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インターネットの仕組み 

 インターネットは、世界中のネットワークが接続されたネット

ワークです。会社や学校などのネットワークが、それぞれの契約

しているプロバイダによって、インターネットに接続されていま

す。 インターネットには、メールサーバーや Web サーバーの

ように、クライアントから送られる要求に対して、決められた動

作を行うように設定されたサーバーがあります。それらのサーバ

ーが互いに連絡を取り合うことで、電子メールを送信したり、

Web ブラウザでホームページを見ることができるようになって

いるのです 

電子メールの仕組み 

電子メールの送受信は、インターネット上の多くのメー

ルサーバーが連携することによって動作しています。 

 電子メールを送信すると、契約しているプロバイダや、

学校や会社にあるメールサーバーにデータが送られま

す。電子メールを受け取ったメールサーバーは、宛先と

して指定されているプロバイダなどのサーバーに、その

データを転送します。電子メールを受け取ったサーバー

は、受取人が電子メールを取りにくるまで、サーバー内

にデータを保管するようになっています。 

 電子メールの受取人は、契約しているプロバイダのメールサーバーに自分宛ての電子メールを取りに行き、届

けられた電子メールを受け取ります。 

 一般的に電子メールの送信や他のサーバーへの転送には SMTP サーバーが、電子メールの受信には POP3 サ

ーバーが使用されています。 

電子メール（でんし・メール） 

インターネットを用いて、コンピュータや携帯電話でやり取りする電子版の手紙のこと。 

文章を送信するだけでなく、ファイルを添付することができます。なお、HTML 形式の電子メールを利用する

と、文字の色やサイズを指定したり、文中に画像を挿入することなどが可能になります。  

ホームページの仕組み 

ホームページとは、Web サイトと呼ばれるインターネ

ット上のひとまとまりのWebページのことです。元々

は、Web サイトの入り口のページをホームページと呼

んでいましたが、日本ではWebサイトと同じ意味で使

われるようになりました。 

 ホームページを閲覧する場合には、IE（Internet 

Explorer）や Netscape などの Web ブラウザで URL

アドレスを指定します。URLアドレスを指定すると、Webブラウザがインターネット上のWebサーバーを探し



て、目的のホームページを自分のコンピュータに表示します。  

URL アドレスは、「http://www.ne.jp/asahi/tpc/hana/」のように指定します。「http」はホームページの閲覧に

使用される HTTP というプロトコルを表しています。「www.ne.jp/asahi」は Web サーバーを指定しています。

その後の「/tpc/hana/」がホームページの場所と名前を表しています。 

 ホームページの表示には、主にHTML形式のファイルが使用されます。このファイルの中には、画像や動画、

音声などのマルチメディア情報を指定することができます。また、テキストやイラスト、図などにハイパーリン

クを埋め込むことによって、ユーザーを別のWebページに誘導することができます。  

  ISP 【インターネットサービスプロバイダ】 

 Internet Services Provider  

 インターネット接続業者。電話回線や ISDN回線、データ通信専用回線などを通じて、顧客である企業や家庭

のコンピュータをインターネットに接続するのが主な業務。付加サービスとして、メールアドレスを貸し出した

り、ホームページ開設用のディスクスペースを貸し出したり、オリジナルのコンテンツを提供したりしている業

者もある。 

Modem モデム  

 これはアナログ回線を使って通信をするときに用いる装置です。何故アナログ回線を用いるときに使用される

のかと言えば、コンピューターはデータをデジタルで処理を行います。このために、データをそのままアナログ

の電話回線を用いて送信することは不可能なのです。このために、一回パソコンで作られたデジタルのデータを

アナログに直す必要が出てきます。これを行うのがモデムなのです。つまり、モデムは、デジタルのデータをア

ナログに直す装置なのです。具体的には、コンピューターからデータをアナログ回線に乗せる時には、変調

(modulation)という操作を行います。逆にアナログ回線からデジタルデータに変換するには復調(de-modulation)

を行います。いまではこのモデムのとして、５６Ｋモデム(V.90)が一般化しています。これは５６Ｋbps で通信

ができるモデムです。ただし受信時のみです。   

ルーター 

「ルータ」とは、「ネットワークのルーティング（道案内）」を行う機器のことだ。つまり、複数の PCやサーバ

のつながったネットワーク、例えばインターネットやイントラネット同士をつなぎ、通信を成り立たせる（中継

する）ための機器なのだ。こうした通信を成り立たせる仕組みを「ルーティング」と呼ぶ。このルーティングを

手助けするのが「ルータ」である。いうなれば、ネットワークの「交通整理役」だ。 

URLアドレス（ユー・アール・エル・アドレス） 

Uniform Resource Locator（ユニフォーム・リソース・ロケータ）アドレス。インターネット上において情報が

格納されている場所を示すための住所のような役割を果たす文字列のこと。 

URL アドレスは、Web ブラウザで、ホームページを閲覧するときの指定に利用されます。プロトコル名、コン

ピュータ名、ファイル名で構成されます。 

たとえば、“http://www.ne.jp/asahi/tpc/hana/”のように記述します。 

ネットワーク 

複数のコンピュータを接続して、データを共有化したり、他のコンピュータの機能を利用したり、共有のプリン

タを使用したりできるようにする通信網のこと。 

もっとも小さな単位のネットワークは、家庭や会社において、何台かのコンピュータを接続したものですが、そ

れらのネットワークが世界的に接続されて、インターネットが構成されています。  

サーバー 

ネットワーク上で情報やサービスを提供するコンピュータのこと。 

逆に、サーバーに対して、情報やサービスを要求するコンピュータをクライアントと言います。たとえば、イン

ターネットでは、Webサーバーやメールサーバー、などが使用されています 



 

Webサーバー（ウェブ・サーバー） 

HTML ファイルや画像ファイルなどを格納して、ユーザーの要求によって、Web ページを送信するソフトウェ

ア。または、そのソフトウェアが動作しているコンピュータのこと。 

本来のWebサーバーは、コンテンツを送信する機能だけしか持っていませんでしたが、最近のWebサーバーで

はプログラムを利用することで、ユーザーの要求に合わせた情報を送信することができるようになっています。  

  IPアドレス（アイ・ピー・アドレス） 

コンピュータをネットワークで接続するために、それぞれのコンピュータに割り振られた一意の数字の組み合わ

せのこと。 

IP アドレスは、127.0.0.1 のように 0～255 までの数字を 4 つ組み合わせたもので、単にアドレスと略されるこ

とがあります。 

現在主に使用されているこれらの 4つの数字の組み合わせによるアドレス体系は、IPv4（アイ・ピー・ブイフォ

ー）と呼ばれています。また、今後情報家電等で大量に IP アドレスが消費される時代に備えて、次期規格とし

て、IPv6（アイ・ピー・ブイシックス）と呼ばれるアドレス体系への移行が検討されています。なお、IPv6 で

は、アドレス空間の増加だけでなく、情報セキュリティ機能の追加などの改良も加えられています。  

プロトコル 

ネットワークを介してコンピュータ同士がデータをやりとりするために定められた、データ形式や送受信の手順

などの国際標準規則のこと。通信プロトコルとも呼ばれます。 

文化や言語が異なる国と国との外交様式の決めごとというのが元々の意味です。コンピュータや通信機器も、メ

ーカーや機種ごとに通信形式が異なると相互に通信が行えないため、ITU-Tなどの国際機関で標準が決められて

います。標準に準拠した形で開発されるため、コンピュータや通信機器は、メーカーが異なっても相互に通信を

行うことができるのです。  

HTMLファイル（エイチ・ティー・エム・エル・ファイル） 

HTML形式で記述されたファイル。 

HTMLメール（エイチ・ティー・エム・エル・メール） 

HTMLで記述された電子メール。 

通常の電子メールとは異なり、文字だけでなく、文字の大きさや色、レイアウトを工夫した電子メールを作成す

ることができます。また、通常のホームページと同様に、さまざまな動作を実行するスクリプトを埋め込むこと

もできます。 

Internet Explorer（インターネット・エクスプローラ） 

マイクロソフト社の開発したWebブラウザ。IEとも呼ばれています。 

ホームページの閲覧に使用します。  

BCC（ビー・シー・シー） 

Blind Carbon Copy（ブラインド・カーボン・コピー）の略。電子メールの送信先指定方法のひとつ。 

ブラインドには“隠れた”、カーボン・コピーには“複写したもの”という意味があります。通常の宛先である

TOに指定したユーザー以外に、同じ内容の電子メールを送信する場合に使用します。 

電子メールの他の受信者には、同じ内容の電子メールが BCC に指定したユーザーにも送信されているというこ

とは通知されません。 

そのため、他の受信者には、そのユーザーに電子メールを送っているということを隠しておきたい場合に利用で

きます。 

CC（シー・シー） 

Carbon Copy（カーボン・コピー）の略。電子メールの送信先指定方法のひとつ。 



カーボンコピーには、“複写したもの”という意味があります。通常の宛先である TO に指定したユーザー以外

に、同じ内容の電子メールを送信する場合に使用します。 

電子メールのすべての受信者に対して、同じ内容の電子メールが CCに指定されたメールアドレスに送信されて

いることが通知されます。 

POP3（ポップ・スリー） 

Post Office Protocol（ポスト・オフィス・プロトコル）の略。メールサーバーに保存されている電子メールをメ

ーラーが取りに行く際に利用されるプロトコル。 

なお、POP3の“3”はバージョン 3を表しています  

 LAN（ラン） 

Local Area Network（ローカル・エリア・ネットワーク）の略。同じ建物内などの比較的近い距離でコンピュー

タを接続するネットワークのこと。 

LANを導入すると、同じ LANに接続しているコンピュータとのファイル共有や、プリンタの共有などを行うこ

とができます。  

LANカード（ラン・カード） 

LANやインターネットに接続するために、コンピュータに設置する拡張カードのこと。 

現在発売されているコンピュータには、あらかじめ LAN カードの機能が用意されているものが多くなってきま

した。イーサーネットカードやネットワークカードとも呼ばれています。  

LANケーブル（ラン・ケーブル） 

LANカードと LANカードとの間や、LANカードと通信機器の間に接続するケーブルのこと。 

イーサーネットケーブルとも呼ばれています。  

光通信 

音や画像等を光の信号で送る通信方法で、電気にかわってガラスの線のなかを光が情報を運びます。 

このガラスの線のことを、光ファイバーと呼びます。 

これまでの電気による通信にくらべて、光通信は、一度に２万本以上もの通話を伝えることができます。 

※通信速度 100Mbps  

ADSL（エー・ディー・エス・エル） 

Asymmetric Digital Subscriber Line（アシンメトリック・デジタル・サブスクライバ・ライン：非対称デジタ

ル加入者線）の略。 

ブロードバンドの回線のひとつ。 

現在、光回線と共に、高速な通信回線として普及しています。通常の音声では使用しない周波数帯を利用するこ

とで、通常のアナログの電話回線で高速なデータ転送を可能にしています。 

 ※私の ADSLフレッツモア 12Mで、実測推定最大スループット: 6.8Mbps  

ＩＳＤＮ   

 正式名称は Integrated Services Digital Network。日本語に直すと「総合デジタル通信網」となるそうです。

これは、国際的に決められているデジタル通信の規格（旧 CCITT、現在は TSSが標準化）です。現在、標準と

なっている基本速度は、64Kbit/s となっています。ＩＳＤＮは日本のＮＴＴで、ＩＮＳネット(Information 

Network System net)６４と呼ばれています。   

ダイヤルアップ 【dial-up】 

電話回線や ISDN回線などの公衆回線を通じてインターネットや社内 LANに接続すること。一般家庭からイン

ターネットに接続する場合、パソコンにモデムやターミナルアダプタなどの機器を接続し、インターネットサー

ビスプロバイダと呼ばれる業者に公衆回線を通じてダイヤルアップして、業者の保有する専用線を使ってインタ

ーネットに接続する。ダイヤルアップ接続に広く用いられている PPP はデータリンク層のプロトコルなので、



TCP/IP や IPX/SPX、AppleTalk、NetBIOSなど、どんなプロトコルでも使うことができる。 

※通信速度５６Ｋbps 

CD-R（シー・ディー・アール） 

データを一度だけ書き込むことができる CD-ROM。媒体によって、650M バイトや 700M バイトといった大量

のデータを保存できます。  

CD-R はデータの読み取り方式が CD-ROM と同じであるため、ほとんどの場合、CD-R に記録されたデータは

普通の CD-ROMドライブで読み込むことができます。 

CD-RW（シー・ディー・アール・ダブリュー） 

書き換えを可能にした CD メディア。媒体によって、650MB や 700MB といったデータを書き込むことができ

ます。 

CD-R は一度書き込んだデータを消去することはできませんが、CD-RW では何度でもデータを消去して、新た

に別のデータを書き込むことができます。また、最近の CD-ROMドライブや DVD-ROMドライブは、ほとんど

の場合、CD-RW に書き込まれたデータを読み取ることが可能です。そのため、日常的なドキュメントなどのバ

ックアップに適したメディアであると言えます。 

DVD+R（ディー・ブイ・ディー・プラス・アール） 

一度だけ書き込みできる DVDの規格。 

記憶容量は片面 4.7GB です。追記型のメディアであるため、一度使用したディスクに対しても、さらにデータ

を書き込むことができます。 

DVD+RW（ディー・ブイ・ディー・プラス・アール・ダブリュー） 

書き換え可能な DVDの規格のうちのひとつ。 

DVD+RWアライアンスという団体が策定した規格で、記憶容量は片面 4.7GBです。 

DVD-RW よりも DVD-ROM との互換性が高いため、ほとんどの DVD-ROM ドライブで読み込むことができま

す。なお、DVD+RWは、DVD-RWとは互換性がありません。 

DVD-R（ディー・ブイ・ディー・アール） 

一度だけ書き込みできる DVDの規格。 

記憶容量は片面 4.7GB です。追記型のメディアであるため、一度使用したディスクに対しても、さらにデータ

を書き込むことができます。 

DVD-RAM（ディー・ブイ・ディー・ラム） 

書き換え可能な DVDの規格のうちのひとつ。 

DVDフォーラムによって策定された統一規格です。記憶容量は片面 2.6GB、両面 5.2GBのものと、片面 4.7GB、

両面 9.4GB のものがあります。DVD-RAM は、現在の DVD メディアの中で、唯一殻付き（ケースに入ってい

るもの）のメディアが存在します。殻付きのメディアを利用する場合は、ドライブが対応していなければなりま

せんが、直接メディアの記憶面に触れてしまうことがないため、汚れに強く、取り扱いが容易であるというメリ

ットがあります。 

DVD-RW や DVD+RW に比べて、DVD-ROM との互換性が低いという欠点がありますが、最近の DVD-ROM

ドライブでは DVD-RAMのメディアを読み出すことができるものが増えてきました。 

DVD-RW（ディー・ブイ・ディー・アール・ダブリュー） 

書き換え可能な DVDの規格のうちのひとつ。 

DVDフォーラムによって策定された統一規格です。記憶容量は、片面 4.7GBです。 

DVD-RAMよりも、DVD-ROMとの互換性が高いのが特徴です。 

Officeアプリケーション（オフィス・アプリケーション） 

マイクロソフト社から発売されている統合ビジネス用ソフトウェア。 



ワープロソフトのWordや表計算ソフトの Excelなどが含まれています。  

OS（オー・エス） 

Operating System(オペレーティング・システム）の略。コンピュータを動作させるための基本的な機能を提供

するシステム全般のこと。 

たとえば、メモリやディスクなどのハードウェアの制御、キーボードやマウスといったユーザーインタフェース

の処理、画面への表示とウィンドウの制御など、コンピュータが動作するための数多くの基本処理を行っていま

す。さらに、コンピュータシステムを管理するための数多くのツールが用意されています。  

PCカード（ピー・シー・カード） 

ノートパソコンに挿入することができるカード型の拡張ボード。 

LAN カード、メモリカード、ハードディスクなど、ノートパソコンの機能を拡張するための多様なカードが販

売されています。 

USB（ユー・エス・ビー） 

Universal Serial Bus（ユニバーサル・シリアル・バス）の略。コンピュータにさまざまな周辺機器を接続する

ことができる外部ポート。 

USBには、コンピュータの電源を切らずに、機器を抜き差しできるという特徴がある。 

USBのポートには、CD-ROMドライブ、ハードディスク、フロッピーディスク、光磁気ディスクなどのドライ

ブ類から、マウス、キーボードなどのインタフェースまで、数多くの周辺機器を接続することができます。 

当初使用されていた USB1.1という規格では、転送速度が最大 12Mbpsと比較的低速なものであったため、ハー

ドディスクなどの高速なドライブの接続にはあまり適しませんでしたが、現在は転送速度を最大 480Mbps まで

可能にした USB2.0という規格が登場したため、さらに数多くの対応機器が登場してきています。 

 


