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今回

ネットワークプログラミングの基礎

UNIX + C言語によるソケットプログラミング
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全体の流れ

１．インターネットの基礎知識

２．ソケットプログラミング（接続関連）

３．ソケットプログラミング（データ通信）

４．ソケット記述子の扱い

５．ネットワークアプリの設計
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1. インターネットの基礎
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TCP/IP

TCP, UDP, IP などのプロトコルスタック

物理層

データリンク層

インターネットプロトコル（IP）

伝達制御プロトコル（TCP）

ユーザデータグラムプロトコル（UDP）

ネットワークアプリケーション
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ネットワークアプリケーション

トランスポート層（TCP, UDP）サービスを用いる

FTP, Telnet, SMTP(e-mail), Web(http)
ソケットインターフェイス(BSDソケット)

適当なプロトコル（通信規約）を決める

RFC（Request for Comment）
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トランスポート層

IP（ネットワーク層）ではパケット単位の転送のみ保障

パケットが届かない可能性（再送が必要）

送信した順序と違う順序で受信する可能性

パケット重複の可能性

上位層上位層((トランスポート層トランスポート層))で信頼性を確保で信頼性を確保
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TCP
伝達制御プロトコル伝達制御プロトコル

信頼性のあるデータ配送

ストリーム指向

コネクション型

バッファ付き転送

全二重

ユーザが下位プロトコルを意識せずに通信を行える
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UDP

データグラム配送データグラム配送

信頼性は低い（ロスト、重複、順番反転の可能性）

パケット単位での送受信

コネクション無しで使うのが普通

LANへのブロードキャストが可能

DNS（ホスト名解決）, DHCP（動的割り当て）
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IPアドレスとDNS
IPIP アドレスアドレス:: 固定長の論理アドレス固定長の論理アドレス

　IPv4: 32ビット，IPv6：128ビット

　ホストのネットワークインターフェースを識別
　 IPv4アドレスの例→192.168.1.1 

ホスト名ホスト名:: ホストを識別する名前ホストを識別する名前

　例： hogehoge.t.u-tokyo.ac.jp

DNSを使ってホスト名をIPアドレスに変換
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ポート

ホスト内での通信端点ホスト内での通信端点

同一ホスト内のサービスを区別

ポート番号ポート番号

ポートを区別するための16ビットの整数

トランスポートごとに独立トランスポートごとに独立

TCP と UDPは別（UDPポート80はhttpでないなど）
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IPアドレス+ポート番号

192.168.1.1(alpha)

25

110

80

192.168.1.2(bravo)

42

TCP

UDP

192.168.1.3(charlie)

TCP

UDP

netscape

mail

nslookup

httpd

sendmail

popd

named

クライアントクライアント
サーバサーバ
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2. ソケットプログラミング

socketシステムコール群

BSD 系UNIX由来だが既に一般的

UNIX系OSなら必ず使える

Windows系でもWinSockとして利用可能
（8回目講義）

SystemV系だとリンク時に-lsocket必要
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ソケット関連のシステムコール

接続待ちうけaccept
接続connect

接続待ちうけ準備listen
名前関連付けbind
ソケット生成socket

ソケットの前準備を行う関数群ソケットの前準備を行う関数群
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ソケット関連のシステムコール

ソケットを用いて通信を行う関数群ソケットを用いて通信を行う関数群

ソケット切断shutdown
各種設定setsockopt

記述子閉じclose
送受信（UDP）recvfrom, sendto
送受信（TCP）read, write, recv, send
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TCPの関数呼び出し順

socket()

bind()

listen()

accept()

read()

write()

close()

socket()

connect()

read()

write()

close()

クライアント側 サーバ側

bind()
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UDPの関数呼び出し順

socket()

bind()

recvfrom()

sendto()

close()

socket()

recvfrom()

sendto()

close()

サーバ側クライアント側
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2.1 ソケット記述子 の生成

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

int socketsocket (int proto_family, int type, int proto);

TCPTCP のの socketsocket生成生成

int s = socket (PF_INET, SOCK_STREAM, 0); 

UDPUDP のの socketsocket生成生成

int s = socket (PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
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socketシステムコール

proto_familyproto_family:: プロトコルファミリプロトコルファミリ

PF_INET インターネットドメイン

type: type: 通信のタイプ通信のタイプ

SOCK_STREAM ストリーム(TCP)
SOCK_DGRAM データグラム(UDP) 

proto:proto: プロトコル番号プロトコル番号

0 にすると適当にシステムが割り当ててくれる

返り値返り値: : ソケット記述子ソケット記述子（UNIX低水準I/Oのファイル記述子と同じ）

ファイル記述子:0→標準入力、1→標準出力、2→標準エラー出力
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2.2 名前付け(bind)
int bindbind (int s, struct sockaddr * name, int namelen);

s ： socket() で生成したsocket 記述子

name： sockaddr_in 構造体へのポインタ

namelen ： sockaddr_in 構造体の長さ

エラーなら0以外を返す
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sockaddr_in 構造体

// netinet/in.h
struct sockaddr_in {

unsigned char sin_len; // sizeof(sockaddr_in)
unsigned sin_family; // PF_INET
unsigned short sin_portsin_port; // ポート番号

struct in_addr sin_addrsin_addr; // IPアドレス

char sin_zero[8];
}; 
struct in_addr {

u_long s_addrs_addr; // IPアドレス

}; 
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bindの記述

struct sockaddr_in server; 
server.sin_len = sizeof(server);
server.sin_family = PF_INET; 
server.sin_port = htonshtons (80); 
server.sin_addr = htonlhtonl (0x7f000001); //127.0.0.1
bind bind (s, &server, server.sin_len);

４行目で、ポート0にするとシステムが適当にポート番号を割り当てる

server.sin_port = htons(0);
５行目はIP指定だが、通常、自アドレスなのでINADDR_ANYを用いる

server.sin_addr = htonl(INADDR_ANY);
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ネットワークオーダー

ポートやIPアドレスはネットワークオーダーでないといけ
ない

変換にはhtons（short用）、htonl(long用)を用いる

ネットワークオーダーはビッグエンディアン

バイトオーダーバイトオーダー（バイナリで表した場合のバイト並び順）

ビッグエンディアン（127.0.0.1→0x7f000001）

リトルエンディアン（127.0.0.1→0x0100007f）
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2.3 待ち受け準備(listen)
int listen listen (int s, int maxqueue);

s: socket 記述子

maxqueue： 受信受付キューの長さ

エラーなら0以外を返す

ソケットを待ちうけに用いることを指示

記述例記述例

listen (s, 32);
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2.4 接続待ちうけ(accept)
int acceptaccept (int s, struct sockaddr* name, int* namelen);

s： socket 記述子

name： 接続受理するsockaddr構造体へのポインタ

namelen： 接続受理した際の長さを格納するポインタ

戻り値は新しいソケット記述子

既にポートが他アプリで使用済みだとエラー
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accept使用例
struct sockaddr name;
int ns, namelen;
for (;;) {

ns = acceptaccept (s, &name, &namelen);
write(ns, buf, buflen);

　 　 ・・・・

close(ns);
}

socket()で生成した記述子は待ち受け専用

接続先とのやり取りはaccept()の戻り値で行う

接続先のIPやポート番号が構造体内部に返る
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acceptの注意点

accept実行するとクライアントが接続するまでプロセスが

ロックする

→　select関数でポーリングしてからaccept

acceptすると別のソケットができるので、元の待ちうけソ

ケットは続けて別のクライアントを待ちうけできる
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2.5 接続(connect)
int connect connect (int s, struct sockaddr* name, int namelen); 

s： socket 記述子

name： 接続先のsockaddr構造体へのポインタ

namelen： sockaddr構造体の長さ
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connect使用例

struct sockaddr_in server; 
server.sin_len = sizeof(server);
server.sin_family = PF_INET; 
server.sin_port = htons(80); 
server.sin_addr = htonl(0x7f000001); //127.0.0.1 
connectconnect (s, &server, server.sin_len);
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3. ソケットを用いた通信

TCPTCPははUNIXUNIXにおけるファイル低水準入出力と同じにおけるファイル低水準入出力と同じ

TCPの場合 read(), write() を使う

UDPの場合 recvfrom(), sendto()

サーバ側は accept() の戻り値の記述子

クライアント側は，socket()の戻り値の記述子
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readシステムコール

ssize_t readread (int s, void* buf, size_t buflen);

s： 記述子（ファイル記述子やソケット記述子）

buf： 読み込みバッファへのポインタ

buflen: バッファ長

戻り値は実際に読み込んだバイト数
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writeシステムコール

ssize_t write write (int s, void* buf, size_t buflen);

s： 記述子（ファイル記述子やソケット記述子）

buf： 書き込みバッファへのポインタ

buflen: バッファ長

戻り値は実際に書き込んだバイト数
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closeシステムコール

int closeclose (int s);

s: 記述子

ソケットは必ず閉じないと後で問題
→デーモンでリソースリークなど
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ソケット特有の問題

accept, connect できてしまえばTCPの扱いは
ファイル入出力と同じ

ソケット特有の問題に注意

低レイヤではパケット単位でやりとりされている

切断やエラー時のデータロスト
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パケット分割により生じる問題

ファイルの入出力の場合、read, writeで指定した
分だけ確実にやり取りできた

→　ソケットではそうならないので注意

write()で何バイト書き込めるかわからない

write()で書き込んだ区切りでread()されるとは限
らない
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ソケットwrite時の対処

void writen(int s, void* buf, size_t buflen) 
{

int len;
while (buflen > 0) {  // 全データ送信完了までループ

len = write(s, buf, len);
if (len <= 0) return;
buflen -= len;
buf += len;

}
}
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コネクション切断時の問題

write直後にcloseしたりコネクション切断発生

→データがちゃんと送られたのか？

お互いにshutdown()を行う

setsockopt()でlinger設定

終了時に一文字やり取りしてからclose
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4. 記述子の扱い

ソケット記述子は低水準入出力用

→使い慣れていない方は注意

readで読んだデータは末端が0で終端していない

char  buf [4096];
int len = read(s, buf, sizeof(buf));
buf[len] = 0;  // アクセス違反の可能性あり



39

低水準入出力

低水準入出力はバッファリングされない
→小さいデータを大量に扱うと非常に遅い

通常、行単位でデータ扱うことが多い

→ソケットだと受信データ末端が終端記号とは限らない

ソケット使うときはバッファリング処理が必須

バッファリング処理 → FIFOバッファ

F i r s t L i n e ¥n S e c o n d

パケット１ パケット２
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バッファリング処理

基本的にバッファリングは自前処理すべき

簡単に済ませる方法としてfdopen関数

int s = socket(・・・

connect(s, ・・・

FILE* fp = fdopenfdopen(s, “r+”); 　// 低水準I/Oから高水準へ

fprintf(fp, “%d”, 123);
fflush(fp);
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ポーリング処理

ネットワークアプリだと複数のクライアントが接続してくる

accept, read, writeなどでプロセスロックする

接続待ち中にも何か作業したい

→　複数のソケット記述子を監視

select関数でポーリング

μ秒単位でタイムアウトできるのでバックグランド処理も可能
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select関数

int selectselect (int nfds, fd_set* rfds, fd_set* wfds, 
fd_set* efds, struct timeval* tout);

nfds 調べる記述子の数

rfds 入力用記述子の指定（ポインタ）

wfds 出力用記述子の指定（ポインタ）

efds 例外用記述子の指定（ポインタ）

tout タイムアウトの指定（構造体内部でμ秒で指定可）
(NULL: 無限に待つ）

戻り値 入出力可能な記述子数
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select関数の使用例
fd_set rd;
for (;;) {

FD_ZERO(&rd);
FD_SET(fileno(stdin), &rd); // fileno(stdin) →0は標準入力

FD_SET(s, &rd); // sはソケット記述子

selectselect (FD_SETSIZE, &rd, NULL, NULL, NULL);
if (FD_ISSET(fileno(stdin), &rd)) ; // stdinから入力

if (FD_ISSET(s, &rd)) ; // ソケットから入力

} 

accept関数のための記述子も指定可能

→他の処理と一緒にaccept()もポーリング可能
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5. ネットワークアプリの設計

プロトコルの設計プロトコルの設計

主に二つの方針

終端記号を用いる方式

パケットサイズを用いるパケット方式
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終端記号方式

通常のテキストファイル処理と同じで適当な終端記号までを通常のテキストファイル処理と同じで適当な終端記号までを
一行とみなして行単位で処理一行とみなして行単位で処理

目で見て人間にも理解しやすい

通信エラーが発生しても回避できることが多い

データが冗長

バイナリデータの扱いが困難

G E T / i n d e x . h t m l ¥n
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データを適当な大きさのパケットに分割し、パケット先頭にデータを適当な大きさのパケットに分割し、パケット先頭に
パケット長を入れるパケット長を入れる

通信効率が良い

バイナリデータの扱いに優れる

エラー回避のためにチェックデジットの類が必須

バイトオーダーの扱いに注意

パケット方式

0a ff 5e 3f00 00e0 00 2e 10 00

パケット長
コマンド

1a

次パケット
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今後の予定

クライアントが増えてきたり、TCPコネクションを長時間張
るようなアプリケーションでは、動的なプロセス生成やマ
ルチスレッド処理が必須

→　最後の講義で取り扱う予定

次回の演習

→　ソケットプログラムの雛形を配布するので、数あてゲー
ムとして仕上げる
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