1 

解答 

 
[a] GPS 
[b] T1+T4 
[c] 2 
[d] 32 
 
解説 

NTP(Network Time Protocol)に関する用語の穴埋めです。まずは、NTPの概要について解
説します。 
 
NTPは PCやサーバなどの時刻情報を同期するためのプロトコルです。PCやサーバが正確
な時刻情報を保持していることはとても重要です。もし、不正確な時刻情報しかなければ

次のような問題点が発生します。 
 
・ ログ情報が不正確になり、不正アクセスや障害時のトラブルシューティングが難しくな

る 
不正アクセスや障害時のトラブルシューティングでは、ネットワーク上のさまざまな機

器でのログ情報を見て、原因を調べる必要があります。各機器の時刻情報が正確でなけ

れば、どのようなプロセスで不正アクセスや障害が発生したかを追跡することが難しく

なります。その結果、トラブルシューティングに時間がかかることが考えられます。 
・ 認証に失敗することがある 
認証時に時刻情報を参照する場合があります。大幅に時刻がずれていると、認証に失敗

してネットワークやサーバにログインできなくなることがあります。 
・ アプリケーションが正しく動作しなくなることがある 
アプリケーションによっては時刻情報を参照してデータの整合性をチェックしている

ものもあります。時刻がずれていると、アプリケーションが正しく動作しなくなること

があります。 
 
こうした問題点を解消するために、NTP で PC やサーバなどの時刻情報の同期を取ること
ができます。 
NTPでは、NTPサーバとNTPクライアント間で時刻情報の同期を取ります。まず、NTP
サーバに正確な時刻情報を保持させる必要があります。NTP サーバはセシウム原子時計や



ネットワークのおべんきょしませんか？ PREMIUM 
平成 19年 テクニカルエンジニア(ネットワーク) 午後完全解説 

19 
© Engineer Support 

GPS衛星、標準電波などから正確な時刻情報の提供を受けます。そして、NTPクライアン
トは NTP サーバから時刻情報を取得して、できるだけ正確な時刻に同期します。NTP サ
ーバの時刻情報はネットワークを通じて転送されてくるので、ネットワーク上の遅延が発

生します。NTPでは遅延時間も考慮して、できるかぎり正確な時刻に同期します。 
 
ただし、1 台の NTP サーバに対してたくさんの NTP クライアントが同期しようとすると
NTPサーバの負荷が大きくなります。NTPサーバと NTPクライアントの位置関係によっ
てはネットワーク上の遅延が大きくなってしまい、正確な時刻への同期が難しくなること

も考えられます。 
そこで、NTP サーバは 1 台ではなく複数の NTP サーバを階層化した構造にすることがで
きます。この階層を Stratumと呼びます。Stratumは、Stratum1～Stratum15までの階
層です。原子時計や GPS ユニットなどを接続している最も時刻の提供元に近い NTP サー
バが Stratum1です。以降、Stratum2、Stratum3・・・という具合に階層化されます。 
 
Stratum1の NTPサーバは、大学などでインターネット上に公開されています。日本で公
開されている Stratum1の NTPサーバとして、次のようなサーバがあります。 
 
・ NICT: ntp.nict.jp (133.243.238.{163,164,243,244})  
・ 国立天文台: gpsntp.miz.nao.ac.jp (133.40.41.175)  
・ 高エネルギー物理学研究所: gps.kek.jp (130.87.32.71)  
・ 東京大学: ntp.nc.u-tokyo.ac.jp (130.69.251.23)  
・ 東京理科大学: ntp.sut.ac.jp (133.31.180.6)  
・ 東北大学: ntp1.tohoku.ac.jp (130.34.11.117)  
・ 東北大学: ntp2.tohoku.ac.jp (130.34.48.32)  
・ 豊橋技術科学大学: ntp.tut.ac.jp (133.15.64.8)  
・ 大阪府立大学: eagle.center.osakafu-u.ac.jp (157.16.213.52)  
・ 神戸港湾職業能力開発短期大学校: gps.kobe-pc.ac.jp (210.164.106.226)  
・ 広島大学: ntp.hiroshima-u.ac.jp (133.41.4.1)  
・ 福岡大学: clock.nc.fukuoka-u.ac.jp (133.100.9.2)  
・ 福岡大学: clock.tl.fukuoka-u.ac.jp (133.100.11.8)  
・ NTTソフト研: ntp.nttsl.mfeed.ne.jp (210.173.162.106)  
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図 5 NTPサーバの階層 
 
 
以上を踏まえて、空欄を考えます。 
 
[a] 
Stratum1のNTPサーバは原子時計やGPS用衛星などから非常に正確な時刻情報の提供を
受けます。空欄は GPSです。 
 
  



ネットワークのおべんきょしませんか？ PREMIUM 
平成 19年 テクニカルエンジニア(ネットワーク) 午後完全解説 

21 
© Engineer Support 

 
[b][c] 
NTP で同期を取る際のサーバとクライアントの時刻のずれについての問題です。問題文の
「ネットワーク内の遅延時間が送信と受信で等しいと仮定する」という記述に注目してく

ださい。 
 
NTPサーバとNTPクライアントの時間が tずれているとします。すると、クライアントで
読み取った時間 T1はサーバの時間では(T1+t)です。そのため、クライアントからサーバに
パケットを送信するときのネットワークの遅延は次のように考えられます。 
 
クライアントからサーバへの遅延=T2-(T1+t) 
 
そして、同様にサーバの時間を基準にしてサーバからクライアントへの遅延は次のように

考えられます。 
 
サーバからクライアントへの遅延=(T4+t)-T3 
 

 
図 6 遅延の様子 
 
※ 図ではクライアントの方の時計が進んでいることを想定していますが、遅れている場合
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も同じです。ずれの tの値が正の数か負の数かの違いです。 
 
クライアントからサーバへの遅延とサーバからクライアントへの遅延が等しいので、次の

式が成り立ちます。 
 
T2-(T1+t) = (T4+t)-T3 
2t = T2+T3-(T1+T4) 
t={(T2+T3)-(T1+T4)}/2 
 
以上より、[b] (T1+T4) で、[c] 2 です。 
 
[d] 
NTPでは、時刻情報は 1900年 1月 1日 0時 0分 0秒を起点とする 32ビットの積算秒数
で表しています。32ビットということを知らなくても、問題文に「42億 9496 万 7295秒
までしか数えられない」とあるので、32ビットであることは簡単にわかるでしょう。 
 
 
参考 URL 

 
NTPによる時刻あわせについて 
http://www.nihira.jp/cyber/ntp.html 
NTP推奨公開サーバ 
http://wiki.nothing.sh/page/NTP/%BF%E4%BE%A9%B8%F8%B3%AB%A5%B5%A1%B
C%A5%D0 
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設問 2 

解答 

 
オ 
 
解説 

世界共通の標準時をUTC(協定世界時)と呼びます。各国の標準時は UTCを基準にして決め
られています。NTPでもUTCを基準にして時刻情報を取得します。 
 
 
参考 URL 

 
協定世界時:wikipedia 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%94%E5%AE%9A%E4%B8%96%E7%95%8C%E6
%99%82 
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設問 3 

解答 

 
(1) パケットの往復の遅延時間が短い 
(2) タイムサーバへ負荷が集中したり、遅延の影響で時刻情報の精度が低下する問題 
(3) インターネットに接続できないと時刻同期できない点 
 
解説 

NTPによる時刻同期を行う際のネットワーク構成についての問題です。 
 
(1) 
「ネットワーク的に近い」という表現はいろんな考え方があります。通信の送信元と送信

先の間にはルータが存在し、ルータがルーティングを行うことで送信元から送信先への通

信、つまりエンドツーエンドの通信が可能です。 
ルータがルーティングするためのルート情報をルーティングテーブルに登録します。複数

のルートが存在する場合、メトリックによって最適なルートを判断します。メトリックは、

各ルーティングプロトコルが計測した目的のネットワークまでの距離と考えることができ

ます。つまり、ネットワーク的な近さとは、メトリックです。 
 
ただし、利用しているルーティングプロトコルによって、メトリックの考え方が違います。

たとえば RIPであれば、メトリックはホップ数です。つまり、RIPでは経由するルータの
台数(ホップ数)で目的のネットワークまでの距離を計測します。 
OSPFの場合は、経路上の帯域幅からコストを計算し、累積コストをメトリックとして考え
ます。 
このようにルーティングプロトコルによって考え方は異なりますが、メトリックによって

決定する最適ルートはネットワークリソースを最も効率的に利用できることを考えていま

す。 
 
また物理的には離れていても、ネットワーク的に近いネットワークとの通信では、パケッ

トの送受信をより短時間で行うことができます。次の図で PC1から SV1と SV2への通信
を考えると、SV2 の経路の方が経路上の帯域幅が大きくネットワーク的に近くなっていま
す。ネットワーク的に近いあて先との通信は、パケットの往復の遅延時間が少なくなりま

す。 
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図 7 ネットワーク的に近い 
 
 
(2) 
Stratum1の NTPサーバと直接クライアントが同期を取る構成は推奨されていません。た
くさんのクライアントが Stratum1の NTPサーバと時刻同期を取ろうとすると、サーバの
負荷が大きくなってしまいます。また、同期を取るNTPサーバにも依存しますが、Stratum1
の NTPサーバは決してネットワーク的に近いとはいえません。ネットワーク的に近くなけ
れば、その間の遅延の影響で時刻情報の精度が低下します。このような内容を 40字でまと
めれば OKです。 
 
なお、一般的には ISPがNTPサーバを運用していることが多いです。したがって、企業ネ
ットワーク全体で時刻同期を取るためには、契約している ISP の NTP サーバと同期する
NTP サーバを内部に設置します。各クライアント PC は内部の NTP サーバと時刻同期を
取るように設定します。 
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図 8 NTPの構成例 
 
このような構成を取ることで、インターネット上のNTPサーバの負荷を少なくすることが
できます。また、クライアントが同期を取る内部のNTPサーバはネットワーク的に近いの
で、ネットワーク上の遅延の影響が小さく時刻情報の精度が高くなります。 
 
(3) 
内部の NTPサーバを利用する場合とインターネット上の NTPサーバを利用する場合の可
用性を考えます。 
 
インターネット上のNTPサーバを利用する場合、インターネット接続ができなければ時刻
同期できません。一方、内部 NTPサーバを利用する場合、インターネット接続ができなく
てもクライアントは内部 NTPサーバとの同期を取ることができます。これが可用性の面で
内部 NTPサーバが優れている点です。 
 
 
参考 URL 

 
特になし 
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設問 4 

解答 

 
(1) 1 
(2) FWのポート 0のセグメント 
(3)  
ポート名 機器の名称 理由 
A SW-2 SMTPで管理者にメールでアラートを送信するため 
B SW-3 SNMPで監視サーバにトラップを送信するため 
C SW-1 グローバル IPアドレスのポートであるから 
 
解説 

 
(1) 
問題文から A社に導入するタイムサーバの仕様を確認します。仕様の中に、 
 
・ 標準電波を時刻源とする 
 
とあります。 
標準電波という正確な時刻源を持つタイムサーバなので、Stratumは 1です。 
 
(2) 
問題文の A社のネットワーク構成についての以下の記述を読めば簡単にわかります。 
 
A社ネットワークでは、FWのポート0側にある機器は、通信事業者からレンタルしており、
その管理も通信事業者が行っている。 
 
ルータや SW-0 は通信事業者の管理下にあるので、これらの時刻の同期は通信事業者が行
っているはずです。そのため、タイムサーバによる時刻同期は FW のポート 0 側では不要
だと考えられます。 
 
(3) 
タイムサーバには 3 つのポートがあり、時刻同期が必要なネットワークセグメントに直接
各ポートを接続する構成を取ります。そうすると、時刻同期のための NTPのパケットはフ
ァイアウォールを通過せずに、NTPクライアントは直接タイムサーバと送受信して時刻同
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期できることになります。つまり、FWのフィルタリングルールを変更しなくてもタイムサ
ーバによる時刻同期が可能になります。また、タイムサーバとNTPクライアントが同一セ
グメントなので遅延の影響も小さくなります。 
 
では、タイムサーバが持つ 3つのポートをどこのセグメントに接続するかを考えます。 
FWのポート 1側はWebサーバなどインターネットに公開するためのサーバを設置してい
る DMZです。DMZの各機器と時刻同期を取るために、タイムサーバはグローバルアドレ
スを持つポートが必要です。問題文の表 2からポート C にはグローバルアドレスを設定し
ていることがわかるので、ポート Cを DMZの SW-1に接続することになります。 
 
ポート A、ポート Bは NTP以外の使用プロトコルに注目します。 
ポート A では NTP 以外に SMTP、つまり電子メールを送信できるようにしています。タ
イムサーバの仕様で、 
 
・ トラブル発生時は、電子メールによって管理者にアラートを送信する 
 
とあります。 
監視用 PC は FWのポート 2側の SW-2に接続されています。ファイアウォールを通過さ
せずにタイムサーバから監視用 PC にメールを送信するため、ポート A は SW-2 に接続す
ることが適切であると考えられます。 
 
ポート Bは NTP以外に SNMPを利用しています。タイムサーバの仕様で、 
 
・ SNMPに対応し、標準電波を受信できなくなったときにトラップを送信する 
 
とあります。 
SNMPトラップを受ける監視サーバは FWのポート 3側の SW-3に接続されています。そ
のため、タイムサーバのポート Bは SW-3に接続することが適切です。 
 
 
以上をまとめて、タイムサーバの各ポートの接続と利用するプロトコルを以下の図に示し

ます。 
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図 9 タイムサーバの接続と利用プロトコル 
 
 
参考 URL 

 
特になし 
 
 
 
  


