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IPv６を利用した 
地域デジタルミュージアム構想 

The Concept of Community Digital Museum utilizing IPv6
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概要 
　IPv６を利用した市民学習システムを構築し、地域デジタルミュージアム構想の実証実験を行った。地

域デジタルミュージアムは、地域の様々な文化的財産にアドレスを振り、それらをユビキタスな環境で

学習利用することを目指している。実験では、eラーニングによる在宅学習と移動体端末を使用した現

地学習を組み合わせて、ユビキタスな野外学習を行った。無線LANスポットと携帯電話網でIPv６を使用

し、屋外の通信環境に応じて柔軟なネットワーク利用を行った。結果は、学習参加者からユビキタスな

学習環境について好感を得、IPv６を利用した学習システムの可能性を感じさせるものであった。また、

現状では IPv６とIPv４を併用するために、システム構築に際して対応が必要であった。本稿では、学習

システムにIPv６を利用するにあたって、実証実験から得られた知見と将来構想について報告する。 

1. はじめに 

2. 地域デジタルミュージアム構想 
　地域には自然・史跡・生活に根ざした有形・無形の「宝」

が多数存在する。このような宝は、市民が地域を再認識する

ための身近な知的資源（学習財）といえる。地域デジタル

ミュージアムは、地域の人々が地域を再発見・発信し、学習

者との知識交流を通じて地域づくりに参加する仕組みである

（図1）。その内容は、学習財に地域の人たちの手で IPアドレ

スを付け、地元ならではの多面的な情報を付加してアーカイ

ブ化する。同時に、インターネットを通じてワールドワイド

の公共財産として共有する。アーカイブ化された学習財は、

インターネットを通じてｅラーニングに利用するとともに、

IPv6ソリューション 

　２００３年末に日本におけるインターネットの人口普及率が

６割を超え (文献[1] p.２８)、情報収集やショッピングだけでな

く、ｅラーニングのツールとしてもインターネットが利用さ

れている。大学講義のオンデマンド学習、外国語学校の在宅

学習、社内教育のウェブベーストレーニングなど、インター

ネットを利用した学習基盤が普及している。そのような学習

基盤の先駆けのひとつに、「インターネット市民塾」がある 

(文献[1] p.４０, [２], [３], [４])。インターネット市民塾の学

習講座では地域住民ならではのコンテンツが発信され、地

域の学習コミュニティから市民の知識発信・交流へと成長

している。 

　本稿では、地域の学習基盤としての地域デジタルミュージ

アム構想について説明し、IPv６( Internet Protocol version 

６) を利用した市民学習システムと学習実験から得られた知見

について報告する。 

　実験は、インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティ

クス社、インテック社が、インターネット市民塾および富山大

学人間発達科学部教育情報システム講座と共同で、立山信仰ゆ

かりの富山県立山町芦峅寺（あしくらじ）地区で実施した。 
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3. 実証実験 

現地を訪れて体験することも可能とする。地域の人々は、現地

を訪れた人に対して「市民学芸員」となれるよう自分たちの地

域を再確認し、地域づくりに参加する。これら地域学習財の蓄

積と共有の仕組みが地域デジタルミュージアム構想である。 

　ユビキタス時代には、あらゆる場所でネットワークに接続し

て情報アクセスが可能となる。ネットワークを活用することに

よって、市民が自ら地域の学習財を再発見・発信し、訪れた人

たちが学習財に身近に触れ、知識を共有し合うことで、ネット

ワークを通じた新しい地域価値の創造と地域づくり・人づくり

が可能となる (文献[５])。 

3.1 学習講座 
　学習テーマに「立山信仰」の重要行事である「布橋灌頂会」

（ぬのばしかんじょうえ）をとりあげ、「ふるさと学習講座」

を開催した。「布橋灌頂会」は、約１３０年間途絶えていたが、

１９９６年に一度再現され、２００５年に９年ぶりに復活した行事

である。このときの記録映像を現地学習の動画コンテンツとし

て利用した。 

　参加者を一般募集し、３３人（うち児童４人）の参加があっ

た。学習の進め方は、在宅のeラーニングによって「立山曼荼

羅」や「布橋灌頂会」の学習コンテンツを学習し、現地学習の

日に参加者が現地に集まって学習した。参加者は、立山信仰ゆ

かりの史跡をめぐり、市民講師から解説を聞き、移動体端末に

送られてくる学習コンテンツを参照しながら学習した。 

　現地学習では、後述するユビキタスな学習スポット（ユビキ

タスラーニングスポット）で IPv６移動体端末を使用した。移

動体端末を使用することで、史跡の説明だけでなく、過去の行

事の擬似体験や地元の生活に根ざした周辺情報を得るなど、多

元的な学習が行える。 

3.2 システム概要 
　市民学習システムは、現地の史跡に設置するユビキタス

ラーニングスポットおよびネットワークカメラスポット、セン

ター施設に設置するコンテンツサーバから構成される（図２）。

また、移動体ネットワークを利用して、無線LANスポットの

ない場所での通信を行う。移動体ネットワーク接続と無線

LAN接続によるユビキタスな学習環境を構築することによっ

て、地域をまるごと博物館のように見立てて学習することが

可能である。 

　ユビキタスラーニングスポットは、IPv６で通信できる無線 

図1　地域デジタルミュージアムのイメージ 

ユビキタス時代の地域デジタルミュージアム 
（ ５年後の実現イメージ） 

「出かけてみよう」 

eラーニング 

現地で解説 

ネットで解説 

ＰＤＡ、次世代 
携帯電話など 

事前学習 

デジタルミュージアム 
アーカイブ（自己増殖型） 

「感動を 
　伝えよう」 

観察、発見の 
成果を記録 

社会教育施設等での学習 

出典：総務省 文献［6］ p.322

ユビキタスラーニング 
電子的な標識を感知したり 
自らの発見・感動をもとに、 
野外での学習ポイントを見つけ 
関連する教材や人に 
その場からアクセス 
感動や発見を発信 
 

地域の宝＝学習財 
地域を再認識する身近な知的資源 
地域の自然、史跡、生活・・の宝を 
まるごと「学びの博物館」 

地域のみんなが学芸員 
（市民講師） 

市民講師による 
地域の「宝」を発信 ジュニアリーダが自ら 

ミュージアムを育てる 

市民講師や学びの 
仲間との知識交流 

観察、発見 
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グローバルアドレスを使用して通信する。 

　ユビキタスラーニングスポットおよびネットワークカメラス

ポットでは、CATV網を経由してインターネットに接続する。

実験で使用したCATV網のネットワーク機器は IPv６に対応し

ていないため、IPv４通信はそのままインターネットと通信で

きるが、IPv６通信はそのままではできない。そのため、現地

スポットからセンター施設との間にトンネリングによって

IPv６通信路を設定し、センターを経てインターネットと通

信する。 

　センター施設では、コンテンツサーバから在宅学習コン

テンツ、現地学習コンテンツを蓄積・発信する。また、知識交

流のための掲示板システムや観察情報登録システムが稼動す

る（図３）。コンテンツサーバは、移動体端末と IPv６通信す

るとともに、在宅PCからの IPv４通信と IPv６通信の両方と通

信可能である。観察情報登録システムは、現地体験の様子や現

地で発見した事柄を写真に撮り、コメントを付けてサーバ上の

地図に貼り付けるシステムである。地域で新たに発見した情報

を参加者同士で共有することができ、学習財の自己増殖と共有

に活用する。 

　コンテンツサーバでは、位置情報と学習財を管理するととも

に、一般的なWWW (World Wide Web) サーバ、動画サーバ

を使用して、IPv６通信と IPv４通信の両方でコンテンツを配信

する。 

 

LANスポットである。移動体端末でGPS (Global Positioning 

System) を使用して位置検知を行い、無線LANを経由してそ

の位置に関連のある学習コンテンツをダウンロードして学習す

る。利用者がGPS操作やネットワーク接続を意識することな

く学習でき、容易にコンテンツを利用できるよう、移動体端末

用のコンテンツ閲覧ソフトを開発した。 

　移動体ネットワークは、無線LANスポットのない場所での

通信に利用する。無線LANスポットの通信範囲は史跡周辺の

狭い範囲になるため、学習スポット間を移動している途中や、

無線LANスポットを設置できない場所での通信に利用する。 

　ネットワークカメラスポットには、IPv６端末と通信できる

ネットワークカメラを設置する。自宅から学習財の現在の映像

を参照したり、移動体端末で現地から遠方にある関連学習財の

映像を参照したりする。 

　ユビキタスラーニングスポットおよびネットワークカメラス

ポットでは、IPv４通信と IPv６通信の両方で通信できるように

した。ユビキタスラーニングスポットの移動体端末は、IPv４

通信のためのプライベートアドレス、デフォルトゲートウェイ、

ネームサーバアドレスを、スポットのトンネルルータから

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) で取得し、

プライベートアドレスを使用して通信する。また、IPv６通信の

ためのIPv６アドレス、デフォルトゲートウェイを、スポットの

トンネルルータからRA（Router Advertisement）で取得し、 

GPS

移動体ネットワーク 

移動体ネットワーク 

IPv6対応 
移動体端末 

ネットワーク 
カメラ 

アクセスポイント トンネルルータ ケーブルモデム 

ネットワークカメラスポット 

コンテンツサーバ ファイアウォール 

トンネルルータ 

ISP-A 
（IPv4/IPv6） 

ISP-B 
（IPv4/IPv6） 

CATV網 

IPv4/IPv6 
インターネット 

アクセスポイント トンネルルータ ケーブルモデム 

学習コンテンツ 
位置・ID管理 

出典：総務省 文献［6］ p.325

図２　システム概要図 

在宅 
学習者 
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3.3 学習講座の評価 
　参加者にアンケートをとり、自宅からのｅラーニングと、移

動体端末を利用した現地体験学習を組み合わせた学習の効果を

聞いた（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　参加者の多くは地域の歴史・文化への関心とともに、IPv６

移動体端末を使用した新しい学習形態に関心を持って参加して

いた。アンケート回答者 (１７名) の７６%が、在宅学習と現地

学習の組み合わせは学習効果があると回答した。現地で現物を

見ながら市民講師と話をできたのがよかったようである。一部

には、一過性の実験でなく、継続的に、もっと広域で学習でき

ればよいとの意見があった。 

　一方、移動体端末の使用に関しては、操作が難しい、画面が

見づらいなどの理由から、利用効果は賛否半ばとなった。とは

いえ、IPv６を利用して移動体端末を現地で使用できたことに

より、現地で映像を見ながら学習できることはよいとの意見が

複数あり、好評価が得られた。 

3.4 実装方式の評価 
　屋外環境でどのようにユビキタスラーニングスポットを配置

し、IPv６通信が現地学習に使用できるかを検証するために、

屋外環境の IPv６通信状態を測定した（表1）。パケットロス

は、移動体端末用の IPv６ pingプログラムを作成して測定した。

実効速度は、移動体端末用の IPv６ ftpプログラムを作成して

ファイル転送速度を測定した。結果は、移動体端末から、無線

LANおよび移動体ネットワークともに問題なく IPv６通信が行

えた。史跡付近では、無線LANを使用して高速、安定な通信

を行え、動画コンテンツの利用が可能であった。移動体ネッ

トワークでは、テキストベースのコンテンツ利用には十分な通

信速度が得られた。 

　 

 

 

 

 

 

 

　 

　学習実験では、市民学習システムに IPv６通信を利用し、移

動体端末から無線LANおよび移動体ネットワークともに問題

なく IPv６通信できることを確認した。無線LANは、一般的な

無線アクセスポイントで IPv６通信が可能であった。また、学

習コンテンツサーバは、IPv４通信と IPv６通信の両方を問題

なく処理できることを確認した。利用者の通信環境が IPv４で

あっても IPv６であっても、サーバ側コンテンツは変更せずに

対応できた。 

 

パケットロス0% 
実効速度約1.5Mbps

移動体端末 

位置テーブル 静止画データ 

カメラ付PDA

コンテンツ 
（PC、PDA） 

ネットワークカメラ 

PC

コンテンツサーバ 
出典：総務省 文献［6］ p.326

WWWサーバ 

動画サーバ 

掲示板システム 

観察情報登録システム 
（画像登録） 

位置検知ソフト 

コンテンツ閲覧ソフト 

プレーヤ ブラウザ 

位置テーブル 
（ダウンロード） 

コンテンツ 
（ダウンロード） 

図３　ソフトウェア構成 

無回答(6%)

ない(18%)

ある(76%)

N=17

(a)在宅と現地学習の 
　 連携効果の有無 

無回答(6%)

ない(41%) ある(53%)

N=17

(b)現地で移動体端末の 
 　学習効果の有無 

出典：総務省 文献［6］ p.330

表1　IPv６通信の状態 

検証項目　　　　　　検証内容　　　　　　　　結果 

周辺環境 

IPv6アドレス 

IPv6通信 

無線LANの 
通信状態 

移動体網の 
通信状態 

史跡周辺での他アクセス 
ポイントの有無 
IPv6アドレスの取得 

IPv6でのサーバアクセス 

学習スポット内の 
IPv6通信状態 

周辺地域での 
IPv6通信状態 

影響なし 

取得OK

通信OK

パケットロス0%～2% 
実効速度約245Kbps

図４　アンケート結果 
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4. IPv6の利点 

　学習財は地域に多数存在することから、それぞれにユビキタ

スラーニングスポットやネットワークカメラスポットを配置す

るには多数の IPアドレスが必要となる。また、学習者がユビキ

タスラーニングスポットを移動しても、ネットワークを意識せ

ずに学習を継続できるようにすることが必要となる。市民学習

システムで IPv６通信に期待される利点は次のものがある。 

(1) 大量の学習財への対応 

　　　地域の隠れた学習財を発見し、それぞれにアドレスを振り、

　　ワールドワイドに共有するには IPv６が必要になる。 

(2) 移動体端末の認証 

　　　移動体端末のアドレスを利用して端末認証が行え、使用

　　者毎に適切な情報提供が可能になる。 

(3) ピアツーピア型通信の利用 

　　　ピアツーピアの知識交流や端末を特定した個人向けサー

　　ビスが可能になる。 

(4) 自動接続機能 

　　　IPv６のアドレス自動構成機能により、接続操作を意識

　　せずにネットワークを利用できる。 

　今回の市民学習システムは IPv６と IPv４とを併用して構築

した。このため、ネットワーク構築にトンネリング設定や

NAT (Network Address Translation) 設定などの複雑な設

定が必要であった。多くの移動体端末を現地学習で使用する場

合、IPv４で通信するかぎりNAT設定が必須である。今後、学

習スポットが大量になり、学習者が増加して多くの移動体端末

を使用することになると、IPv４でのネットワーク構築がより

複雑になる。IPv６で通信できれば、大量アドレスを使用でき

るとともに、NATを使用しないシンプルなネットワーク構築

が可能となる。 

　学習実験の結果より、移動体端末に IPv６を使用することに

よって、端末数が多くてもシンプルなネットワークを構築でき

ることがわかった。また、IPv６のアドレス自動構成機能により

接続操作を意識せずにネットワークを利用することができた。

学習財へのアドレス利用や現地での移動体端末のネットワーク

接続には IPv６が有利というだけでなく、IPv６でなければ将来

的な学習システムの構築は難しいといえる。また、個人の携帯

端末を全国どこでも利用できるようにし、その人に応じたサー

ビスを可能にするには、IPv６でのネットワーク構築が必要で

ある。 

5. おわりに 
　地域デジタルミュージアムは、まだ構想実現に向けて動き始

めた段階である。構想実現にあたっては、システム面よりも、

市民参加による学習財アーカイブ化やコミュニティ形成による

市民講師育成がより大きな課題である。そのため、地域の学習

財が多く存在し、それを大事に守るコミュニティが存在する地

域であれば、構想実現の可能性が高い。今後は、インターネッ

ト市民塾と連携して、世界遺産の登録地域や観光地域の学習コ

ミュニティへ展開していく計画である。 

　学習実験にご協力いただいた富山県立山町、富山県立山博

物館、立山芦峅小学校、市民講師、学習参加者各位に感謝致

します。 

　本実証実験は、『総務省平成１７年度「インターネットの

IPv６への移行の推進のための実証及び調査研究に係る請負」

に基づく実験』として実施しました。 
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特
集
 

FURUSE Masahiro
古瀬　正浩 

● インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社 
   先端 IT事業部　主任研究員 
● 地域情報システムの企画・開発に従事 
● 電子情報通信学会正員　博士（工学） 

YANASE Yasuhiro

柳瀬　康宏 

● インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社 
    先端 IT事業部 アドバンスト・リサーチグループ 
● モバイル端末用アプリケーションの設計・開発に従事 

YOSHIDA Yoshikazu

吉田　義和 

● 行政システム事業本部 
　公共システム部 
● 教育・地域情報関連システムの設計・開発に従事 

SAKU Tomio

柵　富雄 

● 行政システム事業本部 
● 富山インターネット市民塾推進協議会事務局長、市民塾ユニ 
   オン推進会議事務局長、 第2期・第3期中央教育審議会臨時 
   委員、CANフォーラム運営委員 


