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ユビキタス時代のネットワーク基盤技術「IPv6」
Administering IPv6 Services －Network Platform Technology for Ubiquitous Internet－
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Seiichi Kawamura Noriyuki Kishikawa

要　旨

ユビキタス社会を実現する技術として注目されているの

がInternet Protocol version 6（IPv6）です。1995年の標

準化確立以降「今年こそ来る」と言われ続け，なかなか市

場が爆発するまでに至っていません。しかし，BIGLOBE

ではユビキタスサービスの実現に向けて，これまで着々と

準備を進めてきました。IPv6バックボーンの構築，データ

センタのIPv6対応，運用ポリシーの策定，試験サービスの

提供などを行ってきました。BIGLOBEならではの工夫を

凝らし，かつ標準から逸脱することがないネットワークを

構築し，ユーザに満足いただけるユビキタスサービスを提

供する準備が整いました。

Technological trends have forecasted the beginning of

a ubiquitous Internet, of which the Internet Protocol ver-

sion 6 (IPv6) is expected to build its foundation.

BIGLOBE has until now designed and constructed an

IPv6 network to fit the needs of a ubiquitous Internet,

and which will meet the customer demands. The techno-

logical essence of this IPv6 network:IPv6 backbone, IPv6

data center, and operation policies will be discussed

along with the introduction of our trial services for the

consumer market.

1．まえがき

家庭内にはマイクロプロセッサが組み込まれた機器があ

らゆる場所や用途で利用されています。これまでは独立し

て存在し，各々がネットワークとして接続されることは少

なかったのが事実です。しかし，TV番組表のInternet

Electronic Program Guideや，録画したビデオを家庭内ファ

イルサーバに保存・ネットワークを介して再生する機器の

登場など，家電のネットワーク化が始まりつつあります。

これは，すなわちコンピュータがどこにでも偏在し，それ

らが情報ネットワークを介して通信するユビキタスコンピ
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ューティング社会の第一歩と言えます。

このようなユビキタスコンピューティング社会が到来す

ると，重要になるのはシームレスなアクセスとセキュリテ

ィです。たとえば，冷蔵庫で不足している材料を届けるサ

ービスを受ける場合や，外出先から家電のコントロールな

どを行う場合，これらを実現するには外から特定の家庭内

の機器へのアクセスを許すことが必要です。そのためには

グローバルユニークに機器を識別しなければなりません。

さらに，グローバルに識別できたとしても特定の許された

人からだけのアクセスにしなければ，個人の情報をとられ

るだけでなく，危険にさらされることもありえます。たと

えば，玄関の鍵の開閉などをリモートから行うことなどを

考えれば十分でしょう。

シームレスアクセスとセキュリティを両立するために最

も適したソリューションは，次のような特長からIPv6であ

ると考えています。

①　莫大なIPアドレスを割り当てができること。IPv6ア

ドレスは地球の陸地1平方センチメートル当たり2.2×1020

個。

②　IPsecを標準として実装していること。認証と暗号

化の基盤がすでに組み込まれている。

以上のように考え，BIGLOBEではIPv6基盤確立を進め

てきました。ここでその概要を紹介します。

2．BIGLOBEのIPv6ネットワーク技術概要

NECのインターネットサービスプロバイダ（ISP）

BIGLOBEは，早期の段階からIPv6サービスの実現，およ

び基盤構築に取り組んできました。IPv6はなかなか立ち上

がらないと言われるなか，様々なサービスや活動を通じて

ノウハウを蓄積し，将来サービスとして提供するユビキタ

スサービスの基盤としてIPv6のネットワークを構築してき

ました。

2.1 IPv6への取組の歴史

（1）プレフィックスの取得

BIGLOBEは2000年7月にIPv6プレフィックスを取得し

〈BIGLOBEのインフラストラクチャ〉



NEC技報Vol. 57 No. 6/2004

86

ました。日本の事業者のなかでも先行して取得しており，

2001：260：：/32がそのプレフィックスです。

（2）バックボーン構築開始

IPv6で試験サービスを提供するため，バックボーンの構

築を開始しました。次に述べる2000年10月からの試験サ

ービスをターゲットとし，スモールスタートで運用を開始

しました。FreeBSDなど汎用OSを利用してIPv6ネットワ

ークを構築する事業者が多いなか，BIGLOBEは初期段階

からIPv6ルータを利用し，今後の拡張を見据えたバックボ

ーンを構築しました。

（3）企業向けサービス専用線IP接続での試験サービス

2000年10月より，BIGLOBEが法人向けサービスとして

提供していた専用線IP接続サービスで，IPv6接続を試験サ

ービスとして提供開始しました。

（4）ADSL回線でのIPv6モニターサービス

専用線IP接続での試験サービスから2年間の間，IPv6バ

ックボーンを拡張し，2004年2月に，ADSL回線での一般

ユーザ向けIPv6接続サービスの提供を開始しました。ま

た，接続だけではなくKDDI㈱様との共同実験であるIPv6

アプリケーションモニターを同時に提供することにより，

IPv6の世界をユーザに体感していただくという企画も行い

ました。

（5）データセンタのIPv6対応

BIGLOBEのデータセンタネットワークをIPv6対応にし

ました。今後様々なサービスをIPv6で提供できるよう，

IPv4で実現している品質と変わらないものを実現するため，

BIGLOBEのすべてのデータセンタネットワークはIPv6に

対応しています。また，DNSなど基本となるサーバについ

てもIPv6対応を行いました。

2.2 IPv6網の仕組み

BIGLOBEのIPv6バックボーンは図1のように，3つの国

内IX（Internet Exchange）と2つの海外トランジットと

接続しています。

3つの国内IXと接続することによりインターネット接続

の冗長を確保するとともに，2つの異なる拠点を利用する

ことにより対物理障害を施しています。海外接続について

も冗長構成を確保しています。現在IPv6のピアリングトラ

ヒックはNSPIXP6が一番盛んなため，NSPIXP6について

は回線を2本利用し，負荷分散と冗長性を確保しています。

バックボーンを構成する機器としては，以下を採用して

います。

（1）NEC製IX5000シリーズ

・IPv6関連プロトコルの実装が優れたデータセンタ用ミ

ドルルータとして採用。

・BGP4+，OSPFv3を利用。

（2）Juniper Networks製M-series

・接続ISPの増加，トラヒック増加とともに，高い処理

能力を持ったルータとして採用。

・BGP4+，OSPFv3を利用。

（3）NEC製IX2000シリーズ

・小型ながらIPv6のスループットが高い。

・RIPng，IPv6 over IPv4トンネルを利用。

また，BIGLOBEのデータセンタネットワークを，将来

のIPv6サービスを収容する目的でIPv6対応にしました。デ

ータセンタネットワークをIPv6に対応する際の目的を，以

下のように設定しました。

①　どのサーバへもIPv6サービスが提供可能なこと。

②　IPv4の運用への影響を極小化すること。

③　コストをかけず構築すること。

目的①を達成するには2通りの方法があります。1つ目は

既存のネットワーク機器をデュアルスタック対応にするこ

と，2つ目はIPv4のネットワークの「隙間」にIPv6の島を

作っていくことです。図2では後者のイメージを表します。

ネットワーク機器をデュアルスタック対応にする場合，

図1 Internet Exchangeとの接続図
Fig.1 Connectivity to the Internet Exchange.

図2 IPv6対応データセンタの構成
Fig.2 IPv6 enabled Data Center.
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実施する。

今後の課題は，IPv6の様々なアプリケーションサービス

を提供した場合，サーバの監視は死活だけではなくプロセ

スやサービス監視にも対応することです。そのために運用

システムのIPv6対応にも着手しています。

3．コンシューマ向けIPv6サービス

IPv6のネットワークでは先にバックボーンが武装化され，

ユーザへのアクセスライン提供手段が非常に限定されてい

ました。接続性は提供できてもアドレスを払い出す方法と

なると，IPv4のようにIPCPやDHCPで取得するという方

法が未熟であったことが原因として挙げられます。

2003年 12月に“IPv6 Prefix Options for DHCP

（Dynamic Host Configuration Protocol）version 6”が

RFC3633として標準化されました。BIGLOBEではいち早

くこの技術に注目し，ユーザ宅内へのIPv6プレフィック

ス払出し方法として本技術の採用をアクセス事業者様とと

もに検討してきました。「IPv6モニターサービス」では本

技術を利用し，IPv6サービスのユーザ宅へIPv6プレフィ

ックスを固定的に割り当てています。

3.1 コンシューマ向けIPv6サービス

DHCPv6の標準化が確立したことを受け，BIGLOBEで

はコンシューマ向けIPv6サービスの提供を開始しました。

2004年2月～5月の期間で，IPv6モニターサービスとして，

ADSLeコースユーザへIPv6の試験サービスを提供しまし

た。また，接続だけではIPv6の世界を体験することは難し

いため，KDDI㈱様と共同でIPv6のアプリケーション実験

も行いました。この実験ではユーザ宅内のADSLモデムル

ータをブリッジ設定に変更していただき，Yamaha社製の

IPv6対応ルータを設置していただきIPv6接続を実現しま

した。しかし，ユーザへのアンケート結果では設定が大変

という意見が多く，正式なサービスでは「簡単な設定」で

提供することとしました。また，アンケート結果ではIPv6

を使ってリモートアクセスをやりたい，という意見が多数

あり，BIGLOBEとしても現在リモートアクセスを実現す

るIPv6アプリケーションサービスの開発に取り組んでいま

す。

リモートアクセスの一番の課題としては，「リモート」が

IPv6でない可能性が高いということです。その課題に対し

ての対策として，IPv4プロトコルをIPv6に変換するトラン

スレータを導入しています。トランスレータは単純にIPパ

ケットを変換するだけではこと足らず，アプリケーション

レイヤまで変換する必要性があります。たとえば，IPv4FTP

のPORTコマンドは，IPv6FTPではEPRTというコマンド

に書き換えられる必要があるように，どのようなアプリケ

ーションで，何をアクセスするのか，を意識した設計とな

っています。またさらに，近年のデジタルアプライアンス

の台頭に注目し，試験サービスを商用化する際のキーワー

ドの1つとしてデジタルアプライアンスをネットワークに

図2とは異なりIPv6パケットはIPv4と同じ経路を通りま

す。この場合，以下のIPv4サービスへの影響が考えられま

す。

①　SLAの低下

②　処理能力の低下

③　運用工数の増加

既存のL3ネットワークに新しいL3プロトコルを重ねる

場合，もし新しいL3プロトコル（この場合IPv6）のサー

ビスで障害が起こった場合，既存のL3サービスにも影響を

与えることになります。また，IPv6のトラヒックとIPv4の

トラヒックを同一ノードでルーティングする場合，ISPの

データセンタの心臓とも言っていいアクセスルータに思わ

ぬ負荷がかかることが想定できます。さらに，同じ経路を

通る場合，運用にてどちらが障害の原因なのか，切り分け

が生じます。上記を考慮して，目的②と③を達成するため，

IPv4ネットワークの「隙間」にIPv6を構築する方法を選

択しました。具体的には以下のように構築することにより

目的をすべて達成することに成功しました。

①　IPv4のデータセンタサービスで利用しているスイッ

チネットワークを利用する（タグVLANによりトラ

ヒックを分離）。

②　IPv6のネットワークにおいてもIPv4と同等設計指

針でネットワーク機器を冗長化する。

結果，現状のSLAを落とすことなく，かつ低コストでデ

ュアルスタック化を行うことができました。

2.3 アドレッシングポリシー

プロトコルの階層的な性質上，IPv6のアドレッシングポ

リシーは非常に重要な意味を持ちます。128bit長の空間の

うち，/32までがRIR（Regional Internet Registry）から

BIGLOBEが取得しているプレフィックスであり，近年の

IPv6プロトコルは/32以下は基本的には自由に事業者が利

用できるようになっています。

BIGLOBEでは/32の次の管理階層を/48とし，コンシュ

ーマユーザへは/64のプレフィックスを提供しています。

/32から/64の間のプレフィックスの利用方法がポイントと

なりますが，BIGLOBEでは各データセンタや拠点，およ

びアクセス回線別に/48を割り当て，解析および切り分け

が簡単になるような設計にしています。

2.4 運用ポリシー

IPv6網の運用は通信事業者間でも議論が継続されている

最中です。これまでのIPv4網で行っていた運用をIPv6で

実施しようとすると様々なハードルがあり，NMSなどシス

テム的な問題から人員スキルの問題まで克服する課題がい

くつかあります。BIGLOBEではこの課題に対する対策と

してIPv4で培われた運用技術を活かすため，IPv6バック

ボーンの運用を以下のようなルールで実施しています。

①　ルータのインタフェース監視はPing6で実施する

（IPv6トランスポート）。

②　その他運用監視系（SNMP，Syslogなど）はIPv4で
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つなぐということを考えています。

3.2 サービスに残された課題

IPv6サービスを，IPv4のサービスと同等のSLA（Service

Level Agreement）で提供し，3つのキーワードを実現す

るためには以下の課題が残されています。

①　全サービスのデュアルスタック化

②　IPv6の負荷分散対策

③　アドレッシング

IPv6はネットワークから先に進展したため，サーバ側の

デュアルスタック対応が追いついていない現状にあります。

また，負荷分散についてもロードバランサーのIPv6対応が

進んでおらず，同じアドレスを設定したサーバを2台設置

し，1台が障害になった時にバックアップ機のインタフェー

スが立ち上がるようなスクリプトを使い，冗長構成を確保

しているという現状です。

高いSLAを保証するため，および魅力あるサービスを提

供するためには，今後これらの課題をクリアしていきます。

また，アドレッシングの一番の問題点としては，利用でき

る/48の数は2の16乗の65,536個までであることです。法

人ユーザには/48のプレフィックスを提供することが基本

のため，膨大と思えるIPv6の空間も実は「今の設計ではア

ドレスが足りないのでは」との声もあります。今後柔軟に，

顧客へのアドレス割り当てを変えていく仕組みを検討して

いきます。

4．むすび

BIGLOBEでは，主に基盤の整備を進めてきました。こ

れから必要なことは普及のための努力です。IPv6は大きく

広がることで初めて一般となるプロトコルと考えています。

NECは，世の中へのIPv6普及は，比較的高価な機器（高

速なCPUをもつ）であるディジタル家電から始まると予測

しています。

これまで家電とISPは別々な領域で独自に活動してきま

した。そのため，インターネット接続の家電は，通常の家

電を購入したらすぐ使えるというわけにはいかず，IPアド

レス，DHCPサーバ，DNSサーバなどの設定や，使えない

ときのサポートなど難しさがあります。

これを解決するべく，ISP/家電メーカが集まりUOPF

（Ubiquitous Open Platform Forum）が設立されました。

UOPFは，利用者の視点から特定のISP，家電メーカによ

らず「誰でも・簡単に・安心して」利用できる「情報家

電×ブロードバンド」を共同で立案し，新たなマーケット

の創造に寄与することを目的とし，オープンな共通基盤の

確立をめざしています。ここにBIGLOBEはISPとして参

加して活動を進めています。将来のIPv6についてUOPFの

場で家電を含めた標準化を図り，BIGLOBEは業界を超え

た各社と歩調を合わせて普及を進めてまいります。

＊ Juniper Networksは，米国特許庁に登録されています。
また，Juniper Networksは，諸外国においてJuniper Networks Inc.の商

標として登録されています。
＊ M-seriesは，Juniper Networkus Inc.の商標です。
＊ JPNAPは，インターネットマルチフィード株式会社の商標です。
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