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　想像してみてください。ある夜、布団から起き上がってみると、部屋の片
隅に、足のない白い人影が。
「うわっ、幽霊！」
　しかし、現代っ子のあなたは、幽霊などには怖じ気づきません。
　早速、スマートフォンを取り出し、写真を1枚パチリ。インターネットに
投稿して人気者になろうと企みます。
　ところが、いつものサイトにアクセスしたあなたは、そこで自分のアカ
ウントがハッキングされていることに気付くのです……。

　以上は単なる与太話ですが、インターネットというインフラにどっぷり
と浸かって生活している現代人にとっては、正体のわからないものによって、
インターネット上の仮想生活が破壊されるということは、なかなかに恐怖
をそそられる「怪談」なのではないでしょうか。
　幽霊が恐ろしいのは、その正体が不明であるからに他なりません。
　おそらく、技術者以外のユーザーで、普段、利用している「インターネット」
が具体的にどのように動いているのか、ざっとでも答えられる方は少数派
でしょう。
　ましてや、姿の見えない「ハッカー」が、コンピューターを「ハッキング」
する際にしていることなど、まったく想像できないのではないでしょうか。

　では、インターネットやそれに繋がれているコンピュータたちの動作原
理を知るためには、何から学び始めればよいでしょうか。
　実は、インターネットを構築している技術は、物理的な回線の構成から
始まり、通信の際の決まりごとなども含んだ実に幅広いジャンルを構築し
ており、それらのすべてについて理解しようとするならば、何年間も専門
的な教育を受ける覚悟が必要となってしまいます。
　しかし、インターネットを構築している要素について、概念的に「それが
どのようなもので」「どのような原理で動作しているのか」を知るだけであ
れば、さほど難しい話ではありません。

はじめに
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　本書は、プロの技術者を目指すほど専門的ではないけれど、インターネッ
トの動作原理について、知的好奇心を満たしたり、「ハッカー」などがもた
らす脅威を回避できるだけの知識を得るために、大まかな概要を知りたい、
という読者に向けて書かれています。
　本書では、「ネットワーク蜘蛛」に案内された「アキレス君」が、インター
ネットを模して作られた仮想世界を旅する、というスタイルで、インターネッ
トを構築しているさまざまな技術を、よく会話に出てくるような「中の人」
の視点から学べるようになっています。
　また、各章の後半には、その章で登場した物語の説明と、技術的な解説が
記されているので、インターネットの動作について学び始めるよい手がか
りともなってくれるはずです。

　現在ではインターネット上の危険は、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」では
なく、現実に存在する脅威です。
　それを、「きちんと理解すれば怖くない」とするためには、インターネッ
トの動作原理について、知識と理解が必要です。
　正体不明の「ハッカー」について、ただ単純に恐れるのではなく、本書の
物語を通じて脅威の正体を知ることさえできれば、危険を避けるためにす
るべき必要な行動も自然と把握できるでしょう。

　最後になりましたが、本書の企画から編集までを担当してくださった
C&R研究所の吉成さん、イラストを描いていただいたC&R研究所デザイ
ン室の坂上さん、その他、本書の出版に協力してくださった方々に、深く感
謝いたします。

2016年9月
坂本 俊之
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　ある日、アキレスは山の麓にある小道を歩いていました。
「やあ、遠くから見えていたあの山も、今ではだいぶ近くに見えるようになっ
てきたぞ」
　アキレスはそれまで、コンピューターについて学ぶために、このコンピュー
ター世界をあちこち旅してきたのですが、高い山が連なるこの山地に足を
踏み入れるのは、これが初めてでした。
「あの山の上に行ってみれば、一体、どんなものが見えるかな？　これま
で見てきたコンピューター世界の他の場所と同じように、面白いものがあ
るといいんだけれど」
　これからアキレスが登ろうとしている山はたいそう高いもので、その山
頂は雲の上にかすんで見えません。アキレスが、高くそびえ立つ山塊を見
上げてそうつぶやいたとき、
「もちろんだとも。というか、君は今までに、雲の上にある『ネットワーク
世界』を見たことがないのかい？　それでよく、コンピューター世界を見
てきたって言えるね」
と言って、アキレスの目の前に1匹の蜘蛛が現れました。

アキレスと�
ネットワーク蜘蛛の物語

network
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「わっ、びっくりした。君は一体、誰だい？」
　アキレスは、突然、現れた蜘蛛を見て、そう驚きました。見ると、雲の上
から細い蜘蛛の糸が垂れ下がってきていて、アキレスの目の前にいる蜘蛛は、
その糸にぶら下がっていました。
「驚かせてしまったかな？　僕はネットワーク蜘蛛さ」
　その蜘蛛はそうアキレスに名乗ると、
「僕らは、普段は雲の上に張っている巣に住んでいるんだけど、さっき気
まぐれに下界を見下ろしたら君がいたもんで、こうして声を掛けに降りて
きたのさ」
と言いました。
　アキレスはその言葉を聞いて、
「雲の上だって？　そんなに高いところに誰かが住んでいるなんて、初め
て聞いたよ」
と驚きましたが、すぐに、
「ねえ、ネットワーク蜘蛛、僕は君が言う『ネットワーク世界』についてす
ごく気になっているよ。僕に、その『ネットワーク世界』を見せてくれない
だろうか？」
と頼みました。
　するとネットワーク蜘蛛は、
「もちろん構わないよ。それじゃあ、僕に続いてこの蜘蛛の糸を登ってお
いで。あぁ、1つ言っておくけど、もしも君の後を追いかけて登ってくる誰
かがいても、間違って蹴飛ばしたりしない方がいいよ。蜘蛛の糸が切れて
しまうかもしれないからね……」
と言い、するすると蜘蛛の糸を登っていきました。
　そこでアキレスは、ネットワーク蜘蛛の後を追って蜘蛛の糸を登ってい
きました。

q番号の振られた展望台

　アキレスがそのまま登っていくと、やがて蜘蛛の糸は雲の上へと続いて
いきました。
「やっと雲の上に出たぞ。やあ、山の頂上がいくつも雲の上に突き出てい
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るや」
　アキレスがそう言ったとおり、雲の上には、まるで槍の穂先のような山々
が、いくつも突き出ていました。
「びっくりだ！　山の頂と頂を繋いで、蜘蛛の巣が張ってある」
　アキレスが見ると、その山々の頂上には、アキレスが登ってきた蜘蛛の
糸よりもだいぶ太い糸が結んであり、雲の上には、その糸で山の頂上と頂
上とを繋いだ、巨大な蜘蛛の巣が張ってありました。そして、アキレスが登っ
てきた蜘蛛の糸は、その巨大な蜘蛛の巣の、頂上と頂上を繋ぐ太い糸から
下界へと垂れ下がっていました。
「ご苦労さま、ここまでくれば、もう登らないで大丈夫だよ」
　アキレスが蜘蛛の糸を登り切ると、ネットワーク蜘蛛はそう声を掛けて、
アキレスが蜘蛛の巣の上へと登るのに手を貸してくれました。
「雲の上にこんな大きな蜘蛛の巣が張ってあったんだね。なんだか足下が
ふわふわして落ち着かないや」
　アキレスは蜘蛛の巣の上に登るとそう言ったので、ネットワーク蜘蛛は、
「そうかい。確かに君たち人間にとっては、蜘蛛の巣の上は居心地が悪い
のかもしれないね。それじゃあ、あそこに見える『クライ山』まで行って、ひ
と休みしようか」
と言ってアキレスを近くの山の上まで連れて行ってくれました。
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滑車に乗ってきたやまびこ

「わあ、なんていい眺めなんだ！　どれ、『ヤッホー！』」
アキレスは、山の上から周りの山々を眺めると、その眺望に感激したので、
そう叫んでみました。
　しかし、ネットワーク蜘蛛は、アキレスのその声を聞いて、怪訝そうに、
「何をしているんだい？」
と眉をひそめました。
　アキレスは、ネットワーク蜘蛛の方に向き直ると、
「あんまりいい眺めなものだから、やまびこが聞こえないかと思って」
と、『ヤッホー！』と叫んだ理由を話しましたが、ネットワーク蜘蛛はそれ
を聞いて、
「ああ、君はやまびこを聞きたかったのかい。でも、そんな風にやみくもに
大声を出したって駄目だよ。やまびこにはやまびこの、きちんとしたやり
方があるんだから、こっちへおいで」
と言い、やまびこを聞きたければ自分についてくるように言いました。

　アキレスとネットワーク蜘蛛がやってきたのは、「49152」という番号が振っ
てある展望台で、向かい側にある山の山腹が正面に見える場所にありました。
「ここで向かい側の山に向かって叫べば、やまびこが聞こえるのかい？」
　アキレスは、展望台からの眺めを見てそう言いましたが、ネットワーク
蜘蛛は、
「いやいや、だから叫んだって駄目なんだよ。この『ネットワーク世界』では、
きちんとした手順を踏まなければ、『通信』を行うことはできないのさ」
と言って首を振りました。
　アキレスは、ネットワーク蜘蛛の言葉を聞いて、
「『通信』だって？　でも僕が聞きたいのは、自分が叫んだ声と同じ声が戻っ
てくることだけなんだよ？」
と言いましたが、ネットワーク蜘蛛は、
「それだって、『通信』には変わらないよ。だって、君の声を向こうの山まで
届けて、その返答として、君の声と同じ声を返してもらわなければならな
いんだから」



14

と答えました。
「ふうん、それじゃあ、さっそく僕の声を向こうの山へと届けてみてくれよ」
　アキレスは、その話を聞くと、そうネットワーク蜘蛛に言いました。
「いいとも。それには、まず、向こうの山へ繋がっている糸がないとね。今
回は特別に、僕が直接、糸を張ってあげよう」
　するとネットワーク蜘蛛はそう言って、お尻から細い糸を吐き出すと、
その糸を風に乗せて展望台の正面にある山へと飛ばしました。
「よし、これでいいだろう。次は、君の声を小箱に梱包するよ」
　ネットワーク蜘蛛はそう言ってアキレスの前に小箱を差し出したので、
アキレスは手帳の1ページに『ヤッホー！』と書くと、そのページを破って
小箱の中に入れました。
「本当は僕の声をそのまま届けたかったんだけどね。でも、君が言う『通信』
について詳しく見てみたいから、代わりに『ヤッホー！』と書いた紙を入れ
ておくよ。この紙に書いてるメッセージを向こうの山へと届けるには、こ
の後、どうするんだい？」
　アキレスがそう言って手帳のページを小箱に入れると、ネットワーク蜘
蛛は、
「次は、小箱を入れる籠を用意するのさ」
と言って、先ほど風に乗せて飛ばした糸に滑車を付けると、その下に1つの
籠を吊り下げました。
「この籠には、小箱の宛先と差出人を書くんだ」
と言ってペンを取り出すと、籠に貼られているラベルに、次のような文字
を書き込みました。
『宛先：サバー山、差出人：クライ山』
　そして次に、
「これだけだと、宛先の山がわかるだけだから、宛名も書かなきゃね」
と言って、小箱の蓋に次のような宛名を書き込みました。
『49152番展望台から7番屋台へ』
　籠に宛先と、小箱に宛名を書き込むと、ネットワーク蜘蛛は、
「それじゃあ、この小箱を、さっき僕が張った蜘蛛の糸を通じて送ってみ
るよ」
と言って、先ほど滑車に吊り下げた籠に小箱を入れて、正面にある山に向
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かって押し出しました。
　すると小箱は、ネットワーク蜘蛛が張った蜘蛛の糸をスルスルと滑って
いき、すぐにアキレスたちの正面にある山まで到着したようでした。
「おや、早速、向かいの山から返事が来たみたいだよ」
　すると程なくして、今度は正面の山からアキレスたちがいる展望台に向
かって、滑車に吊り下げられた籠がやってきました。
「どれどれ、この小箱は、さっき僕らが送ったものとはどう違うのかな」
アキレスがそう言って籠のラベルを見ると、そこに書かれていた宛先と差
出人は、
『宛先：クライ山、差出人：サバー山』
となっていました。
「さっき僕らが送った小箱と、ちょうど宛先と差出人が逆になっているね」
　アキレスはそう言って滑車から小箱を取り外しました。
「そうさ。宛先と差出人が逆になっているから、さっき送った小箱の返答
だっていうことがわかるんだよ。宛名も逆になっているのを見てごらん」
　ネットワーク蜘蛛はそう言って、小箱を指さしたので、アキレスが小箱
の蓋を見ると、
『7番屋台から49152番展望台へ』
と、先ほど送り出した小箱とは逆の宛名が書かれていました。
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　そして、アキレスが届いた小箱を開けると、そこには、
『ヤッホー！』
と書かれた紙切れが入っていました。
「どうだい。きちんと君が送った声と同じものが返ってきたろう？　これが、
この『ネットワーク世界』でのやまびこさ」
　メッセージの書かれた紙切れを指さし、ネットワーク蜘蛛はそう言いま
した。

q雲の上の将棋指し

　ネットワーク蜘蛛は、アキレスたちの元へ届いたメッセージを指さして
胸を張りましたが、アキレスは、ネットワーク蜘蛛が行った『通信』の仕組
みを面倒だと思い、
「でもさ、単にやまびこを返すだけのために、わざわざ差出人と宛先を書
く必要があるかな？」
と言いました。
するとネットワーク蜘蛛は、
「そのとおりさ。今回は僕が専用の糸を張ったから簡単に見えただろうけど、
普通は色々な山へと繋がっている糸を使うんだ。だから、宛先や差出人を
きちんと書かないと、どの小箱がどの山に宛てたものなのか、わからなくなっ
ちゃうんだよ」
と言ってアキレスを見上げました。
「それに、その糸は他のみんなも使うから、きちんと決まりを守って『通信』
しないと、自分の小箱が届かないだけじゃなくて、他の人にも迷惑をかけ
てしまうことになるのさ」
　ネットワーク蜘蛛がそう言うので、アキレスは、
「つまり、『通信』のためには、宛先や差出人とかのルールがあって、さっき
のやまびこでもそれを守ったから、ああいう方法でメッセージを送った、っ
てことかい」
とうなずききました。
　アキレスのその言葉を聞くと、ネットワーク蜘蛛は、
「そうだとも。こっちへ来てみないか。ちょうど、他のみんなも使っている
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糸の上で、通信をしている2人がいるから、それを見るといいよ」
と言ってアキレスを山の上の方へと案内しました。

雲間に伸びる蜘蛛の糸

　アキレスが山の上へとたどり着くと、そこはに2つのピークがある山頂で
した。
　そして、それぞれのピークには、お互いに背中を向けるようにして2匹の
トビネズミが座っており、しきりに「う〜ん」とうなりながら、何かを考え
ているようでした。
「彼らは何をしているんだい？」
　アキレスが、ネットワーク蜘蛛にそう尋ねると、ネットワーク蜘蛛は、
「よく見てみなよ。2人の前に将棋盤が置いてあるだろう？」
と言って2匹のトビネズミの前を指さしました。
　アキレスが見ると、確かにネットワーク蜘蛛の言うとおり、2匹のトビネ
ズミの前にそれぞれ1つずつ、将棋盤が置いてありました。将棋盤の反対側
には誰も座っていませんが、代わりに、蜘蛛の糸が1本ずつ繋がれており、
その蜘蛛の糸はそれぞれ山の向こう側の雲間に伸びていました。
「彼らは、ネットワークを通じて通信対戦で将棋を指しているんだよ」



18

　ネットワーク蜘蛛はそう言いましたが、アキレスは、
「あの2人は、どうして降りてきて一緒に座らないのさ」
と聞きましたが、ネットワーク蜘蛛は、
「それだと、同じ場所まで降りてこなきゃいけないじゃないか。あの2人は
たまたま近くにいるからいいけど、ネットワークを使えば、地球の裏側に
いたって同じように対戦できるんだよ」
と答えたので、アキレスは、
「なるほど、遠く離れた場所とも同じようにやり取りできるのっていうが、
君の言う『通信』の利点なんだね」
と言いました。

　アキレスが2匹のトビネズミの対戦を見ていると、先手番のトビネズミは、
「う〜ん、1手目、7六歩」
と言い、紙切れに『7六歩』と書いて小箱に入れ、その小箱を将棋盤の対面に
繋がれている蜘蛛の糸に吊してある籠に入れると、糸の先へと押し出しま
した。
　アキレスの見ている前で、その小箱はスルスルと雲間に消えていきまし
たが、すぐに反対側に座っているトビネズミの将棋盤へ、同じ小箱が送ら
れてきました。
　後手番のトビネズミは、その小箱を開けて中にある紙切れを見ると、将
棋盤の上にある駒を1つ動かし、
「う〜ん、2手目、3四歩」
とつぶき、同じように『3四歩』と書いた紙切れを、小箱に入れて蜘蛛の糸か
ら送り出しました。
　アキレスは、その2匹の様子を眺めて、
「彼らが小箱を送っている先は、雲に隠れていて見えないね」
と言いました。
「そうだね。でも、小箱に宛先が書いてあるから、きちんと相手の所に届く
んだよ」
　ネットワーク蜘蛛はそう言うと、2匹のトビネズミの元へと届いた籠を取
り上げてみました。
　アキレスが見ると、後手番のトビネズミの元に届いた籠には、
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『宛先：パソカレ山、差出人：パソコレ山』
というラベルが貼られており、その中には、
『5000番展望台から5001番展望台へ。1手目在中、次は2手目』
という宛名が書かれた小箱が入っていました。
　また、先手番のトビネズミの元に届いた籠には、
『宛先：パソコレ山、差出人：パソカレ山』
というラベルが貼られており、その中には、
『5001番展望台から5000番展望台へ。2手目在中、次は3手目』
という宛名が書かれた小箱が入っていました。
「じゃあ、あの雲の向こう側では、あっち側から伸びている糸と、こっち側
から伸びている糸とが、繋がっている、ってことかい」
　アキレスはその宛先を見て、一方のトビネズミが送った小箱が、もう一
方のトビネズミの元へと届けられたことを確認すると、そう言いました。
するとネットワーク蜘蛛は、
「あっち側から伸びている糸と、こっち側から伸びている糸とが、繋がる
経路が存在している、っていうことだよ。小箱の宛先を変えたら違う宛先
に届くし、違う場所から別の小包が届く可能性だってある。もちろん、繋が
る経路が存在していて、きちんと小箱が配送される限り、っていう条件の
上だけどね」
と、小包が届く条件について話をしました。
　アキレスはネットワーク蜘蛛の話を聞くと、
「ふうん、君が『通信』っていうから、なんだか電話みたいなものを想像し
ていたけど、話を聞くとまるで郵便配達みたいな感じだね。あの2人も、手
紙で次の手を送り合っているみたいに見えるよ」
と言い、しばらくトビネズミたちの対戦を眺めてみることにしました。

あふれ出す小箱

　アキレスは、そのままトビネズミたちの対戦を眺めていましたが、しば
らくして、おかしなことに気が付きました。
　それまでは、先手、後手の順番で、1つずつ小箱を送り合って対戦が続い
ていたのですが、あるとき、後手番のトビネズミの元に、2つ連続して小箱
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が届いたのです。
　最初、
『宛先：パソカレ山、差出人：パソコレ山』
という籠の中に、
『5000番展望台から5001番展望台へ。31手目在中、次は32手目』
という宛名の小箱が入っており、その中からは『5六銀』というメッセージ
が現れました。メッセージが届くと、トビネズミは早速、その手を将棋盤の
上に並べ、次の手を考えていました。
　しかし、トビネズミが次の手を考えている途中で、さらに、
『宛先：パソカレ山、差出人：パソコレ山』
という籠に入れられた、
『5000番展望台から5001番展望台へ。31手目在中、次は32手目』
という小箱が後手番のトビネズミの元に届きました。
「おや、さっき届いた小箱と、まったく同じ手数が書かれている小箱が届
いたぞ」
　アキレスは、後手番のトビネズミの元に届いた、2つ目の小箱を見てそう
言いました。
「今度の中身は何だろう……どれどれ『4八飛』か。さっきとは別の手じゃ
ないか」
　トビネズミは、2つのメッセージを眺めて当惑しているようでしたが、そ
こにさらに、もう1つ同じ宛先と手数が書かれた小箱が届きました。
「あれあれ、おかしいよ。またまた31手目の小箱が届いた。しかも中身は
……『4六歩』だって。これも変じゃないか。将棋の駒の動かし方のルール
違反だ。後手番のトビネズミも困ってるみたいだよ。どうすればいいか、ずっ
と考え込んでいる」
　アキレスはそう言ってネットワーク蜘蛛の方を見ましたが、ネットワー
ク蜘蛛も、
「君の言うとおりだ。何かがおかしいよ」
と言ったまま、何が起こっているのか、理解できない様子でした。

「アキレス、先手番のトビネズミの方がどうなっているか、わかるかい？」
　ネットワーク蜘蛛にそう言われて、アキレスが先手番のトビネズミの方
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を見に行くと、こちらは、何事もなかったかのように手が進んでおり、トビ
ネズミの前の将棋盤に、将棋の対局盤面が再現されていました。
　トビネズミは、『4六角打』と書いた紙切れを用意すると、
『宛先：パソカレ山、差出人：パソコレ山』
というラベルを張った籠の中に、
『5000番展望台から5001番展望台へ。41手目在中、次は42手目』
　そう宛先を書いた小箱を入れ、対面の蜘蛛の糸から送り出しました。す
ると、すぐに先手番のトビネズミの元に、
『宛先：パソコレ山、差出人：パソカレ山』
とラベルの貼られた籠が届き、その中には、
『5001番展望台から5000番展望台へ。42手目在中、次は43手目』
と書かれた小箱が入っていました。
「こっちは、一見すると何事もないみたいだけど……。きちんと後手番か
らのメッセージが届いているや」
アキレスがそう言うと、先手番のトビネズミは早速、その小箱を開けて、『9
三香』というメッセージを読み、将棋盤の盤面を1つ進めました。
　しかし、アキレスが振り返ってみると、後手番のトビネズミは、先手番の
トビネズミに小箱を送った様子はなく、それどころか後手番のトビネズミ
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のいる山頂には、大量に送られてきた小箱の山が積み上がっており、後手
番のトビネズミはほとんど小箱の山に埋もれてしまっていました。
「でも、もう1つの頂上にいるトビネズミは、メッセージを送ってはいないよ。
ねえ、ネットワーク蜘蛛、これって何か変じゃないか？」
　アキレスがそう言うと、ネットワーク蜘蛛は深刻な顔をして腕を組み、
「どうやら通常とは違うことが起こっているみたいだね。これは、このネッ
トワーク蜘蛛の出番かもしれないぞ」
と言いました。そして、アキレスの方に向かい、
「ねえアキレス、僕を手伝ってくれないか？　一体、何が起こっているの
か調べて、もし犯人がいるなら、そいつを捕まえるんだ」
と、自分を手伝ってほしいと言いました。
　アキレスはネットワーク蜘蛛の話を聞いて、
「もちろんだとも。一緒に調査をしようじゃないか」
と言い、雲の上の『ネットワーク世界』で、何が起こっているのか、ネットワー
ク蜘蛛と一緒に調査することにしました。
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ネットワーク蜘蛛の住む世界について

　読者の皆さんは、インターネット（または、コンピューターのネットワーク）
という言葉を聞いて、どのようなものを思い浮かべるでしょうか。
　それは、たとえば、友人にメールやメッセージを送ることであったり、ブ
ログやホームページといったコンテンツを閲覧することであったり、ある
いは本章の物語に登場したような、通信対戦でゲームをするということで
あったりするかもしれません。
　では、それらのさまざまな事柄は、どのような仕組みで動作しているの
でしょうか？
　コンピューター自体が汎用的な機械であり、さまざまなことを実行でき
るため、一口に「インターネットの仕組み」といってもさまざまなものが考
えられ、全体的な理解を得ることはなかなか難しいのではないでしょうか。

　本書は、主人公のアキレス君が登場する物語を通じて、インターネット
などのネットワークとその上で動作するサービスの仕組みについて、直感
的に理解できるようになることを目指しています。
　それらは、あくまで仮想的な物語ではありますが、専門的な知識を飛ば
して、インターネットの仕組みについて概念的な理解を得るには、助けになっ
てくれるでしょう。
　本書の各章では、前半部分で主人公のアキレス君が登場する物語を紹介
し、後半部分でその解説を行っています。
　前半部分で語られる物語はすべて、インターネットなどのネットワーク
とその上で動作するサービスについての概念を紹介するための寓話となっ
ています。つまり、物語上での出来事や登場人物が、実際のインターネット
上に存在しているさまざまな概念を喩えたものになっており、それらにつ
いて読み解くことで、インターネットなどのネットワークとその上で動作
するサービスの仕組みについて学ぶことができるようになっています。
　物語の中には、主人公であるアキレス君の他にネットワーク蜘蛛も登場
しますが、このネットワーク蜘蛛は、インターネットを自由に行き来でき
る仮想的な存在で、本書ではアキレス君への解説役として登場しています。

解説 第1章 雲の上の将棋指し─パケットによる通信とウェブ
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　なお、本書は、前書『アキレスとコンピューター蟻の冒険』の続編ですが、
前書とは独立した内容になっているので、前書を読んでいない読者でも問
題なく読み進めることができます。また、『アキレスとコンピューター蟻の
冒険』の物語で登場した喩えと、本書の物語で登場する喩えは別のもので、
両書をまたいで一致するようにはなっていません。

Nコンピューターと通信回線

　本来「インターネット（Internet）」とは、コンピューター同士の接続網で
ある「ネットワーク（network）」を、互いに（inter-）接続したもののことです。
　つまり、本来の意味におけるインターネットは、あくまで「コンピューター
同士が通信を行う」ためにあり、一般的なユーザーは、インターネットに接
続されている「サービス」が提供する機能を、通信を使って遠隔で利用して
いるわけなのです。

　インターネットやネットワークに含まれる、「ネット（net）」という言葉は、
英語で網のことを意味しています。その名の通り、実際のインターネットは、
さまざまなコンピューターが網の目のように繋がり合う構造をしています。

サーバールーム内

ノートPC

サーバーラック

ネットワーク
管理者

いす（備品）

空調（寒い）

シリアルケーブル

''サーバーと直接、接続してメンテナンスを行う管理者の様子
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　本書では、そのようなコンピューター同士が接続するネットワークを、
雲の上に張られた蜘蛛の巣として表現しています。つまり、雲の上に突き
出している山の頂が、インターネットに接続されているコンピューターを
表しており、山から山へと張られた蜘蛛の糸が、インターネットのハードウェ
アを構築する通信回線を表しています。
　また、物語の中では、ネットワーク蜘蛛が「特別に」と言ってアキレス君
がいる山から向かい側の山へと、専用の蜘蛛の糸を張ってくれました。
　これは、コンピューターとコンピューターが通信を行う際には、インター
ネットのような広域ネットワークを経由したもの以外にも、2台のコンピュー
ターを直接、専用の回線で結んで通信を行う場合もあることを表しています。
　このような、コンピューターとコンピューターとを直接、接続して行う
通信は、セキュリティを確保したい特別な用途や、通常のネットワーク接
続が利用できないときのためのメンテナンス用などに使われます。

プロトコルとパケット

　物語の中でアキレス君がやまびこを聞きたいと言ったとき、ネットワー
ク蜘蛛は、それにはきちんとしたやり方をしなければいけない、と言いま
した。
　これは、コンピューターネットワークを使った通信では、決められた手
続きを守ることで、初めてコンピューター同士で通信が行えることを表し
ています。
　コンピューターの用語では、そのような手続きのことを「プロトコル」と
呼びます。
　つまり、物語に登場した、「小箱に宛名を書く」「籠に宛先を書く」「滑車で
吊して送る」などの約束事はすべて「プロトコル」であり、ネットワークが
円滑に動作するためには、ネットワーク上に存在するコンピューターすべ
てが、「プロトコル」を遵守する必要があるのです。

Nパケットとは

　現在、インターネット上で使われている「プロトコル」は、「パケット」と


