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概要 
　２０１０年ぐらいまでのIPv６初期導入段階においては、ほとんどの導入の理由が、スムーズトランジション、

強制的導入、ソリューション指向導入の３つのモデルに集約されると考えている。その中でソリューション

指向導入は、ユーザの課題を解決するソリューション機能の実現手段として考えたときに、IPv６の採用

にコストや拡張性など実現メリットを見出す考え方である。本稿ではソリューション指向導入について、

その基本的な考え方を述べ、防犯、防災、医療など総務省実証実験で実施した IPv６ソリューションの実

例をあげる。 

1. はじめに 

IPv6ソリューション 

（1）IPv6 (Internet Protocol Version 6) ： 次世代のインターネットプロトコル。 
（2）KAMEプロジェクト ： 日本でIPv6プロトコルスタックを開発する目的で設置された研究開発グループ。 
（3）IPv4 (Internet Protocol version 4) ： 現行のインターネットプロトコル。 
 

　日本は世界的にみて、IPv６ の取り組みがもっとも進んでい

ると言われている。これは産官学の連携が非常に有効に機能

しているからである。学での取り組みとしては例えばKAME

プロジェクト での成果は IPv６標準化において有力なリファ

レンスモデルとして大きく貢献したし、民では IPv６の長期的

なビジネス戦略の下、各社が IPv６の商用ルータ、商用 ISP 

(Internet Service Provider) サービスなどを次々に提供し、

より上位のバリューチェーンの需要を刺激しつつある。一方、

官は自らユーザになっていこうという姿勢をみせ、２００６年

1月に IT戦略本部から発表された「IT新改革戦略」[1]では、

電子政府システムにおいて２００８年度末までに IPv６対応をは

かるということが明示的な目標として示された。 

　官の取り組みの中で一つの重要なものが２００３年度から３年

間にわたり実施された総務省 IPv６移行実証実験[２]である。

この実験の最大かつ唯一の目標は IPv６の導入・移行のバリア

を解消し、実際に普及を進めることにあった。２００３年-２００４

年の最初の２年間は、主にどのように設計・運用すると IPv６

を技術的にスムーズに導入できるかという"How "の検討にあて

られた。ISP、大企業、自治体、SOHO／小企業、家庭などの

応用局面ごとに、既存の IPv４ のネットワークの安全性や安定

性を損なわぬように導入するための方法論が整理され、「IPv６

移行導入ガイドライン」[３]という形で結実した。これは日本

のみならず、諸外国に翻訳版のライセンスを提供するなど、日本

の先進性をアピールするという副産物も生んだ。 

　ところが、実際には主産物であるべき IPv６の実導入自体が

遅々として進まなかったことは否定できない。技術的な導入手

順が示されていても、IPv６の導入のためのモチベーションが

見えなかったことによる。そこで IPv６移行実証実験の最終年

度は、IPv６のモチベーションを検証する、つまり"What "と

"Why "を検証することに力点を置き、全国１５箇所で１５の IPv６

ソリューションを実施し、そのノウハウをまとめることにした。

そのノウハウ書が「 IPv６ソリューションガイドライン」[４]

である。 

　本稿では IPv６移行実証実験における IPv６ソリューション

の考え方や実例について解説する。まず、IPv６導入のモデル

を示し、その中でのソリューション指向導入アプローチについて

触れる。さらに地域公共分野における具体的な IPv６ソリュー

ションの例を解説する。 

（1） 

（2） 

（3） 
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2. IPv6の導入モデル 
おいては、寮全戸へVoIP電話を設置した。この機能の実現は

IPv４でも IPv６でも可能なわけであるが、工期短縮や非 IP専

門家による工事などコスト低減が主な理由となってIPv６が採

用された。また、ビルファシリティ管理システムの例[６]では

省エネや機器の統合管理がユーザにとってメインの関心事なの

であって、将来のビルのライフタイムを考慮したときにむしろ

IPv４は実現上の選択肢として不適切という結論になる。 

　これらのロジックは当たり前のようであるが、再度よく考え

てみたい。大事なのは実現機能と実現効率をわけることである。

ともすると、これらを区別しない議論が広く散見される。例えば、

次章にあげるようなIPv６ソリューションについて、IPv４で

も実現できるという意見をお持ちの方もいるだろう。その通

りである。しかし、それは実現機能の議論である。ソリュー

ション指向導入モデルでは、実現機能の議論にはバージョンの

問題は存在しない。大事なのはそれが IPv６のほうが効率よく

できるのか、コストが安くできるのか、そういうことである。 

　別の言い方をすると、ソリューション指向導入モデルの中に

何がないかということを考えてみるとよい。IPv６ならではの

キラーアプリにより導入されるという考え方は排除されている。

２０００年前後から IPv６でないとできない「何か」をずっと関

係者は探し求めてきた。結論はもはやはっきりしつつある。本

稿は「 IPv６ならではのキラーアプリ」を探す努力はもうやめ

よう、ということを提案している。 

　機能面での差ではなく、実現効率やコスト上の差だけで十分

なモチベーションになるだろうか、それだけで IPv６化が本当

に進んでいくのだろうかという疑問はわくかもしれない。確か

に個々のケースにおいてはあまりモチベーションにならず、

IPv４を採用したほうが適切な場合も多い。しかしながら、こ

れに対してはいくつかの反論ができる。 

　１つ目は歴史上の大きな技術発明の考察に基づく。それらは

少なくとも当初は効率を改善するものであったということであ

る。蒸気機関しかり、印刷技術しかり、登場当初は既存のもの

を効率よいやり方に置き換えたに過ぎないである。しかし、時

がたつにつれ、それらは基盤技術としてさらに大きなイノベー

ションを誘発するにしたがって、効率という量的な変化ではな

く、価値の創造という質的な変化をもたらした。IPv６のもた

らす効率がこれらのもたらした効率上の変化に比べて小さいと

いうことは言うまでもないが、おそらく５０年先から現在とい

うものを見渡したときに、大きくIPというプロトコルが改良

を重ねて、人間の能力を延長・拡大していったという評価がな 

　今までにも IPv６はさまざまな形で導入されてきた。筆者は

それらの事例を分析し、IPv６導入のモチベーションの仮説と

して、導入の3つのモデルを提唱している。 

(1) スムーズトランジション 

(2) 強制的導入 

(3) ソリューション指向導入 

　２０１０年ぐらいまでの IPv６初期導入段階においては、ほ

とんどの導入の理由がこの3つに集約されると考えている。

厳密に言えば、この3つは択一的ではない、例えば(1)と(2)を

兼ね備えた事例などもある。 

　(1) のスムーズトランジションはシステム更新時期にあわせ

て、IPv６に対応するというものである。更新時期での導入

であれば、追加のコストはほとんどかからない。数年前に

(株)電通国際情報サービスが最初にこの理由でIPv６を導入し、

その後、筆者の知る限りでも「とりあえず IPv６ enableにし

ておこう」という形で IPv６関連の企業を中心に広く進めら

れている。 

　(2) の強制的導入の端的な例が、アメリカの国防総省をはじ

めとする政府ネット、その後、発表された日本の政府ネット

への IPv６の導入である。前に述べたように日本では基本的に

電子政府ネットを２００８年度末までに IPv６化をはかることに

なっている。トップダウン的にこういう決め事をすることに

より、IPv６が進んでいくというシナリオである。他の各国政

府でも同様の政策が検討中という噂も聞く。 

　(3) のソリューション指向導入は、ソリューションにともな

い、IPv６が導入されていくというモデルである。ソリュー

ションという用語は単なるパッケージという意味などさまざま

な用途で用いられるが、ここではユーザの問題点を解決する

というオリジナルな意味で用いる。 

　考え方のポイントとしていくつかの重要な点がある。１つ

目は、ユーザにとっては問題点を解決するシステム及びその

機能自体が重要なのであって、それは IPのバージョンには関

係ないということである。２つ目としては、ソリューション

におけるIPv６の採用理由は実現手段のひとつとして、IPv６

が有効だからこそ採用されるということである。有効とはコ

スト削減、工期短縮、将来の拡張性向上など、さまざまな理

由がある。 

　具体例で言えば、社員寮へのVoIP ( IP電話) 応用事例[5]に 
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3. IPv6ソリューションの例 
　この章では総務省IPv６移行実証実験で行った IPv６

ソリューションのいくつかについて説明する。各節の中は

ソリューション指向導入モデルの考え方に従い、おおよそ以下

のような筋道で記すことにする。 

(1) 該当分野でのニーズをクリアにする 

(2) ニーズを解決するソリューションを提案する 

(3) 実現手法として IPv６の優位性を示す 

 

3.1 防犯ソリューション 
　昨今、学童などへの凶悪犯罪が増えており、街頭セキュリティ

の強化に関心が高まっている。街の安全を確保するためには、

警察やセキュリティ会社の対応だけでなく、住民コミュニティ

の関心と積極的な関与・参画が大事であることがわかっている。

そこで、ウェブカメラを設置し、その画像を住民に配信するこ

とになるわけだが、ここで問題となるのがプライバシー問題で

ある。通常のシステムではプライバシーをとるか、セキュリティ

をとるのか、住民が悩むことになる。 

　そこで、神奈川県川崎市で実施した本ソリューション (図1) 

では、以下のような複数のサービスをウェブカメラから提供す

ることとした。 

　 ● セキュリティ会社向けへの高精細動画サービス 

　 ● 住民向けに人型の部分だけをぼかした動画のサービス 

　 ● ウェブカメラ自体のメンテナンスサービス（動画は見れない） 

　本ソリューションではこれを IPv６のマルチプレフィックス

機能を用いて実現した。すなわち３つのサービスのそれぞれに

３つの独立したアドレスを付与し、それごとに論理的に独立し

たネットワークを重畳させるアーキテクチャを設計した。IPv４

で実現すると、IDとパスワードの管理によりサービスを分け

るような実現手法となるだろうが、本ソリューションはネット

ワークでサービスの許可・不許可を制御できるため、はるかに

柔軟でセキュアなサービスが実現できた。 

されるのは間違いないと思う。興味深い議論ではあるが、本稿

には直接の関連が薄いので、これ以上は深入りしない。 

　２つ目は IPという技術の持つ外部性である。IPネットワー

クはより多くのものがつながればつながるほど価値をもつよう

になる。また単価も下がっていくため、コスト効果が急速に高

まっていく。導入初期は真に効果の高いところから導入が進ん

でいくが、ある時期に導入効果が確認できる領域が急速に広がっ

ていくだろう。 

　３つ目に重要なのが別稿にも述べたように IPv４アドレスの

枯渇である。予測年自体は多少ぶれることはあれ、はっきりし

ているのは IPv４のグローバルアドレスは近い将来なくなり、

その際に ISPや通信業者は新規顧客が取れなくなるということ

だ。これは広い意味での事業継続性(Business Continuity 

Planning)の問題といえる。好き嫌いの問題ではなく、リスク

管理という観点で ISPや通信業者が必ず考えないといけない問

題なのである。 

3.2 防災ソリューション 
　北海道新冠町は競走馬の産地として有名なところであるが、

過去に何度も災害の被害を受けている。町を取り囲むように

して、北側から川が流れており、南側は海に面している。そ

のため、たびたび町中水浸しになるような洪水が起こったり、

釧路湾や三陸沖などの地震の際には津波も押し寄せるとのこ

とである。 

　町ではこれらの災害が起こると、町役場に災害対策本部を

設置し、災害状況の把握、避難勧告や救援物資の手配など適

切な対応をとる必要がある。従来は状況確認も住民避難場所

への連絡も人手を介するものであった。すなわち、災害対策

本部から防災無線を装備した町役場職員が上長の命令に従い、

川の水位を調査しにいったり、危険な任務を遂行していた。 

　本ソリューション (図２) は、カメラを海岸線など防災上の

主要ポイントに設置し、それを町役場やその他の場所でも遠

情報送付先ごとの振り分け機能を開発、ＩＰｖ6の各種設定簡素化を
利用して、防犯対策のための映像情報配信を安全に実施。 
 

管理組合（住人） 
への映像配信 

 

防犯監視カメラ 

危険時の 
通過時刻把握 
 セキュリティ会社 

など 
 

地方公共団体が 
街灯を管理 

 

セキュリティボックスつきマルチサービス対応街灯システム 
 

街灯 

無線LAN 
ステーション 

 

防犯ブザー 
 

図1　セキュリティタウン・サービス 

出典：総務省、文献［７］より抜粋 
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（4）IPSec (IP Security) ： 二者間通信の暗号化プロトコル。IPv6では必須となっている。 
（5）NAT (Network Address Translation) ： アドレス変換。 

隔で監視できるようにするものである。また、住民にもPDA 

(携帯情報端末) を配布し、町の拠点に設置した無線LANイン

フラを利用し、災害対策本部と住民避難場所との連絡やその付

近の状況を画像で報告するためのツールとして機能させた。 

　このソリューション機能自体に IPのバージョンは関係ない。

とくにユーザである町役場や町の人々からすれば、IPv６でも

IPv４でも関心がない。IPv６の採用理由は、実現方式としての

評価の結果である。そもそもこういう新しいシステムを導入す

る際には IPv６というもののハンディはほとんどない。むしろ

将来の拡張性を考えると、後からカメラやその他のセンサーを

増設する際にネットワークの再設計が不要である、プラグアン

ドプレイで機器の設置が容易である、などの実現上のメリット

があった。 

ＩＰｖ６の特徴である接続の容易性、維持管理のしやすさを活用し、
画像による定点観測や携帯端末による迅速かつ柔軟な情報提供、
音声通話等のシステムを構築。 

設置したウェブカメラ 
 

新冠町の海岸線 

災害情報などの提供 

防災 
監視カメラ 

防災監視カメラ 

 

消防本部 

ＩＰｖ６の特徴である安全なend-to-
endの通信機能を利用し、高い個人
情報保護機能を備え、機関をまたが
る医療連携システムを構築。  

テレパソロジー装置 
 

調剤薬局 

在宅医療 

遠隔医療 

症例検索 

3.3 医療ソリューション 
　e-Japan計画でもあげられているように医療分野の IT化は、

地域医療の充実、病診連携による医療の質の向上と保険医療費

の削減などの目標を達成するために、必須の課題である。和歌

山では医療のための連携プラットフォームを構築し、その上で

レセプト（診療報酬請求）データベース、テレパソロジー、在

宅医療などいくつかのアプリケーションを実験した。例えば、

テレパソロジーは体から採取した細胞を数少ない病理専門家が

遠隔で診断する仕掛けである。手術の際に切り取った切片を手

術中に専門家に診断してもらうことにより、より正確で効率的

な手術や治療が可能となる。従来はネットワークとしては

ISDNが中心だったテレパソロジー装置も徐々にブロードバンド

対応が進みつつあり、実証実験ではそれをIPv６で実現した。 

　本ソリューション (図３) での IPv６のメリットはセキュリティ

である。純粋に通信仕様としてみた場合には IPv６のセキュリ

ティ仕様の優位点は IPSec という暗号化通信が標準という点

にのみにある。しかし、実際的、運用的に考えると、NAT を介

さない通信という意味で多くのセキュリティ上のメリットがあ

る。まず、通信する２端末間でのセキュリティが確保できると

いうことである。これをエンドツーエンドセキュリティと呼ぶ。

IPv４の場合はそのセキュリティパスをNATが寸断してしまう

ので、実現が難しい。また、NATがないため、データベース

アクセスログを端末レベルで行おうとする際に通信相手の解析

が容易だというメリットがある。IPv４のNATを介す通信では

ログだけ見てもどの端末からアクセスされたのかが識別でき

ない。 

　また、今回の実験では実施しなかったが、医療連携プラット

フォーム上で利用者が異なり、セキュリティレベルが異なるよ

うな複数のサービスが乗りあう場合に、３.１でも述べた IPv６

マルチプレフィックス技術が役に立つであろう。 

図２　防災情報収集サービス 

図３　地域医療ネットワーク 

（4） 

（5） 

出典：総務省、文献［７］より抜粋 

出典：総務省、文献［７］より抜粋 
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3.4 環境ソリューション 
　鳥取県の環境研究所ではさまざまなセンサーを用い、環境

データを計測している。実際、この地方は特に中国大陸の大気

汚染や黄砂の影響などを受けるため、継続的な計測が重要だそ

うだ。現在、鳥取市や米子市など、県内の数箇所にセンサーが

設置されている。設置台数が少ないが、これは主にセンサーの

値段が理由である。プロフェッショナルユースのセンサーは値

段も数百万円以上と高く、そう何台も買えるものではないとの

ことであった。一方、県や住民の要望では同じ市内でも町中と

か山の上とか、さまざまな箇所で計測してほしいというものが

あがっているという。 

　そこで本ソリューション (図４) では移設型のセンサーを試

作し、それを県中にはりめぐらされている県情報ハイウェイ上

のさまざまな場所で使えるようにした。IPv６のプラグアンド

プレイにより、移設はきわめて容易になった。また、本実験で

は実際には行わなかったが、モバイル IP（＝固定アドレス）

を利用することにより、移設してもサーバー側の設定は変える

必要がないというメリットも享受できるかもしれない。 

3.6 自治体サービス 
　総務省実証実験では自治体サービスとして東京都台東区や

大阪市を対象に、議会中継サービス (図６)、プッシュ型情報

配信や、キオスク型の住民相談システム等を行った。議会中

継サービスは、区役所の職員の端末に議会の様子をTV放送

レベルの画質で生中継するというサービスである。特に関連

議案の審議の際に職員がきちんと議論の詳細を見ておきたいとい

う要望は強いらしい。実際、利用者のアンケートによると９０％

が議会の内容や状況を把握できるに十分な臨場感を本システム

が提示できたと考えることができる。 

　実現手段としては、IPv６マルチキャストを用いた。マルチ

キャスト自体は IPv４でも動作するものの、IPv６の場合はアド

レス領域を意識しない、NATの考慮が不要、などで、設計や

運用の手間が省ける。 

図４　環境モニタリング 

図５　テレメータリング 

3.5 テレメータリング 
　LPガスメータの遠隔検針の実験も行った (図５)。ガスメー

タの遠隔検針は巡回検針員の人手の節約という点もあり、実は

かなり昔から行われている。が、そこでの大きな問題は、アナ

ログ電話、ISDN、ADSL、光ファイバーなど、通信環境に合わ

せてさまざまな開発を行わなければならなかったことにある。

また、IP電話が普及することにより、電話のオプションサービ

スであるノーリンギング着信サービスが利用できなくなるとい

う懸念もある。LPガス会社としては IPというプロトコルの将

来性を想定し、すべての家庭に対応できる、経済的に利用でき

る、工事が簡単にできる、住宅に影響が少ないなどの目標を考

え、IPv６で開発した。 

　もうひとつの課題としては単にメータを読み取るだけでは投

資した設備に見合う経済効果が得られないということがある。

IP化することにより、さまざまなアプリケーションも重畳でき

るようになり、例えば「みまもりサービス」のような複合サー

ビスの提供も視野に入れて、検討が進んだ。 

出典：総務省、文献［７］より抜粋 

出典：総務省、文献［７］より抜粋 

ＩＰｖ６のプラグアンドプレイ機能によるＩＰアドレスの固定化機能
を利用し、遠隔メータ検針の遠隔監視システムを構築。 

ＩＰネットワーク網（ＩＰｖ６網） 

非ＩＰネットワーク網 

シリアル通信 

ガスメーター 

ＩＰｖ６のプラグアンドプレイ機能を活用
し、希少センサーの効率的使用のた
めのセンサー簡易移動システムを実現。 

データベース 
センサー 

センサー 

簡易移動 

（鳥取環境大学撮影） 
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● 株式会社インテック・ネットコア 
　代表取締役社長 

荒野　高志 
ARANO Takashi

　２０１０年までの IPv６初期導入段階においては、導入理由を

分析した上で導入戦略を考えることが重要である。筆者は本稿

で IPv６導入の３つのモデルを提唱した。その中でもソリュー

ション指向導入モデルは実現手法として IPv６の有効性を認め

ていこうという考え方であり、第３章で説明した実例はソ

リューション指向導入モデルの考え方に従い、IPv４でも実現可

能な機能を、ある場合はより効率的に、ある場合はよりセキュア

に、また将来の拡張性をにらんで、IPv６で実現した。これらの

例はそれ自体横展開できることもひとつの目標であったが、そ

のソリューション自体に限らず類似のアイデアを他分野に展開

していくなど、広く応用されていくことを意図して実験が企画

された。本稿や「IPv６ソリューションガイドライン」がIPv６

導入へのひとつの目安となり、IPv６の実利用が進んでいくこ

とを願っている。 

図６　区議会中継サービス 

出典：総務省、文献［７］より抜粋 

ＩＰｖ６の特徴である複数拠点への配信機能を本格的に活用し、
高画質動画配信を行う議会中継システム を構築。 

職員PC


