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予め御断りして置きますが、今日のテーマ
は一寸ばかりメンドクサイお話です。 



ＩＰｖ６が愈々始動した！ 



昨年のWorld IPv6 Dayは主にWebサービス事業
者が中心となり、世界の主要なWebサイトが24
時間にわたってIPv6に対応するという実験的な

イベントだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



今年は本当に実施！！？？？ 



素朴な疑問は起きませんか？ 



何故ＩＰｖ５ではないのか？ 

 IPv4とIPv6の間に5番目のプロトコルは存在
しています。 

 それは「ST-II」（RFC1190）という名称の  

 プロトコルで、次世代IPとして開発された 

 ものではなく，実験的なプロトコルで， 

一般が利用するものではあ
りませんでした。 



Ｉｐのヴァージョンは 
ＩＰｖ１～３ 全く使われていない 

 

ＩＰｖ４（３２ビット）         
これが現行のＩＰ 

 

ＩＰｖ5 実験的なもので廃案になった 

 

ＩＰｖ6（１２８ビット）        
次世代ＩＰとされている 

 



Ｖ6 今年はもはや練習ではない 

世界中の大手プロバイダー
（ISP）、家庭向けのネット
ワーク機器を提供するベン
ダー、Webサービス事業者
などが6月6日以降、恒久的
にIPv6を有効にするという取
り組みである。  



参加する各分野の業者は 

 ISPは、6月6日の段階で自社のインター

ネット接続サービス契約者のうち１％以
上にIPv6対応のWebサイトにアクセスで
きる環境を用意する。 

 ネットワーク機器ベンダーは、自社の家
庭向けルーターにおいてIPv6をデフォル
トで有効にする。 

 Webサービス事業者は、主要なWebサイ

トをIPv6に対応させる。  



 

 参加企業は、米国勢が中心で 

AT＆T、アカマイ、グーグル、コムキャスト、 

シスコシステムズ、タイムワーナー・ケーブル、
ディーリンク、フェイスブック、マイクロソフ
ト、ヤフー、ライムライトネットワークス、等 

 

日本からＫＤＤＩ，フランスのフリーテレコム、
オーストラリアのインターノード、オランダの
XS4オールなど。  



世界のネット関連業者が参加 

６月１３日現在 

参加の名乗りを挙げているのは（カッコ内は日
本企業） 

Website Operators ３，０１３（８６） 

Network Operators ７７（２） 

Homeroutor vendors ６ (２) 

  

この数字はどんどん増えているようです
が・・・・・中には随分いかがわしいのもリス
トアップされている、・・・と、云うより肝心
な名前は殆ど見当たらない！？？ 



MCCメンバーのプロバイダーは 

何故かNiftyもJ-comも参加企業に名を連ね
ていません。 

それぞれのホームページでIPV-6に対応す
るとは云っておりますが・・・？？？ 

要するにまだまだ当分はIpｖ４のサービス

でユーザーは賄えると見ているのでしょ
うか？？ 



このテーマは既に学んだのだ
が・・（覚えてますか？） 



ネット上の住所に当たるドメイン 

ドメイン名は、以下のように表示
されます。  

電子メールアドレスの場合 
taro@example.co.jp 

ウェブアドレスの場合 
www.example.co.jp 

 



 実は、インターネット上のコンピュータ同士が通信す
る際には、「123.45.67.89」といった数字をピリオドで
つないだ「IPアドレス」と呼ばれる番号によって通信
相手を特定しているのですが、このような数字の羅列
を人間が識別するのは非常に困難です。そこで、人間
が覚えやすいように「jpnic.jp」といった文字列からな
るドメイン名が利用されているわけです。 

 ドメイン名を使ってインターネット上でやりとりを行
うためには、これをコンピュータ同士が通信するため
に必要なIPアドレスに変換させなければなりません。
このドメイン名とIPアドレスを対応づけるしくみがド
メインネームシステム(DNS)であり、「インターネッ
トの住所録」にあたります。 

 



ＤＮＳ運用のルートサーバー 



ルート 
サーバー 

運用組織 所在地 

A VeriSign, Inc. 米国バージニア州 

B 
南カリフォルニア大学情報科
学研究所(ISI) 

米国カリフォルニア州 

C Cogent Communications 米国バージニア州 

D メリーランド大学 米国メリーランド州 

E 
米航空宇宙局(NASA)エイム
ズ研究所 

米国カリフォルニア州 

F 
Internet Systems Consortium, 
Inc.(ISC) 

米国カリフォルニア州 

G 
米国防総省ネットワークイン
フォメーションセンター 

米国バージニア州 

H 米陸軍研究所 米国メリーランド州 

I Autonomica ストックホルム 

J VeriSign, Inc. 米国バージニア州 

K 
Reseaux IP Europeens -
Network Coordination 
Centre(RIPE NCC) 

ロンドン 

L 
Internet Corporation for 
Assigned Names and 
Numbers(ICANN) 

米国カリフォルニア州 

M WIDEプロジェクト 東京 

http://www.verisign.com/
http://www3.isi.edu/home
http://www3.isi.edu/home
http://www3.isi.edu/home
http://www.cogentco.com/
http://www.umd.edu/
http://www.nasa.gov/centers/ames/home/
http://www.nasa.gov/centers/ames/home/
http://www.nasa.gov/centers/ames/home/
http://www.nasa.gov/centers/ames/home/
http://www.isc.org/
http://www.isc.org/
http://www.nic.mil/
http://www.nic.mil/
http://www.arl.army.mil/www/default.htm
http://www.autonomica.se/
http://www.verisign.com/
http://www.ripe.net/
http://www.ripe.net/
http://www.ripe.net/
http://www.ripe.net/
http://www.icann.org/
http://www.icann.org/
http://www.icann.org/
http://www.wide.ad.jp/index-j.html
http://www.wide.ad.jp/index-j.html


もう一度お浚いしてみよう 

IPv4アドレスは 

0から255までの数字を 

4つ並べたもの 

 

参考までに、我が家のそれは 

192.168.11.1 

 

 



0から255を2進数で表すと8ビット 

       ↓ 

IPv4アドレスを2進数で表現すると 

   8×4=32ビット 

   219.94.132.51 

       ↓ 

11011011 01011110 10000100 00110011 



ＩＰｖ4で可能なアドレスの数は 

  ２32 ＝
4,294,967,296 
４３億もあるの
に・・・？？ 
今やほぼ枯渇の域に達しつつ
あるのだ！！ 



 
IPアドレスは 

 
世界中で絶対に 

重複しないように 
管理されている 

（必要がある） 



国別に見たＩＰアドレス（per 
capita) 



主要国に割り当てられたIPアドレス数 

 USA     1,552,650,112 

中国      330,335,744 

日本                  201,900,824 

 UK                  122,653,008 

ドイツ                  118,461,544 

韓国                   112,246,272 

フランス                 95,488,400 

インド               34,704,128 

 



ＩＰアドレスの管理割り振りは 



当然のことだがアメリカが中心 

 ICANN（The Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers、アイキャン）とはイン
ターネットのIPアドレスやドメイン名などの
各種資源を全世界的に調整・管理することを
目的として、1998年に設立された民間の非営
利法人である。 

 ただICANNは民間非営利団体ながらも米商務
省の傘下にあり、一般に「インターネットガ
バナンス」と呼ばれる国際問題となっている。 

 下部組織にはInternet Assigned Numbers 
Authority（IANA）がある。 

 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/IP%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/IP%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%90%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/1998%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1998%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E5%9B%A3%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E5%95%86%E5%8B%99%E7%9C%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E5%95%86%E5%8B%99%E7%9C%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%95%8F%E9%A1%8C&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/Internet_Assigned_Numbers_Authority
http://ja.wikipedia.org/wiki/Internet_Assigned_Numbers_Authority


カリフォルニアMarina del Reyの 
ＩＣＡＮＮ本部 

//en.wikipedia.org/wiki/Marina_del_Rey,_California


インターネットの神様と云われた 
ジョン・ポステルの創設による 



 ジョン・ポステル（Jonathan Bruce Postel, 1943年
8月6日 - 1998年10月16日）はアメリカのコン
ピュータ科学者。 

 1974 年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校 
(UCLA) よりコンピュータサイエンスの博士号を授
与される。UCLA 在学中より初期の ARPANet に関
わる。 

 1977 年より南カリフォルニア大学 (USC) の情報科
学研究所 (ISI) にてインターネットの発展と標準化
に多大な貢献をし、「インターネットの神」と呼
ばれた。TCP/IP, SMTP, DNS, FTP, Telnet の開発に
携り、RFC の編集者としての他、IANA の発起人と
して知られる。 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1943%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1943%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%886%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%886%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%886%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%886%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/1998%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1998%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8816%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8816%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8816%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8816%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1974%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1974%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%83%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%A0%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://ja.wikipedia.org/wiki/1977%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1977%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ja.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
http://ja.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://ja.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://ja.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://ja.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments
http://ja.wikipedia.org/wiki/Internet_Assigned_Numbers_Authority


全体の割り振りを司るのは 















２０１１年２月３日 
遂にＩＡＮＡ在庫枯渇 



２０１１年４月１５日 
アジア地域の枯渇 





枯渇とは！！ 



「枯渇」とはどう云うことか 

 元来ＩＰアドレスは所有権を与えられるので
なく、使用出来るという、いわばリースなの
だ。 

 「枯渇」とは新規参入者への割り当てが出来
なくなるということ・・・に過ぎない。 

 従って在庫が無くなったら（枯渇したら） 
 他から回すか、取り戻すかなどして暫くは運 
 用していられる。 
 
その他にも節約使用の手段もあるが・・・ 
 



抜本的解決はやはり・・・ 





これが実現すれば・・・ 



IPv4アドレスは32ビットのアドレスを8ビッ
トずつの4ブロックに区切って、ブロックご
とに10進値に変換して表記している。8ビッ
トずつなので、個々のブロックで表記可能
な数値の範囲は2の8乗で256個、つまり0～
255の範囲となる。 

 

例えばこんな具合になっている。 

   202.229.5.177 
 



長さが128ビットもあるIPv6アドレスで同
じ表記を使用すると、ブロックの数が16
個もできてしまい、これでは煩雑すぎる。 

そこでIPv6では128ビットのアドレスを16
ビットずつ8個のブロックに分けて、各々
を16進値で表記するようにした 

 2001:c900:0ab0:0000:0000:1234:5678:0000 
 
といった４桁の16進法の数字×８ブロック
で表現します 

 



ＩＰｖ6ではアドレスの数は無限大に 

２
128

＝ ３４０，２８２，３６６， 
    ９２０，９３８，４６３， 
    ４６３，３７４，６０７， 
    ４３１，７６８，２１１， 
    ４５６ 

 
こんな数字をどう読めばいいのか？？？ 



漢数字で表現すると 

３４０澗２８２３溝 

６６９２穰９３８４杼 

６３４４垓６３３７京 

４６０７兆４３１７億 

６８２１萬１千４百５拾６ 
 



４ＴＯ６の量的変化を 
表現すると 



一人が与えられるＩＰアドレスの数は 
 

 ５．６穰個 
 つまり５６００兆の１００兆
倍となる 

 これなら流石に未来永劫 

 使い放題となるだろう！ 
 



問題は・・・・・・・ 



Ｖ4からｖ6への移行は簡単でない 

IPv6が登場したことで、世の中が一気にIPv6に
移行できれば話は簡単なのだが、そうは問屋が
卸さない。 

当面、IPv4とIPv6の共存が続くだろう… とい
うよりも、少なくとも予見できる範囲内の将来
にわたり、その状態が続くのではないかと思わ
れる。 

 

つまり我々の生きて居る間には完全移行などあ
り得ない！！？？？？？ 



取り敢えずの我々個々の対策は 
 

 

 

 

 

 

 

               「あっしには 

                関係ござ 

                んせん」という 

                ことになる？ 



先ずは自分のＰＣは対応するかぐらいは 
チェックして置こう 

スタート 

すべてのプログラム 

アクセサリー 

コマンドプロンプト 

 Ipconfig.exe と入力すれば 

 

 の順で自分のパソコンのＩＰアドレ
スが表示される 

 



一応のチェック・・・ 
私のＸＰではＩＰｖ４だった 



７になるとＩＰｖ６も表示されている 



ついでにＭＣＣホームページは 



奇しくも６月６日はD-Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



６８年後のこの日も歴史の転換点なのだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

－おわり－ 


