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IPv６普及度調査システムの開発と 
計測手法 

The IPv6 Metric Sets and the Measurement Method
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概要 
　現在、IPv6はその仕様が確定した後、日本を始め、ヨーロッパ、アメリカ、中国等において広く利用

が進められており、IPv6によるインターネットの規模は着実に成長している。特に、日本ではすでに

IPv6をサポートするネットワーク機器やアプリケーション、インターネット接続サービスも増えてきてお

り、実際の利用環境が整いつつある。こうした状況の中、財団法人インターネット協会が中心となって、

IPv6の利用状況や技術的な動向を把握し、課題を解決することにより、IPv6への移行推進を図っている。

また、IPv6への移行実態を多角的・継続的に計測し、その普及度に関する情報を公開している。 

　本稿では、IPv6インターネットの利用状況を分析し、IPv6への移行実態を定量的に把握するための手

法およびシステム構築に関して報告する。 

1. はじめに 

IPv6ソリューション 

　IPv６ (Internet Protocol version６) への関心は世界的に

高まってきており、近年の IPv６アドレス割り当て状況から

IPv６インターネットの規模も着実に成長を続けていると言え

る。今後は IPv６の利用状況や運用状況を計測し、その測定結

果に関する研究・分析が、より重要になると考えられる。特

に、世界に先駆け IPv６環境の普及が進む日本には、広範囲で

多角的な IPv６の普及度調査を継続的に実施し、IPv６に関す

るマーケット戦略やネットワーク運用に役立つデータとして、

調査結果を広く一般へ提供して行くことが求められている。 

　以上のことを踏まえ、財団法人インターネット協会では、

数社のネットワークエンジニアにより構成される「IPv6移行

に関するメトリック基礎調査研究」検討委員会を発足した。

インテック・ネットコアではこの委員会の取り纏めを行い、

IPv6への移行実態・普及度を定量的に把握し、広く一般に認

知されることを目指し次の内容を実施した。 

(1) 広範囲で多角的な普及度調査のために必要とされる計測項

　　目（メトリック）を検討し、IPv６の普及度を評価する情

　　報として定義 

(2) 定義した計測項目を計測方法に基づいて継続的に計測し、

　　取得したデータの蓄積と分析を実施するための手法を確立 

(3) IPv６の普及度が広く一般に認知されるために、取得した

　　統計情報をWeb上に公開する自動化システムを構築 

2. 関連研究 
　IPv６に関連する計測や解析は、国内外で数多く行われてお

り、IPv６の研究開発機関では当然のごとく実施されている。

その中からいくつか関連する研究プロジェクトの事例を以下に

紹介する。 

 

2.1  WIDE MAWI Working Group 
　MAWI (Measurement and Analysis on the WIDE 

Internet) WGは、WIDEプロジェクトの当初からそのネット

ワークトラフィックの計測、分析、評価を行い、ネットワーク

運用や実際のトラフィックの調査結果からノウハウを蓄積する

ことを目標に活動しているワーキンググループである。IPv６

に関連する計測として、“Dual-Stack Path Analysis”と

いうIPv４/IPv６デュアルスタック・インターネットの統計調



表１　Dual-Stack Path Analysisの計測ツール 
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　IPv６の普及度を多角的に計測するには、いくつかの異なる

観点からの調査方法を検討する必要がある。そこで、以下に示

す４項目を調査内容とした。 

(1) IPv６インターネットの規模 

　　　インターネットの規模を推し量るための情報として、利

　　用されているアドレス数およびトラフィック量が考えられ

　　る。そこで、IPv６インターネット規模を定量的に評価す

　　るために、割り当て済み IPv６アドレスブロック数、IPv６

　　インターネット上のトラフィック量および経路制御プロト

　　コルであるBGP　の情報を継続的に計測する。 

(2) IPv６インターネットへの移行度 

　　　IPv６インターネット規模の拡大に伴い、Web、Mail、

　　DNSなどの主要サービスにおいてもサーバ、クライアン

　　トの両サイドで IPv６の対応が進んでいる。IPv４をベース

　　とするインターネットにおける IPv６への移行度を調査す

　　るため、これら主要サービスのサーバ、クライアント双方

　　の IPv６対応状況を継続的に計測する。また、IPv６イン

　　ターネットの規模において指標としたBGPの経路広報AS

　　数やトラフィック量などを IPv４インターネットの計測数

　　と比較し、分析する。さらに、ネットワーク機器の IPv６

　　対応状況についても調査し、移行度の指標とした。 

(3) IPv６インターネットの安定性・信頼性 

　　　現在、IPv６の普及は着実に進行しつつあるが、IPv４と

　　同様のレベルにまで広い範囲から利用されるためには、 

　　IPv６ネットワークに高い安定性・信頼性が必要である。 

査の実施とその計測ツールを開発している。表１に示す計測

ツールを用い、IPv６インターネットの品質調査を実施してい

る。これらの成果はWeb上にて公開されている[１]。 

 

　 

 

 

 

 

　 

 

2.2  CAIDA 
　CAIDA (Cooperative Association for Internet Data 

Analysis)はカリフォルニア大学サンディエゴ校のサンディエ

ゴ・スーパーコンピュータセンターに本拠を置く、DNS、

ルーティング、パフォーマンスなど、インターネットに関す

る様々なモニタリングや分析活動を他の組織や個人と連携し

て実施しているプロジェクトである。IPv６関連の活動とし

ては、インターネットのトポロジマップの IPv６版を公開して

いる（図１）[２]。 

　 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 

2.3  NLANR／WAND 
　米国のネットワーク研究機関であるNLANR(National 

Laboratory for Applied Network Research)では、パッシ

ブ計測やアクティブ計測などにより様々なネットワーク計測が

実施されている。NLANRでのアクティブ計測プロジェクト

（AMP）では、米国内９地点に IPv６モニタを設置し、それ

ぞれの地点間における遅延時間やホップ数の変化を計測して

IPv６ネットワークを評価している[３]。同様の計測ツールと

して、ニュージーランドのワイカト大学におけるネットワーク

研究機関WANDによる IPv６ Scamperがある。こちらでは世

界規模の計測を６地点にて実施している[４]。 

　以上のように、様々な研究団体において IPv６インターネッ

トが評価されている。これらの評価は個々の観点においてま

とまっているが、IPv６インターネットの全体像を評価する

に至っていない。本研究では統合的に IPv６インターネット

を評価することを目的としている。そのために、複数の観点

から計測項目を検討し、継続的に計測し、その結果を公表し

ている。 

3. IPv6普及度調査の内容と目的 

ツール名 概要 

Dual-stack node  
discovery 

Dual-stack ping 

Dual-stack  
traceroute

traceroute/traceroute6を実行 
Path MTU discoveryも同時に行い、トンネルを 
検出する機能も持っている 

図１　IPv6インターネット・トポロジマップ 

出典：CAIDA Project、文献[2]

 （1）BGP（Border Gateway Protocol） ： インターネットを相互接続するときの経路制御プロトコル。IPv6ではBGP4＋、IPv4ではBGP4。 

（1） 

実利用されているデュアルスタック・ノードリストを
作成するツール 

デュアルスタック・ノードのリストに対して 
ping/ping6を実行するツール 
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　　IPv６インターネットの安定性・信頼性を評価する指標と

　　して、ノード間の通信到達性や通信品質などがある。 

(4) IPv６インターネットの利用形態 

　　　IPv６インターネットの推移を見る上で、利用形態を把

　　握することは重要であり、IPv６を利用する目的を明確に

　　する必要がある。この IPv６インターネットの特徴を評価

　　する情報として、利用プロトコル分布によるアプリケー

　　ション利用形態の把握が考えられ、継続的に計測した実

　　トラフィック情報を解析することで求める。 

4. 計測項目の計測方法 

 

　前章で決定した各計測項目について具体的な実施方法を以

下にカテゴリ別で記述する。 

4.1  アドレス 
　IPv６インターネットの規模を測る上で必要な項目として、

以下の３項目をアドレスカテゴリにて測定する。アドレスの

測定は毎月初日に実施し、国別およびRIR   別に集計する。 

(1) RIRから ISP (Internet Service Provider) へ割り振られ

　　たアドレスブロック数 

　　　この値は、IPv６アドレスの割り振りを受けている事業

　　者の数を示す指標となる。現在 IPv６アドレスの割り振り

　　を行っている４つのRIR（APNIC、ARIN、LACNIC、

　　RIPE NCC）は、割り振りのアドレスレンジ、プリフィ

　　クス長、割り振り先の国、割り振り年月日等のデータを

　　FTPサイト上で毎日更新、公開している。この公開デー

　　タを利用し、割り振りアドレスブロック数を集計する。 

(2) RIRから ISPへ割り振られたアドレスブロックの規模 

　　　この値は、IPv６アドレスの割り振りを受けている事業

　　者が、どれほどのエンドユーザを獲得する見込みである

　　かを示す指標となる。（１）で得られたデータを用い、割り

　　振りブロック毎の規模を「/３２を1単位」 として算出す

　　る。アドレスブロックの規模を計算するための算出式を

　　図２に示す。 

 

 

 

 

 

 

(3) RIRのWhoisデータベース　に登録された割り当て済みア

　　ドレスブロックの規模 

　　　この値は、IPv６アドレスの割り振りを受けた事業者が、

　　実際にどの程度そのアドレスを利用しているかを示す指標

　　となる。（１）で得られたデータを基に、割り振られて

　　いるブロック毎にWhoisによる階層検索を実施し、その

　　割り振りブロックからエンドユーザに対して割り当てら

　　れているアドレスブロックの規模を「/４８を1単位」 と

　　して算出する。各RIRのWhoisからデータを取得する

　　方法を表２に示す。 

　 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 

 
 
 
 
 
4.2  経路情報 
　IPv６インターネットの規模と移行度を測る上で必要となる

経路情報には、IPv６ではBGP４＋を、IPv４ではBGP４を用い

る。経路情報カテゴリでは以下の項目を測定する。 

(1) BGP４＋の全経路数 

(2) BGP４＋の経路広告AS数 

(3) BGP４＋の平均ASパス長 

(4) BGP４＋の広告アドレス空間サイズ 

(5) BGP４の経路広告AS数との比較 

　以上の各項目は、BGPフルルートを得ている測定用端末で

定期的（毎日定刻）に全経路テーブルを保存し、この保存され

た経路テーブルを解析して計測項目の情報を算出する。 

 

RIR 集計方法 

APNIC 
(アジア太平洋)

ARIN 
(北米)

LACNIC 
(南米)

RIPE NCC 
(欧州)

AfriNIC 
(アフリカ)

検索形式 ： ネットワークアドレス/プレフィックス長 
対象オブジェクト ： ASSIGNED NON-PORTABLE 
対象サーバ ： whois.apnic.net

検索形式 ： 無省略IPv6アドレス表記 
対象オブジェクト ： ASSIGNED 
対象サーバ ： whois.arin.net

whoisの階層検索ができないため計測対象外とした 
※今後対応予定 

検索形式：ネットワークアドレス/プレフィックス長 
対象オブジェクト ： ASSIGNED 
対象サーバ ： whois.ripe.net

whoisの階層検索ができないため計測対象外とした 
※今後対応予定 

表２　各RIRからの国毎の割り当て取得方法 

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 

（2）RIR(Regional Internet Registry) ：  IPv6アドレスの割り当てを実施・管轄する組織。 
（3）/32を1単位 ： 二次割り当てを行うサイト（ISP等）に割り当てるアドレス空間の最小単位。216組織にアドレスを割り当て可能である。 
（4）Whoisデータベース ： IPアドレスやドメイン名の登録情報データベース。どのようなユーザでも参照が可能である。 
（5）/48を1単位 ： エンドサイトに割り当てるアドレス空間の最小単位。エンドサイトにおいて280個のIPv6アドレスが利用可能である。 

アドレスブロックの規模 ＝ 2＾(対象単位－割り当てブロック長) 

（例）/35の割り振り（/32単位） 

2（32-35） = 2-3 = 0.125

図２　アドレスブロックの規模に関する計算式 



サービス名 計測方法 

DNS

Mail

Web

NSレコードを取得して名前解決を行い、IPv6対応と
IPv4対応を判断する。 

MXレコードを取得して名前解決を行い、IPv6対応と
IPv4対応を判断する。 

「www.<domain>」と「<domain>」との名前解決を
実施して、IPv6対応とIPv4対応を判断する。 

※Aレコードを得られればIPv4対応、AAAAレコードが得られれば IPv6対応と判断する 

表３　各サービスの計測方法 
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  （6）JPRS(Japan Registry Service) ： 日本に割り当てられたドメイン名「.jp」の登録管理やJPドメインのDNSを運用する企業。 

4.3  トラフィック 
　トラフィックカテゴリでは、インターネット全体の計測は不

可能であるため、IPv４/ IPv６にデュアル対応している IX 

(Internet Exchange) におけるトラフィックを計測する。計

測にはSNMPを用い、５分間隔でデータを取得し、２時間の

平均値としてトラフィック量を求める。IXの総トラフィック

量には、IXを構成するスイッチ機器の各インターフェイスカ

ウンタ値を取得し、合計したものを用いる。 

 

4.4  プロトコル分布 
　IPv６インターネットの利用形態を測るプロトコル分布カテ

ゴリでは、計測点において測定された IPv６トラフィックデー

タから、トランスポートプロトコル/ポート番号比率を求める。

この測定点は IPv６対応 ISPの外部接続点としており、この測

定点を通過する双方向の IPv６パケットに対して測定と収集を

行う。IPv６以外のパケット、および任意のプロトコルでカプ

セリングされた IPv６パケットは測定の対象外とする。 

　なお、測定は任意の平日（平均的なトラフィック状況が見込

める日）に実施し、対象日の０時から２３時５９分までの２４時

間とする。また、計測データは、IPv６パケットをキャプチャ

したデータに対し、評価ツールを用い送信方向毎に集計する。 

 

4.5  DNS登録情報 
　IPv６インターネットの移行度を測定する項目であるDNS登

録情報カテゴリでは、汎用JPドメインにおけるDNS、Mail、

Webの各サービスの登録情報を取得する。各サービスの登録

情報は、JPRS から定期的（月２回）に更新される汎用JPド

メインリスト（２００５年1月現在で、約６０万ドメイン）を基

に、UNIX OSのdigコマンドを利用して取得する。取得した

データは、汎用JPドメインのセカンドドメイン毎に集計し、

それぞれ IPv４と比較する。各サービスにおける計測方法を

表３にまとめる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.6  主要サービスへのアクセス解析 
　主要サービスへのアクセス解析カテゴリでは、IPv６イン

ターネットの移行度を推し量る主要サービスにHTTPを選択し、

IPv６/ IPv４対応Webサーバのアクセス情報を解析して以下の

項目を取得する。 

(1) IPv６/ IPv４クライアントからのWebアクセス数 

(2) IPv６/ IPv４クライアントへのデータ転送量 

(3) 国別の IPv６アクセス数 

(4) ユーザエージェント別の IPv６アクセス数 

(5) クライアントOS別の IPv６アクセス数 

　これらの計測項目は、IPv６/ IPv４対応Webサーバのアクセ

ス情報（アクセスログ）における「クライアントIPアドレス」、

「リクエスト内容」、「ユーザエージェント情報」、「OS情報」、

「転送データサイズ」の各情報を基に解析する。（１）、（２）

は1日の総計として、（３）～（５）は1ヵ月の総計として評

価に用いる。なお、国別の集計では、クライアントの IPv６ア

ドレスを基に、Whoisデータベースを利用する。 

 

4.7  製品のIPv６対応状況 
　製品の IPv６対応状況カテゴリでは、IPv６ Ready Logo 

Programの情報を基に IPv６インターネットの移行度を求め

る。IPv６ Ready Logo Programは、IPv６の相互運用性が認

められた製品に対して認定ロゴを発行する国際的なプログラム

であり、IPv６の普及促進団体である IPv６ Forumにより運営

されている。現在 IPv６のコア・プロトコルのみの相互接続性

を認定するphase1プログラムと、IPsecやMIPv６ (Mobile 

IPv６) などの相互接続性にまで拡張したphase２プログラム

が用意されている。 

　各プログラムの登録機器数は毎月初日に、IPv６ Ready 

Logo Programの公式サイトで公開されている情報から割り

出す。それぞれ下記のURLにおける登録機器一覧表から総数

を集計する。 

　 ● phase1  

　　http://cf.v6pc.jp/logo_db/approved_list.php 

　 ● phase２  

　　http://cf.v6pc.jp/logo_db/approved_list_p2.php 

 

4.8  品質情報 
　IPv６インターネットの安定性・信頼性を評価する仕組みには、

関連研究で取り上げたMAWI WGの成果をそのまま利用する。 

（6） 



図４　IPv6普及度調査Webページ画面例 
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5. 統計情報公開システムの構築 

CSVファイル 公開サーバ 

データ提供者 

Upload用 

過去データ 
蓄積用 

入力ファイル 

スタイル 
GNUPLOT 

 
PNGファイル 

（1） 

（2） 

（3） 

（4） 

図３　自動化システムにおける処理の流れ 

　計測した各統計情報は、定期的にグラフ化して公開する。

そのため、定期的な処理を自動化するシステムを構築した。 

 

5.1  普及度計測自動化システム 
　普及度計測自動化システムでは、主に以下３点を自動化する。 

(1) 各社（データ提供者）が計測した統計データの集計 

(2) 集計したデータを利用してグラフの自動生成 

(3) 公開Webコンテンツの自動生成 

　自動化システムにおける処理の流れを図３に示す。 

　 

　 

 

 

 

 

 

 

　 

 

 

 

 

(1) 各社（データ提供者）が計測した統計データの集計 

　　　計測した統計データはSCP  を用いて自動化システムの

　　サーバにアップロードされる。データのアップロードの

　　タイミングはそれぞれの統計データにより異なるため、

　　任意のタイミングで実行可能としている。 

(2) データのフォーマットチェック 

　　　規定された書式によるファイル名であるか、ファイル

　　に含まれるデータが規定された書式（時刻のフォーマッ

　　トや項目数）であるかを調べ、エラーがあった場合には

　　各社の管理者へメールで報告し修正を依頼する。 

(3) 統計グラフの自動生成 

　　　次に、GNUPLOT によりグラフを作成する。更新され

　　た入力データと予め設定しておくグラフのスタイルファ

　　イルを基にPNG形式のグラフデータを作成する。 

(4) 公開Webディレクトリへのファイルコピー 

　　　自動作成されるグラフのPNGファイルは、グラフ作成

　　のタイミングでWebサーバのディレクトリにコピーされ

　　る。既に同名のPNGファイルが存在する場合には、更新

　　時刻を比較し新しいものを保存する。 

 

5.2  公開Webページ 
　調査結果を広く一般に公開するためのWebページを構築し

た。広く認知してもらうために、一般の閲覧者にも分かりやす

く興味が持てるようなデザインを採用し、定期的に計測してい

る統計データがグラフに更新されるタイミングに合わせ、

Webコンテンツも自動更新されるようにしている。図４に公

開Webページ[５]の一部を示す。TOPICSには更新のあった

グラフが明確になるように情報が自動で表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

　 

　 

 

 

 

 

 

 

　5.3  計測データによる考察 
　本節では、構築したシステムにて作成した代表的な統計グラ

フを基に、その傾向と考察について述べる。 

　図５に国別 IPv６アドレスブロック数の推移グラフを示す。

このグラフからはアドレスブロックの取得は着実に増加している

ことが分かる。割り当て数が最も多い国は米国(US)で、２００６

年に入ってドイツ(GE)が日本(JP)を抜いて伸びてきている。 

　この他に、IPv６対応のDNS数や製品数なども着実に増えて

おり、IPv６が利用できる環境が徐々に整ってきている。 

　図６は、IPv６対応 IXにおける IPv６トラフィックと IPv４ト

ラフィックの比率の推移を示すグラフである。ここからは顕著

なグラフの伸びを確認することができず、トラフィック面での

増加を確認することはできなかった。 

（7） 

（8） 

（7）SCP(Secure CoPy) ： SSH(Secure SHell)によりファイル転送を行うコマンド。 
（8）GNUPLOT ： 二次元および三次元グラフを作成するフリーソフトウェア。 
 



図５　国別 IPv6アドレスブロック数の推移 

図６　ある IPv６対応 IXにおける IPv６/ IPv４トラフィック比の推移 
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6. おわりに 
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　本プロジェクトでは IPv６に関する各種統計情報を計測し、

得られたデータを自動的にグラフ化するシステムを構築した。

今後、このグラフはリアルタイムに更新され、IPv６を導入す

るにあたっての指針と参考情報となる。今後の課題としては、

世界中で利用できるような計測スクリプトを配布することに

よって、より広範囲な統計情報の収集の実現や、複数拠点での

計測により、統計データとしての精度を高めていくことである。 
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　その他、トラフィック解析によるアプリケーション分布の計

測結果からは、現状の IPv６ネットワーク利用がWWWとDNS

がほとんどであることが確認できた。この結果より、まだ一般

ユーザの利用している IPv６アプリケーションとしてはWWW

がほとんどであると結論できる。今後の IPv６のアプリケー

ションの普及が期待される。 
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