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自宅のパソコンをネットワーク自宅のパソコンをネットワーク

でつなげて使っちゃおう。でつなげて使っちゃおう。



ネットワークを使うと便利ネットワークを使うと便利

家庭でもインターネットやパソコンが普及し、自宅内に複数のパソコンが家庭でもインターネットやパソコンが普及し、自宅内に複数のパソコンが
ある。ある。

パソコン間でフロッピーディスクでデータ交換は面倒。パソコン間でフロッピーディスクでデータ交換は面倒。

どのパソコンからでもプリンタを使いたい。どのパソコンからでもプリンタを使いたい。

自宅用パソコンと仕事用ノートパソコンでファイルを共有したい。自宅用パソコンと仕事用ノートパソコンでファイルを共有したい。

ノートパソコンを使うけど、ネットワークケーブルが邪魔ノートパソコンを使うけど、ネットワークケーブルが邪魔........

プリンタを使いたい
フロッピーでデータを
コピーしてから…

面倒！

情報の共有

機材の共有



陰に潜む危険性陰に潜む危険性

ネットワークを使ってウィルスが転送されるかも。ネットワークを使ってウィルスが転送されるかも。

自宅でファイル共有。自宅でファイル共有。
でも、お隣の家からパソコンの中身をのぞかれたでも、お隣の家からパソコンの中身をのぞかれた
ら？ら？

クレジットカードの番号が見られちゃった！クレジットカードの番号が見られちゃった！

ウィルス対策をしていたのに、お隣のパソコンから移っウィルス対策をしていたのに、お隣のパソコンから移っ
ちゃった？ちゃった？

ウィルス

個人情報

やばい！



ネットワークを作る例ネットワークを作る例

パソコンどうしを接続パソコンどうしを接続
どのパソコンでもどのパソコンでも
インターネットを使いたいインターネットを使いたい

HUB

パソコン

プリンタ ノートパソコン

モデム

インターネット

でも契約をしないと、
１台しかインターネットを使えない。

×
ルータ

プリンタ

パソコン

ノートパソコン

モデム

インターネット

どのパソコンも
インターネットを使える。

•ノートパソコンで
プリンタを使える。

•パソコンのファイルを
ノートでも使える。



ネットワークの基礎知識ネットワークの基礎知識

Ethernet(有線) 無線LAN(IEEE 801)

•ケーブルでHUBやルータを経由して接続
•確実に接続できるけど、ケーブル配線が大変

•無線の電波でEthernetと相互接続
•配線が無いので自由にパソコンを持ち運べる
•部屋をまたぐと電波が届きにくいかも
•遠く離れたお隣と通信できちゃうかも...

HUB



EthernetEthernetの接続方法の接続方法

接続形態接続形態
10BASE/T10BASE/T 通信速度通信速度10Mbps10Mbps
100BASE100BASE--TXTX 通信速度通信速度100Mbps100Mbps

HUBHUB
EthernetEthernetを電気的に接続する装置を電気的に接続する装置

ルータルータ

インターネットと接続するときにインターネットと接続するときに
中継に必要なデータの変換をしてくれる装置中継に必要なデータの変換をしてくれる装置

モデム

ルータ

パソコン パソコン

パソコン

HUB

パソコン

インターネット

HUBとルータ
をつなぐ時は
注意が必要！



無線無線LANLANの接続方法の接続方法

無線無線LANLANアクセスポイントアクセスポイント((電波を受ける側電波を受ける側))
ルータルータ ⇒⇒複数のコンピュータをインターネットに複数のコンピュータをインターネットに

ブリッジブリッジ ⇒⇒無線無線LANLANで相互接続で相互接続

無線無線LANLANクライアントクライアント((電波を出す側電波を出す側))
カード型カード型(PCMCIA)(PCMCIA) ⇒⇒ノートパソコン用ノートパソコン用

USBUSB型型
メディアコンバータメディアコンバータ(Ethernet(Ethernetを無線に変換を無線に変換))



その他のその他の無線無線ネットワークネットワーク

BluetoothBluetooth
省電力近距離通信用省電力近距離通信用

音声・マウス・キーボードの無線化もできる。音声・マウス・キーボードの無線化もできる。

携帯電話や携帯端末とのデータ通信もできる。携帯電話や携帯端末とのデータ通信もできる。

Apple社
Mac mini

携帯電話のデータ通信携帯電話のデータ通信

どこでも通信できる。どこでも通信できる。

通信料が高い通信料が高い

au(2.4Mbps)au(2.4Mbps)
FOMA(384Kbps)FOMA(384Kbps)
Vodafone(384Kbps)Vodafone(384Kbps)

PHS PHS のデータ通信のデータ通信

どこでも通信できる。どこでも通信できる。

通信料が安い通信料が安い

WILLCOM(WILLCOM(旧旧AirAir--HH””))
256Kbps256Kbps



IPIPアドレスとポート番号アドレスとポート番号

IPIPアドレスアドレス 電話で例えると外線番号電話で例えると外線番号

ネットワーク通信をするネットワーク通信をする
コンピュータを区別するコンピュータを区別するための番号ための番号

ポート番号ポート番号 電話で例えると内線番号電話で例えると内線番号

１つのコンピュータの中で１つのコンピュータの中で、、通信する通信する
プログラムを区別するプログラムを区別するための番号ための番号

コンピュータA
192.168.2.2

サーバ
192.156.146.100

Webサーバ:80

1234:ブラウザ

139:ファイル共有

3210:ブラウザ

コンピュータB
192.168.2.10

3209:ファイル共有



グローバルアドレスとプライベートアドレスグローバルアドレスとプライベートアドレス

IPIPアドレスはアドレスは00～～255255までの数字が４組までの数字が４組
例：例：192.156.145.123192.156.145.123

全世界のコンピュータに違う番号を割り振りできない。全世界のコンピュータに違う番号を割り振りできない。

グローバルアドレスグローバルアドレス
世界的に使える世界的に使えるIPIPアドレスアドレス

プライベートアドレスプライベートアドレス
会社内・自宅内だけで使えるアドレス会社内・自宅内だけで使えるアドレス

違う場所で同じ番号のパソコンがあるかもしれない違う場所で同じ番号のパソコンがあるかもしれない

違う場所のプライベートアドレスのパソコン間では通信ができない。違う場所のプライベートアドレスのパソコン間では通信ができない。

ルータルータ/NAT/NAT
インターネットとつなげる前にインターネットとつなげる前に
プライベートアドレスとグローバルアドレスを変換してくれる。プライベートアドレスとグローバルアドレスを変換してくれる。

一般的に

192.156.145 .
他のネットワークと

区別するための部分

123
自宅内のパソコンを
区別する部分



ネットワーク通信の確認法ネットワーク通信の確認法

ネットワークの設定を確認
ipconfig /all

相手にデータを送って返事がくるか？

ping 相手のIPアドレス

コンピュータ名からIPアドレスが調べられるか？

nslookup コンピュータ名



ファイル共有の設定法ファイル共有の設定法
データを提供する側のパソコンの設定 データを利用する側で、相手を探す

共有したいパソコン側で

どういう共有名で

みせるのか 探したいコンピュータの

名前か、IPアドレスを

入力すると、右画面に

共有名が表示される。

¥¥コンピュータ名¥共有名



無線無線LANLANと機材の識別と機材の識別

無線無線LANLANは基本的に電波が届けば通信ができる。は基本的に電波が届けば通信ができる。
⇔⇔誰でも使える誰でも使える危険性！危険性！

ESSIDESSID
無線通信につける名前無線通信につける名前

IPIPアドレスアドレス 8bit8bit××44桁桁
通信相手とネットワークを識別通信相手とネットワークを識別する番号する番号

ネットワークの住所、データの送り先がわかる。ネットワークの住所、データの送り先がわかる。

MACMACアドレスアドレス 8bit8bit××66桁桁
ネットワーク機器に、メーカーが決めた固有値。ネットワーク機器に、メーカーが決めた固有値。

機材を機材を選別選別するための印鑑のようなもの？するための印鑑のようなもの？

WEPWEP(40bit/128bit)(40bit/128bit)
電波を受信されても中身が読めないように電波を受信されても中身が読めないように暗号化暗号化する。する。

安全な無線LANには
MACアドレス制限
WEP暗号化

は最低限の設定項目



ESSIDESSID制限制限ととMACMACアドレスアドレス制限制限
ESSIDESSID 無線無線LANLANの通信につける名前の通信につける名前

わかりやすい名前をつければよい。通信相手の検索で見える。わかりやすい名前をつければよい。通信相手の検索で見える。

同じ名前をつけた機材間で通信ができる。同じ名前をつけた機材間で通信ができる。

MACMACアドレスアドレス

アクセスポイントで通信を受け入れる相手を登録・制限アクセスポイントで通信を受け入れる相手を登録・制限

特殊なソフトを使うと特殊なソフトを使うとMACMACアドレスは偽装アドレスは偽装できできる。る。

⇒⇒暗号化が必要暗号化が必要
アクセスポイント

ID=abc
00:F0:11:22:33:44
00:0D:12:34:56:78

PC  ID=abc
00:F0:11:22:33:44

PC  ID=tako
00:0D:12:34:56:78

PC  ID=abc
00:0D:12:34:56:78

×
× ○

アクセスポイント

ID=tako

お隣さん

無線LANの検索をしたら
ID=abcがみつかった。
ちょっとのぞいてみようかな



無線無線LANLANの暗号化の暗号化

電波はどこにでも飛んでいく。電波はどこにでも飛んでいく。
何もしないと何もしないと誰でも盗聴できる誰でも盗聴できる。。

WEPWEPという機能で、データを暗号化する。という機能で、データを暗号化する。
アクセスポイント、無線カードで同じ暗号を登録する。アクセスポイント、無線カードで同じ暗号を登録する。

40bit,128bit40bit,128bitの方式がある。の方式がある。
英数字５桁英数字５桁 or or 英数字英数字1313桁で指定。桁で指定。

40bit40bitの暗号化は、データを傍受しつづければ、の暗号化は、データを傍受しつづければ、
11日程で暗号解読ができちゃう。日程で暗号解読ができちゃう。⇒⇒128bit128bitを使うべきを使うべき

それでも心配な人はそれでも心配な人は……
VPNVPN(Virtual Private Network)(Virtual Private Network)という暗号化ソフトを併用という暗号化ソフトを併用



ネットワークのWWW設定画面

無線LANの名前

ESSIDの設定

ESSＩＤが同じ相手
だけを接続許可

WEPのパスワードの登録



MACアドレス制限の設定例

ネットワーク機器につけられた識別番
号(MACアドレス)が登録済みのものだ

けを接続許可する。

注意点：

無線LANを使って設定す
るときは、ESSID,WEPな
どの接続ができることを
確認してから。



パーソナルファイアウォールパーソナルファイアウォール

最近のウィルス対策ソフトは、正体不明のコンピュータから最近のウィルス対策ソフトは、正体不明のコンピュータから
のネットワーク接続は拒否する機能がある。のネットワーク接続は拒否する機能がある。

ファイル共有するなら、制限を解除する。ファイル共有するなら、制限を解除する。

Windows ファイアウォールの場合 ウィルスバスター2005の場合



個人情報などの漏洩も？個人情報などの漏洩も？

無線無線LANLANのアクセス制限をしないとのアクセス制限をしないと
以前は、都会の街中で無線以前は、都会の街中で無線LANLANを使うと、を使うと、

アクセス制限の無い無防備なアクセスポイントをアクセス制限の無い無防備なアクセスポイントを

勝手に利用できた事例も多かった。勝手に利用できた事例も多かった。

企業や官公庁の無線企業や官公庁の無線LANLANが無防備だと、が無防備だと、
ファイル共有で個人情報が丸見えだった例も！ファイル共有で個人情報が丸見えだった例も！

企業では個人情報漏洩で大被害。企業では個人情報漏洩で大被害。

例：個人情報漏洩の謝罪例：個人情報漏洩の謝罪500500円円//人人(yahoo BB)(yahoo BB)、、
1000010000人でも人でも500500万円の支払い請求万円の支払い請求!?!?

デパートのレジが無線デパートのレジが無線LANLANを使っていてを使っていて

クレジットカードの番号が無線クレジットカードの番号が無線LANLANで読めた事例も！で読めた事例も！

無防備なアクセスポイントでも、勝手にアクセスして無防備なアクセスポイントでも、勝手にアクセスして
情報を読むと、情報を読むと、不正アクセス禁止法不正アクセス禁止法でで有罪有罪です！です！



ファームウェアの更新ファームウェアの更新

ルータの内部のプログラルータの内部のプログラ
ムを更新する。ムを更新する。

時々ネットワークが切れ時々ネットワークが切れ
る症状が治るかも。る症状が治るかも。

ちょっとした新機能が追ちょっとした新機能が追
加されたり。加されたり。
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