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第４章 ネットワーク層 

  【復習】 データリンク層 

ネットワーク工学 

■  イーサネット：CSMA/CD方式 

■ 情報送信 
情報を送信する。 

届く範囲、すべての端末に
送信する。 
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データリンク層の通信方式は、基本的に 

「全員に呼びかける。受信者は自分宛かどうかをチェッ
クして、自分宛なら受け取る」方式を取る。 
自分宛かどうかはMACアドレスで確認する。 



第４章 ネットワーク層 

   【復習】 データリンク層 

ネットワーク工学 

■  MACアドレス 
 データリンク層では、MACアドレスを用いて
通信を行う。 
  すべての端末にはメーカー出荷時にそれぞ

れ個別のMACアドレスがつけられている。 

■ 通信受信 
受信端末は、宛先（MACアドレス）
を見て、自分宛なら受け取る。 

A B 

× 
破棄 

○ 
受信 
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00:80:45:12:21:06 MAC 00:10:5A:70:33:61 MAC 

00:10:5A:70:33:61 MAC 

B宛 
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   【復習】データリンク層 

ネットワーク工学 

■  MACアドレス 
 

・ 48ビットの長さのアドレス。 

ベンダ（機器製造メーカー）毎に割り振られ、
機器ひとつずつ個別に付けられる。基本的
に世界にひとつ。MACアドレスは70兆以上あ
るので枯渇しない。 
 

・ 2桁の16進数を六つ並べた 
   「xx-xx-xx-xx-xx-xx」という形式で表示 
 例： 00:50:4A:22:8F:27 
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   【復習】 データリンク層 

ネットワーク工学 

■  MACアドレスによる通信 
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荷物が届いたことを、マンションの全
員の住人に伝えるようなもの。MACア

ドレスはその住人だけにわかる部屋
番号のようなもの（00:50:4A:22:8F:27
号室） 

00:50:4A:22:8F:27 

号室さん、お荷物で
す！！！ 

オレ 
違う 

オレ 
違う 

オレ 
違う 

オレだ！ 

オレ 
違う 

オレ 
違う 
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■MACアドレスだけでは通信できない 
MACアドレスはマンションの部屋番号（00:50:4A:22:8F:27

号室）でしかないから、「住所」（神奈川県厚木市・・・）が
ないと、届けられない。その住所が「IPアドレス」。 

「住所」（神奈川県厚木市・・・）
を元に、配送する範囲 

部屋番号だけで
配送できる範囲 

町田（中継点） 

終点 
（神奈川県厚木市） 

出発点 
（東京都港区） 

お届け先住所は
厚木だから町田経
由で配送しよう。 

ここから先は部屋
番号だけでOK 

ネットワーク層 データリンク層 
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神奈川県厚木市 下荻野 1030 N科K1-901岡本（学）宛 

■IPアドレスは住所 
IPアドレスは住所。これで、「どこまで届けるか」「どういう
ルートで届けるか」を決めることができる。 
インターネットはすべてこの「IPアドレス＝住所」で接続し
ている。 

住所も、さらに「ネットワークアドレス」（＝大枠の住所）「ホストアドレス」（＝端末
の住所）に別れる（詳細は後述） 

IPアドレス MACアドレス 

ネットワークアドレス            ホストアドレス 

郵便配達の人
はここしか見
ない 
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■IPアドレスは住所 
IPアドレスを用いて、「配送ルート」も決めることができる。 
これを「経路制御」＝「ルーティング」と呼ぶ。 

東京 

神奈川 

埼玉 

千葉 

横浜 

相模 

厚木 下荻野 

神奈川はこっち 

宛先は 

神奈川県厚木
市下荻野1030 

厚木宛は 
まずは 
相模へ 

厚木宛は 
こっち 

海老名 

下荻野 
1030へ 

ひとつひとつの区間を 
「ホップ」という。 

荷物を仕分ける「経路制御表」
に従って次の行き先を決める 
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■ IPアドレスとは、「ネットワーク層」で用いられるアドレス 
    のこと。TCP/IPで通信するすべての機器に必ず設定 
    される。 
 

■ ネットワーク層は、IPアドレスを用いて、End-to-Endの 
    通信を行う役割を果たす。（ホスト（ノード）間通信） 
 

■ 経路制御＝ルーティングと呼ばれる処理で、宛先の 
    IPアドレスまでパケットを配送する。 
 

■ ネットワークの一区間のことを「１ホップ」と呼ぶ。 
    ルータと呼ばれる機器で、１ホップ毎に経路制御する。 
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■ IPアドレスは、８bit×４個＝３２bitの数値で表される。 
     通常は４つの10進数で表す。 
 例：  192.168.0.1  
  ひとつの数値は8bitを10進可したものなので、255が最大値であることに注意。
  つまり999.999.999.999などは存在しない。 255.255.255.255 が最大。 
 

■ TCP/IP通信を行うすべての機器は、ネットワーク口ごと 
    に必ずIPアドレスを持つ。 
 ・パソコン ： ひとつのIPアドレスを持つ。 
 ・ルータ： 接続の数だけIPアドレスをもつ。 
 ・スイッチ：IPアドレスを持たない（⇒データリンク層通信だから） 

192.168.0.1 

ハブ ブリッジ 

IPアドレスなし 192.168.0.9 192.168.3.1 IPアドレスなし 192.168.3.7 

ルーター 
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■ IPアドレスは、「ネットワークアドレス部」と「ホストアドレ 
     ス部」に別れる。ひとつのアドレスで二つの機能をもた 
     せてある点に注意する。 
 

・ ネットワークアドレス部 
 配送のための大枠アドレスを示す。郵便局が 
 配送のためには「神奈川県厚木市下荻野1030」 
 までしか見ないで配達所間で荷物を運ぶのと同じ。 
・ ホストアドレス部 
 ホスト（ノード）に個々に割り当てる個別アドレス。 

192 . 168 . 0 . 1 ★ どこで区切るかは 
     別途指定する（後述） 

ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 

神奈川県厚木市  | 下荻野1030  

郵便局（ルータにあたる）は「厚
木市」までを見てルーティング
（配送）し、「下荻野1030」にてそ
の住所（ホストにあたる）に行く 
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IPアドレスのネットワーク・アドレスをみて、経路を決めていく。 
最終的にはホストアドレスのノードに送信を行う。 

ネットワーク① 
192.168.0.0 

＜例＞ 宛先は 
192.168.10.5 

ネットワークアドレス
部は 192.168.10 

ネットワーク② 
192.168.1.0 

ネットワーク③ 
10.0.0.0 

ネットワーク④ 
172.10.0.0 

ネットワーク⑤ 
192.168.8.0 

ネットワーク⑥ 
192.168.10.0 

192.168.10.x 
はネットワーク④へ 

192.168.10がネットワークアドレス部の場合、それ
以外を０で埋めた（またはXで示した） 
192.168.10.0 （または 192.168.10.x ) というのが表
記として利用される 

192.168.10.x 
はネットワーク⑤へ 

192.168.10.x 
はネットワーク⑥へ 

192.168.10.x 

は自分だから自
分の中の端末
へ送信 

ルーティングには「ネットワークアドレス部」だけを
見て行っていることがよくわかる。 
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■ IPアドレスを「ネットワークアドレス部」と「ホストアドレ 
     ス部」にどこで区切るか決めるものに、CIDRおよび 
     サブネットマスクがある。もともとIPアドレスは2進数 
     なので、その何桁目で区切るかを表記するのがCIDR。 

192 . 168 . 0 . 1   /24 
ネットワークアドレス部 

ホストアドレス部 

11000000  .  10101000  .  00000000   . 0000001 

8桁 8桁 8桁 8桁 

24桁 ⇒ 区切り指定＝CIDR表記 

ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 

CIDR表記 

だからこの場合は、 
192.168.0.1 /24  

と 「/24」 をつけてこれを表す 
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■ 様々なIPアドレスのCIDR表記。 
 
例① 192.168.0.1/24 と 192.168.0.1/16 
同じIPアドレスだが、24bit目（10進数だと前の３つ）で区
切って利用する場合と、16bit目（ 10進数だと前の２つ）で
区切る場合とで、使い方を変えられる。 
 
例② 203.183.224.1/23 
区切りは８の倍数に限らない。複雑に細かく分けれる。 
  203   .   183   .   224   .   1   /23 
11001011  .  10110111  .  11100000  .  00000001 

8+8+7 = 23 桁がネットワーク部 残り 9 桁がホスト部 
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■ CIDR表記は、サブネットマスクとして表示する場合が 
     多い。 
 
192.168.0.1/24 

この「２４」を別の表し方をしよう！ 
⇒ サブネットマスク 

■ サブネットマスクは、桁数分だけ2進数の「１」で埋め 
    たもの。 
 
   例： ２４ ⇒ 11111111 . 11111111. 11111111. 00000000 
 

 これを10進数で表した 255.255.255.0 がマスクになる 

24桁分を「１」で埋める 
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■ パソコンにも IPアドレスに加えて、サブネットマスクを 
    設定する必要がある。 

この例では 
255.255.192.0 
であり、これは2進数で 
 
11111111.11111111.11000000.000000 
 

であるから、「 / 18 」が区
切りであることを示す。 
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■ 大雑把に、ネットワークアドレス部を 8・16・24・32まで 
    分けたものを「クラス」と呼ぶ。 
昔はこの区分けしかなかったが、ネット接続者が多くなり、CIDRに移行した。 

クラスA ： 先頭8bitで区切り。先頭bitが「０」の決まり。 
        よって、0.0.0.0 ～ 127.0.0.0  までがクラスA 
 

クラスB ： 先頭16bitで区切り。先頭bitが「10」の決まり。 
        よって、128.0.0.0 ～ 191.255.0.0  までがクラスB 
 

クラスC ： 先頭24bitで区切り。先頭bitが「110」の決まり。 
        よって、192.0.0.0～223.255.255.0 までがクラスC 
 

クラスD ： すべてがネットワークアドレスという特別な形。 
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■ ホストアドレスは、ネットワークアドレス部以降を用いて 
    ホスト（ノード、端末）に与えるアドレスのこと。 
     ただし、以下のアドレスは特別なアドレスとして予約済。 
 
すべてのビットが０： 「ネットワークアドレス」 
 例：  192.168.0.0 / 24 
                11000000 . 10101000 . 00000000  .  00000000 
 
すべてのビットが１：「ブロードキャストアドレス」 
 例：  192.168.0.255 /24 
     11000000 . 10101000 . 00000000  .  11111111 

ホスト部が 
すべて ０ 

ホスト部が 
すべて １ 

ネットワークアドレス部 

ネットワークアドレス部 

ルータ等が宛先として見る「ネット
ワークアドレス」がこれ 
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■ ブロードキャストとは 
 「そのネットワークアドレス内のすべての 
 通信機器に送信すること」 
 ブロードキャストアドレスという特殊 
 なアドレスに送るとこの通信になる。 
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192.168.0.0 / 24 
のネットワーク  

192.168.0.255 
に送ると 

ブロードキャスト 

192.168.0.0 / 24  
のブロードキャストアドレスは 
192.168.0.255   となり、 
192.168.0.1～192.168.0.254 
の全端末に送信される。 
（注意： 192.168.0.0 はネットワークアドレスなので 
  端末に付与できない） 
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■ ホスト数の計算 
  ホスト数（＝そのネットワーク内に配置できる端末＝ホス

トの数）は、付与できるアドレス数から「ネットワークアドレ
ス」と「ブロードキャストアドレス」の二つを引いたもの。 

【例題①】 
192.168.0.0 / 24 のネットワークに 配置できるホスト数はいくつか？ 
⇒アドレスは192.168.0.0～192.168.0.255まで256個付与できるが、192.168.0.0は 
   ネットワークアドレス、192.168.0.255はブロードキャストアドレスなので、254個。 
 

【例題②】 
203.183.224.0 /23のネットワークに 配置できるホスト数はいくつか？ 
11001011.10110111.11100000.00000000  から         
11001011.10110111.11100001.11111111  まで配置できる。これは512個 
そこから、２を引く（ネットワークアドレス＋ブロードキャストアドレス）ので、510個 
            の部分がネットワークアドレス部（ /23 ) 
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IPアドレスは、世界でひとつ。全世界の人間が使ったら、と
ても足りない。 

そこで、「世界にひとつ」の「グローバルアドレス」に加えて、
「誰でも自由に勝手に使える内部アドレス」として「プライ
ベートアドレス」がある。 
 

■グローバルアドレス： 国際的機関ICANNが管理・付与 
    する世界にひとつのIPアドレス 
 

■ プライベートアドレス：自由に使える内部アドレス。 
     例えば大学内からネット接続する学生のPCには 
    すべてプライベートアドレスが付与されている。 
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■ プライベートアドレス 
  クラスA： 10.0.0.0 ～ 10.255.255.255   (10.0.0.0/8) 
  クラスB： 172.16.0.0 ～ 172.31.255.255 (172.16.0.0/12) 
  クラスC： 192.168.0.0 ～ 192.168.255.255 (192.168.0.0/16) 
 

■ インターネット接続には「NAT」と呼ばれるアドレス変換 
   を用いて、グローバルIPに変換している。 

192.168.0.0 / 24 
のネットワーク  

192.168.0.1 

192.168.0.2 192.168.0.3 

192.168.0.254 203.183.224.1 

192.168.0.1からのサーバー接続依頼を、
NAT変換して、ひとつ割り振られているグ
ローバルアドレス203.183.224.1に変換し
て送信する。 

グローバルアドレス203.183.224.1か

ら接続依頼があったように見える。
応答も203.183.224.1に返す 
(192.168.0.1は見えない。知らない。
意識しない） 
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■ グローバルアドレスの付与 
国際的にICANNで付与。日本ではJPNICで付与。 
家でネットをつなげるときも、プロバイダが所有するグローバルIPア
ドレスが自動で割り振られている。 
 

■IPアドレスの枯渇 

会社や学校等の組織内はすべてプライベートアドレスを用い、最低
1個のグローバルアドレスを持つだけでネット接続できるが、それで
もIPアドレスが足りなくなっている。（IPｖ４のアドレス数は約43億個） 
 

■IPv6の登場 
そこで、IPアドレスの数を増やすために、現在のIPv4を発展させた 
IPv6が実用化されている。アドレス領域は4倍に増え、世界中の全
端末に付与しても余る数がある（世界の全蛍光灯につけても余る）。 
インターネットの内部では実用化が始まっている。  
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【例題】 [CIDRからサブネットマスクを計算する] 
 192.168.1.8/29 のサブネットマスクはいくつか？ 
 
【解答】 
２９bit 「１」を並べたものがサブネットマスク（全部で32bit）。 
 
11111111  . 1111111 . 1111111 . 11111000  
 
 
これを10進数で表すと 
255.255.255.248 （答え） 

29個 残りは 32-29=3個 
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【復習】 2進数の計算（2進数⇒10進数） 
「11111000 」は「10進数では？」 
 
⇒目盛りをつける。目盛りは右から左に向けて １からそれ
を2倍2倍にしていき、1,2,34,8,16,とつけていけばよい。 
あとは「１」が立っている目盛りの数を全部足せばよい。 
 
目盛り     128  64  32  16   8  4  2  1 
2進数        1       1    1     1  1  0  0  0 
上×下    128+64+32+16+8+0+0+0    = 248 

×２をして目盛りを作っていく ×２ ×２ 
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【例題】 [サブネットマスクからCIDRを計算する] 
 255.255.255.240 のサブネットマスクを CIDRの「/xx」で書く
といくつか 
 
【解答】 
255.255.255.240を2進数に直せばよい。255=11111111  
だから、240の部分だけわかればよい。 
240 = 128+64+32+16 なので  11110000 である。 
 
255.255.255.240 = 11111111.11111111.11111111.11110000 
なので、１が28個並んでいるので 
／28 （答え） 
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【復習】 2進数の計算（10進数⇒2進数） 
「125 」は「2進数では？」 
 

⇒２で割り続けて、その余りを並べる 

125÷ 2 = 62   余り  １ 
  62÷ 2 = 31   余り  0 
  31÷ 2 = 15   余り  １ 
  15÷ 2 =   7   余り  １ 
    7÷ 2 =   3   余り  １ 
    3÷ 2 =   1   余り  １ 
    1÷ 2 =   0   余り  １ 
 商が０に 

なるまで続ける 

下から余りを並べて 
 

 01111101 
が2進数。 
（先頭の０は8桁に揃えるために付けたもので
深い意味はない） 



第４章 ネットワーク層 

  IPアドレス【計算問題】 

ネットワーク工学 

28 

【例題】 [ホスト数を計算する] 
 192.168.1.0/29のネットワークに設置できるホスト数はいくつか 
 

【解答】 
CIDR/29は 1111111.11111111.11111111.11111000 。 
よって、使えるアドレスは 
XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXX000 
から 
XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXX111 
まで。ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを抜くからホストに振れるのは 
XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXX001 
から 
XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXX110 
までだから、6個（答え）。 
2進数の下一桁のパターンでいうと、 001,010,011,100,101,110の６つ。 
 

X字部分はネットワークアドレス 
でここはホスト部は使えない固定部分 
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【例題】  [ホストへのアドレス付与]  
2台のPCにIPv4アドレスを割り振りたい。サブネットマスクが
255.255.255.240のとき、両PCのIPv4アドレスが同一ネットワークに所
属する組み合わせはどれか。 
①192.168.1.14 と 192.168.1.17 
②192.168.1.17 と 192.168.1.29 
③192.168.1.29 と 192.168.1.33 
④192.168.1.33 と 192.168.1.49 
 
【解答】 【難易度高】 
255.255.255.240 = 11111111.11111111.11111111.11110000 
で、CIDRなら ／28  である。 
次に、問題はこの問題の「ネットワークアドレスは何か？」である。 
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【解答（続き）】 
問題に出てくるアドレスの最後の値を2進数にする 
192.168.1.14 ：14=00001110 
192.168.1.17 ：17=00010001 
192.168.1.29 ：29=00011101 
192.168.1.33 ：33=00100001 
192.168.1.49 ：49=00110001 
 
点線部（CIDR=28だから、28=24+4の4つ分がネットワーク
アドレス相当。これが「0001」で同じなのは 
192.168.1.17 と 192.168.1.29である。答えは② 
ちなみネットワークアドレスは 192.168.1.16 である。 

ネットワークアドレス部分。
192.168.1までで8bit×3 = 
24桁で、CIDRは28だから 
28-24=4桁分がここにかかる。 
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【例題】 [CIDRからサブネットマスクを計算する] 
 192.168.1.8/29 のサブネットマスクはいくつか？ 
 
【解答】 
２９bit 「１」を並べたものがサブネットマスク（全部で32bit）。 
 
11111111  . 1111111 . 1111111 . 11111000  
 
 
これを10進数で表すと 
255.255.255.248 （答え） 

29個 残りは 32-29=3個 
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【例題】 [サブネットマスクからCIDRを計算する] 
 255.255.255.240 のサブネットマスクを CIDRの「/xx」で書く
といくつか 
 
【解答】 
255.255.255.240を2進数に直せばよい。255=11111111  
だから、240の部分だけわかればよい。 
240 = 128+64+32+16 なので  11110000 である。 
 
255.255.255.240 = 11111111.11111111.11111111.11110000 
なので、１が28個並んでいるので 
／28 （答え） 
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PCのネットワークの設定が、 
 IPアドレスが   「192.168.0.130」 
 サブネットマスクは「255.255.255.128」 
 

⇒ マスクは 11111111.11111111.1111111.10000000 で/25 
 
 

⇒ PCのアドレスを2進数で表すと 
  11000000.10101000.00000000.10000010 
      であり、ネットワークアドレスが、25マスクからわかる。 
  11000000.10101000.00000000.10000000 

先頭から25ビットが固定 でネットワークアドレス 

先頭から25ビットが固定 でネットワークアドレス 
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PCのネットワークの設定が、 
 IPアドレスが     「192.168.0.130」 
 サブネットマスクが  「255.255.255.128」 
 

⇒ 【この情報だけで下記がわかる】 
 IPアドレス（CIDR表記）： 192.168.0.130/25 
 ネットワークアドレス：「192.168.0.128」 
 このネットワークに配置できるホストアドレス 
  192.168.0.129～192.168.0.254  である。 
 

なぜ 192.168.0.120 などは配置できないの？ 
192.168.0.120 = 11000000.10101000.00000000.01111000 

先頭から25ビットが固定 でネットワークアドレス=「192.168.0.0」ネットワークが違う！ 
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ひとつのネットワークは、「内部でさらに細かいネットワー
クに分ける」ことができる。 

192.168.0.0 / 25 
のネットワーク  

192.168.0.69 

192.168.0.3 

「192.168.0.0/25」ネットワー
クにある、192.168.0.3 に情
報を送信する。 

（送信側は内部の細かい
ネットワークの分割は知らな
くてよい） 

192.168.0.0 / 26 
のネットワーク  

192.168.0.64 / 26 
のネットワーク  
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192.168.0.0 / 25 のネットワーク分割 
 
2進数で、192.168.0.0を書くとこうなる。 
11000000.10101000.00000000.00000000 

ネットワークアドレスは、CIDRによる25桁固定 

ここは「ネットワークを表す」
ので自由に使えない。 

ホスト 
アドレス部 

自由に使える！ 

0 0 0 0 0 0 0 

つまり    

0 0 0 0 0 0 0  ⇒ 192.168.0.0/26 
1 0 0 0 0 0 0  ⇒ 192.168.64.0/26 

自由に使える「7桁」の最初の
1桁目を「ネットワークを表す」

ことにすると、二つのネット
ワークに分割できる 

/25⇒/26 にすること

で最初の一桁目は
ネットワークアドレス
を指す 
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192.168.0.0 / 25 のネットワーク ４分割の例 
192.168.0.0 / 25 
のネットワーク  

192.168.0.1～30 

192.168.0.0 / 27 
のネットワーク  

11000000.10101000.00000000.00000000 

11000000.10101000.00000000.00000000 
25桁はネットワークアドレスとして固定 残り7桁は自由 

25桁はネットワークアドレスとして固定 

25 + 2 桁をネットワー
クアドレスにする 

残り5桁を
ホスト部 

００ ネットワーク 

192.168.0.33～62 

192.168.0.32 / 27 
のネットワーク  

11000000.10101000.00000000.00100000 
25桁はネットワークアドレスとして固定 

25 + 2 桁をネットワー
クアドレスにする 

残り5桁を
ホスト部 

０1 ネットワーク 

192.168.0.65～94 

192.168.0.64 / 27 
のネットワーク  

11000000.10101000.00000000.01000000 
25桁はネットワークアドレスとして固定 

25 + 2 桁をネットワー
クアドレスにする 

残り5桁を
ホスト部 

10 ネットワーク 

192.168.0.97～126 

192.168.0.096/ 27 
のネットワーク  

11000000.10101000.00000000.01100000 
25桁はネットワークアドレスとして固定 

25 + 2 桁をネットワー
クアドレスにする 

残り5桁を
ホスト部 

11 ネットワーク 


