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レスの市場取引の仕組みの整備など

を行うことで、今まで割り当てた中

からの再調整をすることが考えられ

ているが、絶対的な供給不足の前に

は、せいぜい２～３年の延命に過ぎ

ない可能性が大きく、また、市場取

引の開始によるインターネットアド

レスの財産としての認識とそれに伴

う会計措置、課税などが大きな問題

になることと合わせて本格的な解決

にはならないとされる。

本格的な解決には、既に新規格と

して仕様の制定、機器への実装が行

われているInternet Protocol version

6（IPv6）への移行が必須である。

IPv6は、既に広く使用されてい

る端末のオペレーティングシステム

やルータなどでは実装が行われてお

り、一部のISPでも商用のサービス

が開始されている。特に日本では、

フレッツやNGNなどのベーステク

ノロジとしても使用され、隠れた場

所では多く活躍している実績のある

プロトコルである。

しかしながら鉄道線路の規格や、

電力のコンセントの規格と同様に、

現在の仕様に問題があるからといっ

て、ここまで広がってしまった通信

プロトコルを取り替えることは容易

ではない。

インターネットが現在主に使用し

ているプロトコルは、IPv4である。

インターネットの歴史を紐解くと、

IPのバージョン１から３までがどの

ようなものであったかを見出すこと

ができるが、ともかくも実用に供さ

れ、広く世界で使用されているのは、

バージョン４である。32ビット、す

なわち４オクテットのアドレス体系

を持ち、シンプルな設計となってい

るプロトコルであるところの IPv4

は、非常な成功を収めている。しか

しながら、最初は米国の国防総省が

研究のために始めた実験用のネット

ワークで用いられるために設計され

たこのプロトコルは、現在の大成功

を見据えて設計されたわけではない

ため、原設計から30年ほどを過ぎた

現在、多くの設計上の課題を抱えて

いる。その各種の問題のなかでも致

命的なのが、アドレスの枯渇である。

図１に示すように、IPv4アドレスは

ここ数年以内に全ての割り当てを完

了する見込みである。割り当てが終

了してしまった後の対策としては、

現在は公式には禁止されているアド

インターネットで現在主に使用されているプロトコルはInternet Protocol version 4（IPv4）であるが、西暦2010年から
2012年頃以降、新しいアドレスを取得することが困難になることが予測されており、「IPv4アドレス枯渇問題」と呼ば
れている。NTTコミュニケーションズ先端IPアーキテクチャセンタでは、この問題に対する対策について世界でも先端
的な取組みを実施しているのでご紹介したい。
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図1 IPv4アドレスの割り当て状況（http://ipv4.potaroo.net/より引用 ）

IPv4IPv4アドレス枯渇問題アドレス枯渇問題

NTTコミュニケーションズ株式会社
先端IPアーキテクチャセンタ
ネットワークプロジェクト

宮川　晋

http://www.bcm.co.jp/


IPv6の普及を目指すためにいろ

いろとしなければいけないことは、

技術面、制度面、経営面からも当然

ではあるが、それに合わせて、枯渇

していく IPv4アドレスをなんとか

することにより、IPv4という技術

の「延命」をしながら、IPv6への

スムースな移行を実現する必要があ

る。すなわち当面の目標として、

IPv4とIPv6の並存（Dual Stackと

よばれる）を実現する必要がある。

しかしながら、完全な形での延命は

不可能であるので、あくまでもIPv6

へインターネット全体をなるべく早く

移行していくことが求められているこ

とは、改めて注意しておきたい。

●端末がv4を必要とし続ける

IPv4アドレスがなくなるのである

から、IPv6へ強制的に移行すればよ

いではないか、というアイデアもあ

るのだが、実際はかなり困難である。

最大の理由は、既に稼動している機

器でIPv6をサポートしていないもの

が数多くあり、その少なからぬ割合

がバージョンアップも不可能である

こと、また、現在販売されている機

器であっても、IPv6を実装してはい

るが、IPv4も接続しないと動作しな

いものがあることがある。

前者の例を具体的に挙げれば、最近

多く販売されているインターネット接

続を持った家電製品をあげることがで

きるだろう。家電製品はライフサイク

ルが短く、将来にわたってのソフトウ

ェアのバージョンアップが保障されて

いると考えられるものはあまりないの

ではないかと思われる。

・特にXPはIPv4が必要

また後者の例を具体的にあげれば、

Windows XPをあげることができる。

Microsoft社が現行のクライアント

OSとして販売しているVistaはCPU

への負荷が大きく、最近流行してい

る安価なPCでは体感速度が遅くな

りすぎるとして採用を見送り、

Windows XPでもまだサポートが残

置されているHome Editionを採用し

ている例が数多い。

Windows XPではIPv6がサポート

されており、適切にIPv6を接続する

と、たとえば、Internet Explorerか

らIPv6対応のウェブページを閲覧す

ることができる。しかし、たとえば、

このウェブページがhttp://www.

afo.com/というURLであったと仮定

した場合、このwww.afo.comという

ドメイン名を、実際のIPアドレスに

変換するために使われるDNSシステ

ムへの問い合わせがIPv4でしかでき

ない、という仕様となっている（ち

なみにWindows Vistaでは、この問

い合わせをIPv6ですることができ、

IPv6だけ、でのオペレーションが可

能である）。

すなわち、2009年６月現在販売

されているWindows XPマシンが

エンドユーザーで使用されている限

り、少なくともDNSをIPv4でアク

セスさせることが必要となる。我々

の経験から言えば、あるOSが真に

使われなくなるまでには、販売停止

から数えて数年から 10年かかる場

合もあると考えており、2012年頃

には確実とされる IPv4アドレス枯

渇が現実となった場合に、これら

Windows XPパソコンの存在は大き

な課題として残ることは確実であ

り、実質的にサポートとしての後方

互換性の確保を、我々にいわば「義

務付ける」ことになるものと思われ

る。

・アプリケーション側の問題

また、OSやネットワークが対応

したとしても、アプリケーションの

IPv6対応の速度も重大な問題であ

る。ウェブを代表とするような各種

のサーバや、VoIPなどのアプリケ

ーションソフトウェアの IPv6対応

は、なかなか進んでいないのも事実

である。これは鶏と卵の問題であり、

IPv6が普及すればアプリケーショ

ンの対応が加速するし、逆にアプリ

ケーションが対応しなければ IPv6

に移行しても、意味があるものとな

らない。

IPv4アドレス枯渇対策を技術面

から概観すれば

（1）IPv4サービスの延命

（2）IPv6サービスの導入

（3）IPv6への誘導

（4）IPv4の終了

ということになるわけだが、（1）か

ら（3）までを急ぎ行い、（4）は、か

なりあと、たとえば10年後になるこ
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品に導入されているものと比して、

非常に大きな規模なものとなること

が想定される。このため、これを大

規模NAT（Large Scale NAT）と呼

ぶことになった。ちなみに、この案

がコミュニティで語られた当初は、

キャリアグレードNAT（Carrier

Grade NAT:CGN）と呼ばれていた

ため、いろいろな資料ではCGNと呼

ばれていることがあることをご承知

置き頂くと良いだろう。

一般の家庭における環境では、

FTTHサービスをNAT機能付きの

家庭用ルータで受けて、家庭内

LANを介してPCを接続させる形態

が多くなってきていると思われる

が、家庭用ルータでのNATに加え

て、上流でNATをもう一段入れる

ので、このアイデアは、“Double

NAT”あるいは“NAT444”（IPv4

→v4→v4と変換するので444とい

う）と呼ばれることもある。

この図だけをみると、複数のユー

ザーでひとつのv4アドレスを共有

できるのだから、v4アドレスの枯

渇に対しては、非常に有効であるこ

とが理解できると思うが、実は、こ

の形体のインターネットアクセスに

は、たとえば以下に挙げるような問

題が存在している

（1）セッション数制限

（2）P2P通信対応

（3）LSN自体の運用性

インターネットの通信トランスポ

ートとして非常に多く使用されてい

るTCPプロトコルは、２オクテッ

トのポート番号を使って、同一のホ

スト上での複数のアプリケーション

とが考えられる。すなわち、しばら

くの間は「延命された」IPv4サービ

スと、IPv6サービスの二つを並列し

てサービスすることが妥当である。

これをデュアルスタックと呼び、こ

のサービス形態の期間に、ユーザー

機器やアプリケーションをIPv6へ誘

導する施策を実施するというのが望

ましい形態となることがわかる。

以下では、IPv4の延命がどうい

うものであるか、また、それにまつ

わる課題と解決策について述べる。

また、IPv6のスムースな導入につ

いて述べてみたい。

IPv4アドレスがなくなるという

前提で、サービスを延命するために

は、「複数のユーザーでひとつのア

ドレスを共有する」という方式しか

ありえない。インターネットでは、

エンドユーザーに IPアドレスをひ

とつ以上割り当てるというのが大原

則であったので、これは非常に大き

な変革である。

具体的には図２に示すように、

FTTHやADSLなどのアクセスを集

約するAccess Concentratorから

ISPの出口の間のどこかに、複数の

ユーザーにアドレスを共有させるた

めのアドレス変換装置（Network

Address Translator: NAT）を導入

する。ひとつのノードで 1000ユー

ザー単位の集約が行われることも普

通であるので、このNATは家庭用

ルータや企業のファイアウォール製
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通信を識別する。２オクテットで表

現できる数字は0から65535までで

あるから、仮に、ひとつのホストか

ら同一の対地アドレス、対地ポート

番号に向かって通信が行われたと仮

定すると、最大セッション数はこの

数字すなわち約６万あまりになると

いうことが理解できるだろう。しか

しながら、今、本稿で論じているよ

うにLSNが導入されていると仮定

すると、本来ひとつのホストで使用

することを前提に割り当てられた

IPアドレスを複数のユーザーで共

有していることから、たとえば、

LSNで5000ユーザーでひとつのア

ドレスを共有していると仮定してみ

ると、１ユーザーあたり、最悪の場

合には６万を５千で割った値、すな

わち 12程度のセッション数で頭打

ちになることが理解できる。このセ

ッション数が頭打ちになるというの

は、図３に示すように、NATを通

過する通信が、ある一定量の限度で

頭打ちになるということである。

・セッション数を制限した場合

また図３は、セッション数を制限

するとどういうことを引き起こすの

かを示す、我々の環境で行った興味

深い実験結果である。このテストで

は、PC端末とインターネット回線

の間に、TCPの同時接続数を制限

する機器を挿入し、インターネット

上のウェブページを閲覧する場合へ

の影響を調べた。

まず比較のために、最大接続数を

30とした場合に、Googleの地図を

閲覧している場合を、図４に示す。

ここでは特に問題を生じているよ

うにはみえない。

しかし、ここで最大接続数を 15

に制限してみよう。すると図５に示

すように多くの「穴」があく。

これは、実は Google MAPが

AJAXと呼ばれる技術を使用してお

り、情報を高速にウェブサーバから

ブラウザに向けて転送するために、

複数のTCPセッションを同時に多用

しているのだが、ウェブサーバと端

末の間にTCPのセッション数を制限

するための機器が存在しているため、

セッション数の制限に達してしまい、

何かの理由で少しだけでも遅れてし

まったTCPセッションは、確立する

ことができずにいる状態になってい

ることから起こる現象である。

すなわち、現在のインターネット

環境において、LSNを導入してアド

レスを複数のユーザーで共有するこ

とにした場合、ユーザーの収容数に
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ョン数の頭打ちは、NAT機器上の

メモリで保持できる状態数や処理性

能に限界に達することから発生する

のだが、LSNにおいては、たとえ

どんなに多くのメモリを搭載させて

も、また、どんなに高速な処理をさ

せることができたとしても、TCP

の仕様そのものから引き起こされる

ということであり、IPv6の導入に

よる根本的な解決策が必要となる所

以である。

LSNは現在開発途上の機器であ

り、完成された製品として市中に存

在しているわけではない。IPv4枯

渇が数年以内に確実になっているこ

とから、筆者たちのチームでは、世

界中のネットワークプロバイダー

や、ベンダーと協調しながら仕様の調

整を行いながら開発を進めている。

2009年５月の本稿執筆現在では、

日本やアメリカなどでいくつかのベ

ンダーがLSNの開発を進めており、

そのうちのいくつかのプロトタイプ

については我々のグループによって

実機テストが行われている。具体的

な商品構成、性能などは未だ公表で

きる段階にないが、性能面では、一

定のレベルに達しており、v4枯渇

が深刻な問題になる頃には、オペレ

ーション機能やバックアップなども

含めて、安定化された機器として導

入できる見込みである。

・LSN導入時の注意点

またLSNの導入に伴い、たとえ

ばNTTコミュニケーションズ（以

下、NTTコム）のOCNのような

ISPのサービスノードの構成には、

かなりの変更が必要になるため、ル

ーティングアーキテクチャやバック

アップの構成などを再設計する必要

があるが、これは現行の設備構成か

らの兼ね合いもあるので、どのよう

な設計が良いかは、それぞれのISP

で異なるものと思われる。

注意点としては、バックアップ構

成の作り方、特に冗長系を構成した

ときの状態の引継ぎや、LSN周辺

の機器がパケットを迂回させたとき

の協調動作などを、充分考慮した設

定にすることなどがあげられる。

また顧客に対しては、アプリケー

ションに対してどのような影響が出

るのかを説明し、理解を得ること、

およびサポートの体制を整える必要

があるだろう。

よっては、Google MAPのように極

めて広く利用されているウェブペー

ジの閲覧に深刻な影響がでることに

なる。我々の調査では、Google MAP

以外でも広く利用されているウェブ

ページにおいて、100～300程度の

TCPを同時使用している例が多数発

見されており、LSNの導入と、その

パラメータの設定には非常に注意が

必要であることがわかっている。

また、最近利用が増えているオン

ラインゲームなどでは、uPNPによ

るNAT越えの技術が良く使用され

ているが、NATが二段に入るLNS

環境下では、利用が不可能あるいは

極めて困難になることが予想されて

おり、VoIPの性能低下や各種アプ

リケーションへの影響があるものと

考えている。

・解決はIPv6の導入しかない

改めて注意しておかなければなら

ないのは、通常、このようなセッシ
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LSNの導入に並列して、IPv6を

導入する計画を行う必要があるが、

いきなり現行の伝送路に IPv6をそ

のまま流してサービスを行うことが

難しい場合も多い。

また設備は対応できたとしても、

顧客側にある機器、具体的には家庭

用ルータやPCで直接にPPPoEを

終端している場合には、そのPCで

IPv6サービスをそのまま利用でき

ない場合もあるだろう。

このような場合に、Step By Step

の IPv6を導入するために有力な手

段となるのがSoftwireと呼ばれる

技術である。

Softwireはインターネットの標準化

団体である、IETFのSOFTWIRE WG

で標準化が進められた技術である。厳

密に言えば、SOFTWIRE WGでは、

これから述べるHub-and-Spoke model

以外の議論も行われていたが、ここで

対象としているのは、既存のIPv4網

にIPv6をトンネルで通すことのでき

るモデルである（図６）。

Softwireに使用するためのトンネ

ル技術としては、技術的可能性はい

ろいろと存在していたが、標準とし

て採用されたのは、L2TPプロトコ

ルを使って IPv6パケットを IPv4の

上で流通させる方式である。

NTTコムでは、この方式の標準化

制定に関しても、基本部分から関与

し、2005年より「OCNIPv6」のブラ

ンドで、いち早く商用化している。

OCNIPv6は、既存のOCNユーザ

ーであれば月額315円（税込）でオ

プションとしてご利用いただくこと

ができる（他の ISP利用者でも250

円＋消費税でOCNバリュープランに

ご加入いただくと利用可能）。詳細は

http://www. ocn.ne.jp/ipv6/をごらん

頂きたい。Windows XPおよびVista

を標準サポートし、それ以外のOS

でもブログに情報を提供している。

ひとつの可能性として、IPv4だ

けのネットワークから、IPv6への

移行をステップ毎に進める移行方法

があるので紹介する。この方式は、

筆者が IETFのテクニカルプレナリ

で発表したものであるが、NTTコム
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準サポートしているし、FreeBSD

では標準のPortsコレクションに

OCNIPv6用のキットが格納されて

いるほか、L i n u xや A p p l e社の

MACでの対応のやり方などについ

て、NTTコムのブログページから

参考情報を入手することが可能だ。

図ではWindows端末を例にして、

Softwireを端末自らで終端している

ほか、Windowsに搭載されたルー

タ機能である ICSを利用すること

で、PCが接続されたLAN全体を

IPv6化できることも示している。

この状態にするために、顧客側のハ

がそのまま実行するかどうかは別に

して、非常に現実的な移行案である。

まず最初は、全てがIPv4だけでで

きているところからはじめる（図７）。

インターネット、インターネット

と ISPの境界にあるEBGPルータ。

ISPの内部のバックボーン。そして、

FTTHやADSLなどを集約する集約

装置。各ユーザーをつなぐ線の先に

宅内の設備があり、その全てが v4

だけを流している状態である。

この状態から IPv6をバックボー

ン部分に導入し、LSNを装備する

（図８）。

既に、バックボーン用のルータ装

置などへの IPv6の実装は永年行わ

れており、高速化・安定化も充分と

考えられ、また、バックボーンでは

パケットが単に流れていくだけで、

インテリジェントな処理はないた

め、この部分への IPv6導入は極め

て容易である。この状態だけでは端

末にIPv6はまだ届いていないため、

たとえウェブページ側が IPv6に対

応していたとしても、制限のある

IPv4を利用することしかできない

ため、上記のセッション数制限問題

が発生してしまう可能性があるほ

か、uPNPを利用したオンラインゲ

ームなども動作に制限が出る可能性

も考えられる。

そこでSoftwireサービスを開始

する（図９）。Softwireは標準に則

ったプロトコルを利用することで、

多くの機器で終端することができ

る。繰り返しになるが、たとえば、

NTTコムのOCNIPv6サービスの場

合では、Windows XPとVistaを標
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ードウェア、OSの投資が基本的に

ないことに注目していただきたい。

すなわち、たとえばユーザーが

Vistaを使用していたとすれば、必

要な対応作業は対応するためのコン

フィギュレーションを行うことだけ

である（Vistaの場合は、NTTコム

のサポートツールはコンフィギュレ

ーションを容易にするためのヘルパ

ーであって、OS自体がOCNIPv6

と通信できる。XPのサポートツー

ルは、XPの機能を拡張するものと

なっている）。

この状態で、集線装置から下を順

次ネイティブの IPv6パケットが流

れるように改造し、最終的に顧客ル

ータを IPv6対応のものとすること

ができればデュアルスタックサービ

スへの移行が完了する（図10）。引

き続きSoftwireサービスも併用す

ることで宅内ルータ置き換えを、ユ

ーザー都合で非同期に行っていくこ

とも可能である。

IPv4のサービスの移行が完了し、

世界中の機器の置き換えが進むには

10年以上の年月がかかるであろう

ことから、筆者はこの状態が IPv4

アドレス枯渇が深刻化してからしば

らくの間、たとえば 2020年くらい

までは続くものと考えており、図

11に示すような最終形であるとこ

ろのv6だけのネットワークになる

までには、まだまだ課題も多い。

NTTコムでは、v4枯渇という問

題に対し、さまざまなお客様や関係

者の方々に円滑な移行を提供するよ

う努力しており、機器の検証、アプ

リケーションの対応など課題を解決

しながら、お客様にとっての価値を

最大にできるよう努力しているとこ

ろである。
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