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IPv６マルチプレフィックス 
制御技術の紹介 

Introduction of IPv6 Multi-Prefix Control Technology 

金山　健一 
KANAYAMA Kenichi

概要 
　インテック・ネットコアは、次世代のIPプロトコルであるIPv６のマルチプレフィックス機能を利用し

たIPv６マルチプレフィックス制御技術の研究開発を行っている。本技術は、インターネットサービス事業

者だけなく、複数のアプリケーションサービス事業者が仮想的な閉域ネットワークを構成してユーザ

ネットワークに直接サービスを提供するマルチサービスを実現するものである。これにより、高度な通

信品質とセキュリティ性を必要とするアプリケーションサービスを実現することが可能となる。さらに、

本技術がベースとするIPv６により、様々な機器のネットワーク接続や、ピア・ツー・ピア通信など、今

後のネットワークに期待される通信環境を構築することができる。 

　本技術は、ユーザネットワークに設置されるルータに主要機能を実装することでマルチサービスを実

現する。 

　本稿では、本技術の背景および概要について紹介する。 

1. はじめに 

IPv6ソリューション 

1.1. 将来のユーザネットワークへの期待 
　近年、インターネットに代表されるIPネットワークの利用

により提供されるサービスは、重要性が増すとともに多様化

が進んでいる。インターネットの普及初期の一般的なアプリ

ケーションといえばメールやWebであった。現在では、オン

ラインバンキングや株取引などのミッションクリティカルな

アプリケーションや、インターネットの通信品質の向上により

可能になったIP電話サービスや映像配信サービスなどがある。 

　このように IPネットワークを基盤とするサービスが多様化

する一方、そのサービスを利用するための端末も多様化が進

みつつある。従来のPC系端末以外に、IP対応の電話端末や遠

隔操作に対応した家電機器、オンラインに対応したゲーム機、

ファシリティ機器など、様々な端末がある。今後はますます、

こうした端末と、それに付随するサービスとの両面において

多様化が進むと考えられており、利用者から期待されている

（図１参照）。 

　これに伴い、通信基盤となる IPネットワークへ高度な品質

を要求するサービスが増加する傾向にある。このような将来の

ユーザネットワークに想定される機能要件を次にまとめる。 

(1) 通信品質 

　　　サービスの多様化に伴い、各サービスで求められるネッ

　　トワークの品質要件も多様化する。たとえば、メールや 

　　Webといったアプリケーションではこれまで通りイン

　　ターネットのベストエフォート型の通信品質で問題ない。し

　　かし、高速なレスポンスを必要とするオンラインゲームや、

　　広帯域を必要とする映像配信サービスなど、高度な通信品

　　質を要求するサービスも出始めており、こうしたサービス

　　への需要は高いと予想される。 

(2) セキュリティの確保 

　　　インターネットに接続する端末は、DoS攻撃（Denial 
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図１　サービスと端末の多様化 

1.2. ユーザネットワークとIPv6の親和性 
　このような将来のユーザネットワークを支えるネットワーク

基盤技術のひとつとして、我々は次世代の IPプロトコルであ

る IPv６ (Internet Protocol version６) が有効であると考え

ている。 

 

1.2.1 IPアドレス枯渇問題の解決 
　IPv６は、現在インターネット等で広く使われているIPv４の

後継技術として開発された。現在の IPv４によるインターネッ

トは今も拡大を続けているが、それと並行して進行するIPア

ドレスの枯渇問題が指摘されている。IPv６は、この問題解決

をその一番大きなミッションとして開発され、アドレス空間は

IPv４の２３２に対して、IPv６では２１２８へと大幅に拡張されて

いる。IPv４アドレスの枯渇時期に関する確定的な予測は難し

いものの、２００９年から２０１６年までの間でいくつか説があり、

この問題が比較的近い将来現実のものとなる可能性を示してい

る[1]。 

 

1.2.2 アドレス設計問題の解消 
　IPv６ではネットワークの１セグメントにつき６４ビット分の

アドレス空間が割り当てられている。そのため、１セグメント 

　　of Service Attack）、コンピュータウィルス感染、通信

　　盗聴など、様々なセキュリティ脅威にさらされている。今

　　後は、ビルのファシリティ設備の IP化など、ミッションク

　　リティカルな業務に関わる端末が増加すると予想され、こ

　　うした端末を各種セキュリティ脅威から守る仕組みがユー

　　ザネットワーク側にも必要である。 

(3) 多様なサービスの同時利用 

　　　現在の一般ユーザ環境では、ISP（Internet Service 

　　Provider）と接続し、すべてのサービスをインターネッ

　　ト経由で利用するケースが一般的である。今後は、高度な

　　通信品質やセキュリティの確保を目的として、ASP

　｠（Application Service Provider）サイトとユーザネット

　　ワークを直接接続するサービス形態の出現も予想される。

　　このような場合は、ISPやASPなど複数の独立したサービ

　　スサイトとユーザネットワークを接続するための機能が必

　　要となる。 

(4) 端末ごとの利用サービスの制御 

　　　ユーザネットワーク上の各端末は、提供されるすべての

　　サービスではなく、それぞれに必要なサービスのみにアク

　　セスできることが適切であると考えられる。これは、端末

　　が利用できるサービスが必要以上に増えると、不要な通信

　　機会の増加につながり、ネットワーク資源の浪費やセキュ

　　リティ上の脅威に発展する可能性があるためである。 

(5) ネットワーク設定の簡易化 

　　　家庭やネットワーク管理者不在の企業オフィス等で、ネット

　　ワークサービスを円滑に利用するためには、ユーザネット

　　ワーク内の端末、およびルータ等の通信中継機器のネット

　　ワーク設定が可能な限り自動化されることが望ましい。

　　また、これによりネットワーク運用のコスト削減に効果が

　　ある。 
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2. IPv6マルチプレフィックスによる 
　 マルチサービス提供モデル 
2.1. ユーザネットワークへの 
　　 マルチサービス提供の実現方式 
　第1.1節では、将来のユーザネットワークへの期待とそれに

ともなう機能要件について説明した。これを実現するための

手法のひとつとして、我々はユーザネットワーク直結型の

サービス提供モデルの実現方式について検討している。本モ

デルは、コンシューマネットワークをはじめとするユーザ

ネットワークが、インターネット接続サービス以外のアプリ

ケーションサービスを複数同時にアクセス事業者網経由で利用

できる、マルチサービスの実現を目的としている。図２に、

本モデル、および現在一般的であるインターネット経由型の

サービス提供モデルの概念図を示す。 

  

  

 

　ユーザネットワーク直結型のサービス提供モデルは、従来の

インターネット経由型のサービス提供モデルの構成を拡張し、

必要に応じて ISPおよび各種ASPを含めた複数のサービスサ

イトとユーザネットワークを直結する。ふたつのモデルの比較

による、それぞれのメリットとデメリットを表１に示す。 

に最大２６４台とほぼ無限の通信機器を接続できる。これに対し

IPv４では、ネットワーク構築の際のアドレス設計は、各セ

グメントへ接続予定の機器台数に配慮して行う必要がある。

また、運用開始後に接続機器を増加する必要が発生した際に、

セグメント上の IPアドレスが不足し、アドレス設計の見直し

が必要になるケースもそれほど珍しくない。IPv６ではこうし

たアドレス設計に関する煩わしさが解消される。 

 

1.2.3 プライベートアドレス問題の解決 
　IPv４にはプライベートアドレスと呼ばれる、閉じたネット

ワーク内だけで有効なアドレスブロックがあり、一般的な企

業や家庭のネットワークではこれを利用することが多い。し

かし、こうしたプライベートアドレスの利用は、いくつか重

大な通信上の制約がある。 

　プライベートアドレスを利用する端末が、インターネット

などの外部ネットワーク上の端末と通信するためには、NAT

（Network Address Translation）と呼ばれるゲートウェ

イ上のアドレス変換機能が広く利用されている。しかし、こ

れは外部から内部へ対して開始される通信には自動対応する

ことができず、ピア・ツー・ピア通信などを行う際の障害となる。 

　また、企業合併等に伴うネットワーク統合の際に、プライ

ベートアドレス同士が重複するバッティング問題が発生する

ケースがある。IPv６ではすべての端末にグローバルアドレス

を付与できるため、バッティング問題を解消することができる。 

　ユーザネットワーク直結型のサービス提供モデルでは、ユー

ザネットワークとサービスサイトがアクセス事業者網経由で直

結されるため、通信帯域の大容量化と通信遅延の低減が期待で

きる。 

　さらに、サービスサイトとユーザネットワークにおける

セキュリティ性が向上する。サービスサイトへの通信到達は、

サービス利用契約を行うユーザネットワークからのみに限定さ

れるため、サービスサイトへの通信アタックの発生確率を低下

させることができる。仮に通信アタックが発生した場合も、そ

の発生源を突き止めることは容易となる。また、ユーザネット

ワークにおいては、ASPサービスのみ利用する端末に対して、

インターネットとの接続性を遮断することにより、セキュリティ

被害の発生確率を大きく低下させることができる。 

表１　ユーザネットワークへのサービス提供モデルの比較 

モデル　　　　　　 メリット　　　　　　　デメリット 

インターネット経由
型のサービス提供
モデル 

ユーザネットワーク
直結型のサービス
提供モデル 

インターネットに接続
するすべてのユーザ
がサービス対象となる 

通信品質やセキュリティ
などのサービス品質の
確保が難しい 

高い通信品質を確
保しやすい 
サービスサイトと
ユーザネットワークに
おけるセキュリティ性
の向上 

ユーザは、サービスごとに
サービスプロバイダと接
続契約する必要がある 
サービスサイトはアクセ
ス事業者網との接続の
ための設備投資を行う
必要がある 

・ 

・ 
 
・ 

・ 
 
 
・ 

・ 
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3. IPv6マルチプレフィックス 
　 制御技術の概要 

2.2. IPv6のマルチプレフィックス構成
　　　によるマルチサービスの実現 
　ユーザネットワーク直結型のサービス提供モデルでは、ユー

ザネットワークが同時に複数の独立したサービスサイトと接続

することを想定する。その際、サービスサイトとユーザネット

ワーク間の通信の経路制御を単純化するためには、各サービス

サイトはユーザネットワークへ個別にグローバル IPアドレス

を配布する必要がある。 

　IPv６では、アドレスのかたまりはアドレスプレフィックス

として取り扱われる。図３に各サービスサイトからユーザネッ

トワークへの個別のアドレスプレフィックス配布のイメージを

示す。 

　 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　これにより、ユーザネットワークを含めた各サービスの IP

ネットワークは、アドレスプレフィックスにより分離され、そ

れぞれが IPレイヤで仮想的な閉域ネットワークを構成する。

そのため、各サービスサイトは、サービス提供先のユーザネッ

トワークが利用するほかのサービスに配慮する必要がなく、経

路制御やユーザ管理など、独立したネットワーク運用が可能と

なる。また、各サービスネットワークは相互に通信到達性がな

く通信範囲が限定されるため、それぞれのサービス内で発生す

るセキュリティ脅威は最小限に抑えられる。 

　ユーザネットワーク上の端末は、それぞれが必要とするサー

ビスに関するアドレスプレフィックスのみを使用することによ

り、その他のサービスで発生しうるセキュリティ脅威を回避で

きる。1台の端末による複数サービスの同時利用は、その端末

が各利用サービスから配布されたアドレスプレフィックスを同

時使用し、通信先のサービスごとに適切なアドレスプレフィッ

クスを使い分けることにより実現できる。IPv６では、ひとつ

の通信インタフェースに、異なるアドレスプレフィックスから

生成される複数の IPv６アドレスの割り当てが標準サポートさ

れており、これはマルチプレフィックス機能と呼ばれている。

また、これに関連する機能として、通信の際に宛先アドレス、

または送信元アドレスに複数の候補がある場合に、デフォルトの

アドレス選択の方法を定める標準仕様が定められている[２]。 

　このほか、各サービス提供モデルには、表１に示したデメ

リットもある。そのため、ASPのサービス内容によってどち

らのサービス提供モデルが適しているかは異なる。ミッション

クリティカルなアプリケーション通信や有料サービス等の実現

には通信品質の向上が重要な条件のひとつであるため、今後は

ユーザネットワーク直結型のサービス提供モデルのメリットを

必要とするサービスが増加すると予想される。 

 

　インテック・ネットコアは、前章で述べた IPv６マルチプレ

フィックスによるマルチサービス提供モデルを実現するための

通信基盤技術の研究開発を行っている。本稿では、これを IPv６

マルチプレフィックス制御技術と呼び、概要を説明する。本技

術は、主に次の機能要素により構成される (図４)。 

(1) ユーザネットワークとサービスサイトとの接続 

　　　ユーザネットワークは、利用する各サービスサイトと個

　　別にトンネリング技術等によって接続する必要がある。 

(2) サービスサイトからユーザネットワークへのネットワーク

　　設定情報の配布 

　　　サービスサイトは、ユーザネットワークへサービス利用

　　に必要なネットワーク設定情報を配布する。ネットワーク

　　設定情報には、ユーザネットワークへ配布するアドレスプ

　　レフィックスや、経路制御に関する情報、サービスへ接続

　　可能な端末を特定するための情報等を含む。 

(3) 各端末への利用サービスに対応するアドレスプレフィックス

　　の割り当て 

　　　各端末は、利用するサービスサイトから配布されたアド

　　レスプレフィックスが付与されることにより、そのサービ

　　スへアクセス可能となる。逆に、ある端末に対して利用が

　　許可されないサービスからのアドレスプレフィックスは、

　　その端末に対して付与されるべきではない。 

(4) 各端末の利用サービスに応じたサービスサイトへの通信転送 
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4. 企業ネットワークでの利用 

 

図４　システムの基本構成 

　企業ネットワークで想定される IPv６マルチプレフィックス

制御技術の利用例、およびその際に期待される導入効果につい

て述べる。 

　まず、企業ネットワークで利用されるアプリケーションを、

今後の利用が期待されるものも含めて次に挙げる。 

　 ● 業務系アプリケーション 

　 ● メールやWebなどの一般的なインターネット関連 

　 ● IP電話やビデオ会議などのコミュニケーションツール 

　 ● プリンタ等OA機器のネットワーク利用やリモートメンテ

　　ナンス 

　 ● 空調、照明、ドアロックなどのファシリティ機器の運用管理 

　最後のファシリティ機器の運用管理は、企業内業務に使用す

るアプリケーションではないが、最近ビル内のファシリティ機

器を IP化して管理するファシリティネットワーキングの活動

が盛んであるため、ここに含めた[３]。 

　こうした企業ネットワークに IPv６マルチプレフィックス制

タイプ実装では、サービスごとに通信転送の優先制御を行う機

能は実装されていない。 

　図４に、システムの基本構成と機能概要を示す。 

　　　ユーザネットワークは、複数のサービスサイトと同時接続

　  するため、端末からの送信パケットが宛先として適切な

　　サービスサイトへ転送されるよう制御する必要がある。

　　また、サービスに応じて通信転送の優先制御を行う機能も

　　求められる。 

(5) 各端末の利用想定外のサービスへの通信の遮断 

　　　各端末からの利用権限のないサービスへの通信をユーザ

　　ネットワークの出口で遮断することにより、各サービスへ

　　のアクセスコントロールを実現することができる。また、

　　端末にとっての不要な通信機会を失くすことにより、外部

　　ネットワークからの通信アタックなどのセキュリティ脅威

　　を最小限に抑えることができる。 

(6) ユーザネットワークの機器設定の自動化 

　　　サービスネットワークから配布されるネットワーク設定

　　情報を利用して、ユーザネットワーク上の端末およびルータ

　　などの通信中継機器の設定を自動化する。 

　我々は、これらの機能を具体化するプロトタイプシステムの

開発を行った。本システムは、ユーザネットワーク側に設置さ

れるMPR（Multi-Prefix Router）とサービスサイト側に設置

されるネットワークポリシーサーバで構成される。MPRは、

基本的なルータ機能をベースに、ユーザネットワーク上の通信

管理に必要な機能が追加実装されている。なお、現在のプロト 

MPR ユーザネットワークとサー
ビスサイトとの接続 

サービスサイト上のトンネル接続用
ルータとIPv6トンネル接続する。 

サービスサイトからユーザ
ネットワークへのネットワー
ク設定情報の配布 

ネットワークポリシーサーバから配布さ
れるネットワーク設定情報を取得する。
（ネットワーク設定情報の内容につい
ては、本表のネットワークポリシーサー
バの欄を参照） 

各端末への利用サービス
に対応するアドレスプレ
フィックスの割り当て 

ネットワークポリシーサーバから配布
されるネットワーク設定情報を取得す
る。（ネットワーク設定情報の内容に
ついては、本表のネットワークポリ
シーサーバの欄を参照） 

各端末の利用サービスに
応じたサービスサイトへの
通信転送 

端末が送信するパケットを宛先IPア
ドレス、および送信元IPアドレスから
適切なサービスサイトへの経路を選
択し、転送する。 

各端末の利用想定外の
サービスへの通信の遮断 

各端末から送信される利用権限のな
いサービスサイトへのパケットのフィ
ルタリングを行う。また、サービスサイ
ト側からの宛先IPアドレス、または送
信元IPアドレスが不適切なパケットが
送付されてきた場合も同様にフィルタ
リングする。 

ユーザネットワークの機器
設定の自動化 

ネットワークポリシーサーバから配布さ
れたネットワーク情報に基づき、MPR
の上記各機能の自動設定を行う。 

ネットワー
クポリシー
サーバ 

サービスサイトからユーザ
ネットワークへのネットワー
ク設定情報の配布 

アドレスプレフィックスや経路情報、
サービスへの接続を許可する端末の
個体識別情報を各MPRへ配布する。 

（2） 

（1） 

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 

（6） 

機器　  No.　　　　機能　　　　　　　　　機能概要 

PC HDDレコーダー ゲーム端末 

インターネット 

ISP ASP

ネットワーク 
ポリシーサーバ 

ネットワーク 
ポリシーサーバ 

トンネル 
接続用 
ルータ 

トンネル 
接続用 
ルータ 

MPR

（1） 

（2） 

（6） 

（1） 

（2） 

（4） 
（5） 

（3） 

アクセス事業者網 

ユーザネットワーク 
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5. おわりに 

KANAYAMA Kenichi

金山　健一 

● 株式会社インテック・ネットコア 
   IPv6研究開発グループ（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から出向） 
● IPv6における通信基盤技術、セキュリティ技術の研究開発 
   に従事 

御技術を導入することにより、企業内の各種アプリケーション

とそれを利用する端末をグループ化して管理することができ

る。たとえば、IP電話など、通信品質に大きく影響を受ける

アプリケーションサービスをその他のものと異なるグループ

に分け、そのグループの通信だけ優先して転送することが可

能になる。さらに、グループに属する端末間でのみ通信可能

となるため、アプリケーションへのアクセスコントロール機

能として利用できる。 

　こうしたアプリケーションのグループ化は、スイッチング

ハブのVLAN（Virtual LAN）機能でも実現することができ

るが、本技術では各種設定をシステム構成機器であるMPRと

ネットワークポリシーサーバの最小限の設定変更のみで実施す

ることができる。 

　また、企業外部から提供されるサービスを、企業ネットワーク

で使用するネットワークインフラにオーバレイさせて引き込む

ことができる。たとえば、機器ベンダーによるプリンタのリ

モートメンテナンスサービスなどが実現可能となる。 

　今後、IPネットワーク上では、接続機器と提供されるネット

ワークサービスが多様化し、ユーザネットワークに求められる

通信品質やセキュリティ要求は高度化すると考えられる。また、

ピア・ツー・ピア通信など、既存のインターネット環境では実

現に課題のある通信形態への需要も増してきている。 

　インテック・ネットコアは、こうした将来のユーザネット

ワークへの要求を満たすための通信基盤技術として、IPv６

マルチプレフィックス制御技術の研究開発を行っている。 

　本技術のひとつの特徴は、複数の独立したサービスプロバイ

ダからのサービスを直接ユーザネットワークへ引き込める点で

ある。こうして引き込まれたサービスには仮想的に独立し、そ

のサービスを利用する端末を含めたサービスネットワークとし

ての閉域性が実現されているため、セキュリティ脅威の低減に

効果が期待できる。また、ユーザネットワークと各サービスサ

イト間の通信はアクセス事業者網のみを経由するため、サービ

スプロバイダは高い通信品質を必要とするサービスの提供が可

能となる。こうした特徴は、企業ネットワークでの利用におい

ても、アプリケーションのグループ化による運用に利用するこ

とができる。 

　また、本技術はもうひとつの特徴は、各種機器の自動設定を

行う点である。各ユーザネットワークに設置される本技術対応

のルータ（MPR）は、管理用のネットワークポリシーサーバ

から配布される各種設定情報を取得し、自動設定される。また、

ユーザネットワーク上に接続する端末は、対応ルータから配

布されるネットワーク情報により自動設定され、機器利用者

は機器の細かな設定を気にすることなく必要なサービスを利

用できる。 

　本技術に関するこれまでの活動として、プロトタイプシステ

ムによる実証実験への参加や、業界イベントへの出展等を行っ

てきた[４]。今後は、本技術の製品化に向けた活動を行う予定

である。 


