
 

1.4 IPv6 の必要性 

 TCP/IP の IP(Internet Protocol)は，ネットワーク上のパケットの送受信を制御す

る OSI 参照モデルの第 3 層(ネットワーク層)に位置するコネクションレス型のプロト

コルです。IP は，異なるネットワークの接続やネットワークの拡大に容易に対応でき

るように，統一的なパケットの形式(uniform packet format)，すなわち IP データグ

ラムとパケット転送機構を定義しています。IP データグラムとはインターネット層に

おけるデータの全体を指し，インターネットにおける基本的な通信単位になります。

あるアプリケーションがインターネットを通してデータを配送するとき，データは IP

データグラムの形で移動します。 

 IPv4 は 20 年以上前，LAN(Local Area Network)の技術が一般的になる前に定義さ

れたにもかかわらず，数多くのハードウェア技術の発達や変化，異種ネットワークの

接続およびネットワーク規模の拡大に極めてよく対応してきています。そして，現在

の IPv4 でも十分やっていけるし，IPv6 にしても特別にうれしいことはない，という

意見もあります。それにもかかわらず IPv6 がなぜ必要なのでしょうか。 

第 1 は，アドレス空間と経路情報の問題です。インターネットの重要な特徴は，「エ

ンド～エンド」で通信を確保し，エンドシステムが自由なサービスを実現する，とい

うものです。現在の IPv4 は IP アドレスが 32 ビットで構成されていますが，最近で

はインターネットの爆発的な広がりにより IP アドレスの不足が心配されています。

つまり，IP アドレスが不足する，ということは「エンド～エンド」の通信が確保でき

なくなることを意味します。 

 また，一方ではインターネットの規模の拡大により，経路を制御するためのルーティ

ングの情報量が増大し，ルータの処理負荷が問題になる状況が顕在化し始めています。

このような問題を解決するためには，「アドレス空間」を拡大し，「経路情報を集約」

して経路制御の情報量を減らす必要があります。そうしなければ，コンピュータ以外

の端末，例えば携帯電話や IP 電話，自動車，家電製品などが本格的にインターネッ

トに入ってきたとき，1 つのネットワークとして維持していくのが困難になる，とい

うことです。 

 第 2 は，新しいインターネットアプリケーションへの対応です。例えば，音声や映

像などのリアルタイム(実時間)情報を配信するアプリケーションでは，規則正しい時



間間隔でデータを送受信することが必要です。リアルタイム情報をインターネットで

中断することなく流し続けるためには，音声や画像を単純に転送するのではなく，こ

れらのパケットに対して特別な処理をする必要があります。このためには，特別な処

理の対象になるパケット列を判別しなければなりません。IPv4 では，IP ヘッダの情

報と，その上位にある TCP または UDP ヘッダも調べなければパケット列を識別する

ことができません。これでは IP パケットを中継するルータの処理負荷が増大し，か

つ，通信品質の確保が困難になり，音声や映像の実時間配信には適さないということ

になります。 

 IPv4 の IP データグラムのヘッダは，サービスの種類を定義する TOS(Type of 

Service)フィールドを持っています。しかし，IPv4 プロトコルは音声や映像の実時間

配信に使用できるサービスのタイプを定義していません。また，TOS フィールドは組

織内の使用を仮定しており，定義があいまいで相互運用ができないということや，正

しい値が設定されている保証がない，などの問題を抱えています。音声や映像を流す

ような新しいアプリケーションは，より複雑なアドレス付けや経路を選択する能力を

必要とします。 

第 3は，現在の IPv4 プロトコルは設定が面倒であるという問題を抱えています。ネッ

トワークに新しい機器を接続するときやネットワーク構成を変えるときなどには，IP

アドレスやサブネットマスクやデフォルトゲートウェイなどのネットワークパラメー

タの設定や変更が必要になります。これらの作業には特別な知識を必要とし，かつ面

倒，という問題があります。これは，今後インターネットがコンピュータ端末以外の

分野で多く利用されるときに障害になると考えられます。 

 このような問題を解決するために，IP の新しい版に一時的に次世代 IP(IPng：IP - 

The Next Generation)という名前を付けて検討が開始されました。そしてインター

ネットの研究開発機関である IETF(Internet Engineering Task Force)は IPngとして

提案されたいろいろな案から，CATNIP と TUBA と SIPP を検討対象にし，最終的

に SIPP を採用しました。 

 1995 年に，SIPP は IPv6 という名称に変更されました。インターネットのバージョ

ン番号は IANA(Internet Assigned Number Authority)が管理しており，4 の次のバー

ジョン 5 は RFC1190(Experimental Internet Stream Protocol, Version 2(ST-Ⅱ))で

規定されている ST-Ⅱ(ストリームプロトコル)という実験的なプロトコルにすでに割

り当てられていました。その結果，IP の新しいバージョンは 6 となり，そのプロトコ
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ルは IPv6 となりました。 

 また，バージョン番号 7，8，9，15 もすでに予約されており，割り当てられていな

いのは 10～14 です。したがって，IPv6 の次に新しい版が出るとすると，そのバージョ

ンは 10 になると思われます。 

 IPv6 は IPv4 の基本的な概念はそのまま受け継いでおり，IPv4 と完全に異なるプロ

トコルではありません。IPv4 で不足していた部分を補い，IP プロトコルのいっそう

の成長，発展を促進するものである，と考えられます。 

 

1.5 IPv6 の特徴 

 IPv6 は，アドレス不足など，いろいろな問題を抱えている IPv4 プロトコルを置き

換える次世代のインターネットプロトコルです。 

 IPv6 は，IPv4 に代わる「新しいアドレス体系を提供する」という面と，「新しい

通信プロトコルを実現する」という 2 つの面があります。2 つの面があるということ

は極めて重要で，忘れてはならないことです。ともすると新しいアドレス体系の方ば

かりが注目されがちですが，IPv6 全体を把握するためには，「アドレス体系」と「通

信プロトコル」の両方について理解する必要があります。 

 IPv6 の特徴は，大きく分けて，アドレス空間の拡大とヘッダの再設計にあります。

これらの特徴を中心に，もう少し詳しく見ていきましょう。 

 IPv6 は，IPv4 に比べて次のような特徴があります。 

 

(1) アドレス空間の拡大 

(IPv4 アドレス：32 ビット→IPv6 アドレス：128 ビットに拡張) 

 アドレスの長さが 32 ビットから 128 ビットに拡張されています。そのためノード

へ割り当てることができるアドレスの数がほぼ無限となり，IPv4 で問題となっている

アドレスが不足するという問題が解消します。また，アドレス構造の階層のレベル数

が増加したので，新しいアドレスの定義ができるようになっています。 

 理論的なアドレス空間は，IPv4 が 2 の 32 乗，IPv6 が 2 の 128 乗で，下記のよう

に十進表示では IPv4 が 10 桁，IPv6 は 39 桁になります。また，全アドレス空間のう

ち IPv4，IPv6 共に特別な用途に割り当てられているアドレスがありますので，実際

に使えるアドレスは下記より少なくなります。 



 

• IPv4：                                     4,294,967,296 個 

• IPv6：340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 個(≒3.4×1038) 

 

 IP のアドレス空間は，人類が共有すべき資源であると考えられます。そうすると，

地球上に存在しているすべての人に平等に行き渡らなければなりません。地球上の人

口と対比しますと， 

 

  IPv4 のアドレス数 42 億＜世界の人口約 63 億 

となり，IP アドレスがもらえない人が出てくることになります。これは，人類共有の

資源としては体系的にダメなことになります 

 一方，IPv6 では， 

  IPv6 のアドレス数＞世界の人口 

となるばかりでなく，1 人当たり 5.4×1028個のアドレスが割り当てられることになり

ます。もちろんこれは計算上のことですが，実際に割り当てられるアドレスも IPv4

比較して，はるかに多くなります。 

 IPv6 のアドレス空間の大きさを理解するために，別の観点からの計算があります。 

 地球全体の表面積は 5 億 9 百 95 万平方 km です。つまり，約 5×1020mm2になり

ます。したがって，地球全体の表面積 1mm2当たり約 6.67×1017個のアドレスが割り

当てられることになります。 

 IPv6 のアドレス空間は，他に類をみない豊富さを持っています。 

 ここで，それならもっと豊富になるように，128 ビット以上になぜしなかったか，

という疑問が出てくるかもしれません。その回答の 1 つとして，IP アドレスを埋め込

む IP ヘッダの処理のオーバヘッドが考えられます。 

 IPv4 のヘッダの長さは，オプションを付けなければ 20 バイトで，IPv4 の MTU 

(Maximum Transfer Unit：最大転送単位)は 576 バイトです。一方，IPv6 の基本ヘッ

ダの長さは 40 バイトで，IPv6 の MTU は 1,280 バイトです。 

 そうしますと，ヘッダ長のオーバヘッドは IPv4 が 3.5％，IPv6 が 3.1％になり，ほ

ぼ等しくなります。つまり，アドレス空間の拡大によるオーバヘッドがほとんど変わ
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らないアドレス長として 128 ビットが妥当と判断されたわけです。 

 1980 年に RFC760(DOD STANDARD INTERNET PROTOCOL)として提案され

た IPv4 アドレスが 2010 年頃までもつとすると，IPv4 の寿命は 30 年。これを考慮す

ると，IPv6 のアドレス空間は，今後 IPv4 を超える期間(30 年以上)におけるインター

ネットの拡大に対応するのに十分であると考えられます。IPv6 によって，あらゆるも

のに世界で唯一のグローバルアドレスを付与することができるようになり，かつ，使

い捨ても可能になります。従来考えも及ばなかったアプリケーションも次々と出てく

るのではないか，と期待されています。 

また，アドレス空間の拡大だけでなく，マルチキャストアドレスに“スコープ”フィー

ルドを付加することによって，マルチキャストルーティングのスケーラビリティを改

善しています。さらに，新しくエニィキャストアドレスを導入することにより，ノー

ドのグループのうちの 1 つにパケットを送ることができるようになりました。 

 

(2) ヘッダの簡素化 

 IPv6 の基本ヘッダでは，IPv4 ではほとんど利用されていなかったり処理負荷が重

いフィールド，例えばヘッダ長，識別子，フラグメントのオフセット，ヘッダのチェッ

クサム，TOS(Type of Service)フィールドが廃止されました。また，パケットを中継

するルータの処理負荷を軽くするための改善がされています。したがって，IPv6 の

ヘッダ全体としてはシンプルになっています。 

 ルータの負荷を軽減するために行われたこととしては，次の 3 点が挙げられます。 

 

• IPv6 の基本ヘッダを可変長から固定長に変更 

 基本ヘッダの長さを固定長にしたことにより，ヘッダの長さを予測して処理す

ることができるようになります。固定長になったことで，IPv6 では IPv4 の“ヘッ

ダ長”フィールドはなくなりました。また，IPv4 で可変長になっていた一部のパ

ケットに対処するため，IPv6 では基本ヘッダの後に拡張ヘッダを付加するように

なっています。 

 

• ルータごとのパケット分割処理をやめた 

 パケットの分割処理は有効な機能ではありましたが，処理負荷が重いことと，

ネットワークの効率的な利用の妨げになるということで廃止されました。この廃



止に伴い IPv6 では，IPv4 の“識別子”フィールドと“フラグメントのオフセッ

ト”フィールドが廃止されました。 

 

• チェックサム機構をなくした 

 パケットを中継するときに実行していたチェックサムの確認と更新は，処理負

荷が重いため廃止され，IPv4 のヘッダにあった“ヘッダのチェックサム”フィー

ルドはなくなりました。チェックサムはデータの送受信に伴って生じる誤りを検

出する方法の 1 つで，次のような手順で利用されています。 

 まず，送信側は送信データを分割してそれぞれのブロック内のデータを数値と

みなして合計をとります。求めたチェックサムをデータと一緒に送信します。受

信側では，送られてきたデータ列からチェックサムを計算し，送信側から送られ

てきたチェックサムと一致するかどうかを検査します。送られてきたチェックサ

ム値と受信側で計算したチェックサム値が異なると，通信経路上で誤りが生じて

いることになります。そのときは，再送要求を出すなどの誤り訂正手続きを取り

ます。 

 このようなチェックサム計算は，OSI のレイヤ 2 のデータリンク層で実行され

ているカプセル化処理で行われているので，処理負荷が重いということを考え合

わせ，なくてもよいということになりました。 

 

 IPv6 で追加された新しい機能としては「経路 MTU 探索」があります。ヘッダの単

純化により，中継するルータの処理負荷が軽くなるという利点が得られます。 

 

(3) 拡張ヘッダとオプションの追加，拡張可能なプロトコル 

 IPv6 は，IPv4 とは異なり，すべてのプロトコル特性を規定しないことにより，ヘッ

ダを簡素化していますが，その代わりオプション機能は独立した拡張ヘッダで実現す

るようになりました。これにより，送信者がデータグラムに付加情報を付け加えるこ

とができます。IPv4 と比べると，次のようになります。 

 

• IPv4 ：すべてのデータグラムに対してただ 1 つのヘッダを用いており，オプショ 

ンフィールドを 1 つのヘッダ内に抱えています。したがって，オプション

を使わない場合はヘッダの長さは 20 バイトですが，オプションを使う場
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合はヘッダの長さは可変長になります。 

• IPv6 ：40 バイトの基本ヘッダ内には，オプション機能は持っていません。オプ 

ション情報は，基本ヘッダとは独立した拡張ヘッダに持たせています。し

たがって，オプションを使うか使わないかにかかわらず，基本ヘッダは固

定長です。 

 

 IPv6 の 1 つのデータグラムは，40 バイト固定の IPv6 基本ヘッダにデータが続く構

造をとります。また，オプション機能を利用する場合は，「IPv6 基本ヘッダ＋1 つま

たは複数の拡張ヘッダ＋データ」の形になります。 

 独立した拡張ヘッダによって機能を拡張する方式を採用していますので，IPv6 の方

が IPv4 より柔軟になっており，オプション機能を必要に応じて容易に追加すること

ができます。基本ヘッダが固定長であること，および IPv6 アドレスのネットワーク

部が 64 ビットの固定長であることにより，ルータの処理が楽になり，処理のハード

ウェア化などが容易にできるなど，処理の高速化と転送効率を向上することが可能に

なっています。 

 

(4) プラグ&プレイ 

 ホストの IP アドレスとサブネットマスクとデフォルトゲートウェイの IP アドレス

をネットワーク内のホストに自動的に配布する DHCP(Dynamic Host Configuration 

Protocol)機能は，IPv4 ネットワークではオプション機能でした。IPv6 アドレスを自

動設定する機能は，IPv6 ではプラグ&プレイ機能として設計当初から考えられており，

実装が容易になっています。 

 ここで，IPv6 ネットワークでプラグ&プレイ機能を実現する次の 2 つの方法を説明

しておきます。 

 

• DHCPv6 ―  ス テ ー ト フ ル ( 状 態 あ り ) 自 動 設 定 (State-full Address 

Auto-configuration) ― 

 DHCPv6 は，従来の DHCP が持つ機能を IPv6 に実装したもので，予約してい

るアドレスをネットワーク内のホストに自動的に配布します。DHCPv6 は，IPv4

アドレスと IPv6 アドレスの両方に対応できるように拡張されています。 

 



• ステートレス(状態なし)自動設定(State-less Address Auto-configuration) 

 ステートレス自動設定では，IP アドレスをあらかじめ予約しておく必要はあり

ません。ホストなど IP アドレスを必要とする機器は，ルータに問い合わせる

RS(Router Solicitation)を送ることによって“ルータ通知メッセージ RA(Router 

Advertisement message)”を得るか，またはルータがマルチキャストによってメ

ンバに配布している“ルータ通知メッセージ”を手に入れます。ルータはホスト

からの RS を受け取ったときだけでなく，一定時間ごとに繰り返して RA をネッ

トワークに送り出しています。 

 “ルータ通知メッセージ”を入手したホスト等は，メッセージの中に含まれて

いる“管理対象アドレス設定(Managed Address Configuration)”を見てステー

トレス自動設定ができるかどうかをチェックします。ステートレス自動設定がで

きる場合，ホスト等の各機器は，ルータから配布された IPv6 アドレスの上位 64

ビットに該当するプレフィックス情報に，自分自身のネットワークポートに付い

ているアドレスを加えて IPv6 アドレスを生成します。 

 ネットワークインタフェースに付いているアドレスは，Ethernet の場合，LAN

カードの ROM に焼き付けられている 48 ビットの MAC(Media Access Control 

address)アドレスになります。 

 

(5) IPv4 の既存環境の中での IPv6 による通信 

 既存の IPv4 環境のホストやルータとも相互に通信することができます。 

 

(6) セキュリティ(認証)と機密保持機能 

 IPv6 は初めからセキュリティのことを考慮した仕組みを持っており，パケットの中

に，認証，データの整合性の確認，データ機密保持などの機能が組み込まれています。 

 IPv6 では，インターネットで暗号通信を行う IPsec(Security Architecture for 

Internet Protocol：アイピーセック)が IPv6 プロトコルスタックの一部として各ホス

トに標準で実装されます(IPv4 ではオプションでした)。 

 IPsec による暗号化通信では，ファイアウォールだけでは防ぐことができない LAN

やインターネットなどの通信経路上に流れるデータの盗聴や改ざんに対処することが

できます。万が一盗聴されたとしても，暗号化により意味が不明なデータに変換され

ていますので，容易に解読することはできません。また，ユーザ認証の機能も備えて
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いますので，セキュアなノードを認証することができます。つまり，エンド～エンド(端

末対端末)で IPsec が容易に構築でき，セキュリティ機能の優れたネットワークを実現

することができます。 

 

(7) 通信サービス品質(QoS)の向上，音声と映像のサポート 

 IPv6 は初めから QoS のことを考慮した仕組みになっており，IPv6 基本ヘッダに用

意されている“フローラベル”フィールドを使うことによって，特定のトラフィック

フローを識別して制御することができます。このフローラベルにより，音声や映像デー

タに品質の高い通信経路(パス)を割り当てることができ，マルチメディア通信に容易

に対応できます。また，積極的にコストの低いパスにデータグラムを関連づけるなど

にも利用でき，通信費用の削減にも役立ちます。 

 

1.6 IPv6 標準化状況 

 インターネットに関する技術の標準化は，インターネットの研究開発機関である

IETF で行われており，RFC としてまとめられています。1994 年 7 月に開催された

IETF 会議で次世代インターネットの基本になるプロトコルが選択され，IPv6 のもと

になるものとして検討が開始されました。 

 IPv6 は単独で検討されているのではなく，様々な関連機能とともに検討されていま

す。これは，IP がインターネットの基盤になるプロトコルであり，様々な機能が IP

を前提にして考えられているからです。 

 現在の状況は，基本的な機能に関しては標準化されているものの，例えば，ルーティ

ングプロトコルが欠けているなど，まだ十分な状況ではありません。 

 IP(＝IPv4)に関する規格は，1970 年代に仕様が提案され，1980 年 1 月に

RFC760(DoD STANDARD INTERNET PROTOCOL)が配布され，1981 年 9 月に

RFC791(INTERNET PROTOCOL DARPA INTERNET PROGRAM PROTOCOL 

SPECIFICATION)として標準化されました。IPv4は誕生してからもう 22年以上経っ

ていることになります。 

 IPv6 に関する規格は，まず 1995 年 12 月に RFC1883(Internet Protocol, Version 

6(IPv6) Specification)として提案され，1998 年 12 月に RFC2460(Internet Protocol, 

Version 6(IPv6) Specification)として標準化仕様がまとめられました。1969 年 4 月に



最初の RFC が作成されて以来，現在 3,000 以上の RFC が作成されています。RFC

はインターネット上で公開されており，各種のプロトコルの記述の他に，それらに対

するコメントや各プロトコルの標準化状況なども記載されています。 

 IPv6 の実装と実用化の状況は，次のような流れになっています。 

 IPv6 は，1996 年に運用実験が開始されました。1997 年には，IPv6 に対応した製

品が出荷され始めました。基本部分については 1999 年までに標準化が行われ，主な

OS やルータなどへの実装が行われています。現在，IPv6 の拡張機能を実現する通信

技術や，それを実装する機器の開発が行われ，実用化が進められています。 

 日本では，早くから WIDE1プロジェクトが IPv6 の標準化や IPv6 対応の通信ソフ

トウェアの開発，実証，仕様の公開等に取り組んでいます。我が国が早くから IPv6

に対応しているのは，先進的な技術への積極的な取り組みという側面以外に，米国ほ

ど IPv4 のグローバルアドレスを潤沢に保有していないという点も挙げられます。 

 なお，IPv6 に関する標準化の状況は次の通りです。 

 

 ① 基本標準 

 基本的な機能はすでに決定した状況にあります。 

• RFC2460(Internet Protocol, Version 6(IPv6) Specification)として標準化仕

様が決定。 

• 多くの実装でテストされ，標準として安定した状態にあります。 

 

 ② 拡張機能標準 

 重要な拡張機能標準の骨格はほぼ固まった状態にあります。今後注目すべき標

準化案としては，次のようなものがあります。 

• 移動端末対応(Mobile IPv6)：draft-ietf-mobileip ipv6-XX.txt 

• デフォルトアドレス選択：draft-ietf-ipngwg-default-addr-select-XX.txt 

• ステートレスアドレス発見：draft-ietf-ipngwg-dns-discovery-XX.txt 

                                                  
1 WIDE(Widely Integrated Distributed Environment)プロジェクト：慶応義塾大学環境情報学

部の村井純教授をリーダとしてインターネット関連技術の先端的な研究開発や実証実験を

行っている産学協同プロジェクト。大学，国立研究機関，企業の研究所などから多くの研究者

が参加しています。 
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• DHCPv6 の IPv6 プ レ フ ィ ッ ク ス オ プ シ ョ ン ：

draft-troan-dhcpv6-opt-prefix-delegation-XX.txt 

• 企業内ネットワークの自動トンネルアドレッシング方式 ISATAP(Intra-Site 

Automatic Tunnel Addressing Protocol)：draft-ietf-ngtrans-isatap-XX.txt 

• MPLS エッジルータ向け IPv6 対応機能 6PE(IPv6 on the Provider Edge 

Router)：draft-ietf-ngtrans-bgp-tunnel-XX.txt 

 

[注] これらのドラフトは，次の Web ページで入手することができます。 

  ftp://core.ring.gr.jp/pub/doc/internet-drafts 

 

 ここで，RFC について少し解説しておきましょう。 

 

── RFC(Request for Comments)について ── 

 RFC は IETF(The Internet Engineering Task Force)によって標準化されている技

術文書で，インターネットで使用されている TCP/IP 関連の仕様などについて記述さ

れています。1969 年 4 月に最初の RFC1(Host Software)が発行され，2002 年 8 月末

時点で RFC3368(The 'go' URI Scheme for the Common Name Resolution Protocol)

が発行されています。 

 RFC には，標準規格の他に，実験的なプロトコルの記述や，インターネットに関す

る各種の報告やエイプリルフールのジョーク的な RFC まで含まれています。 

 ここで，有名なジョーク RFC の概要を 3 つばかり紹介してみましょう(いずれも発

行日は 4 月 1 日です)。 

 

【その 1】 RFC1149：A Standard for the Trnsmission of IP Datagrams on Avian 

Carriers 1 April 1990 

 キャリア(伝送媒体)として鳥を使って IP データグラムを送る場合の方法，一般的に

は「伝書鳩プロトコル」と呼ばれている通信について記述しています。その特徴は次

のようなものです。 

 情報は巻紙の形でキャリア(伝書鳩)の片足に取り付けられます。キャリアの特徴と

しては，遅延性が大きく，スループットは低く，春先以外には互いに干渉することな



く使用でき(早春は干渉あり)，本質的に衝突(コリジョン)を回避する機能を持っており

(コリジョンを生じる Ethernet より優れもの？)，ネットワーク空間は 1 次元のネット

ワークケーブルではなく 3 次元の空間が利用できます。 

 

【その 2】 RFC2324：Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP/1.0) 1 April 

1998 

 コーヒーは世界中の人々が口にするようになっています。 

 コンピュータがあらゆる場所に浸透しています。 

 この両者を結び付けること，つまり，ネットワークに接続されたコーヒーポットを

コンピュータで制御し，一味違うコーヒーをいれるための「コーヒーポット制御プロ

トコル」について提案し，解説しています。 

 

【その 3】 RFC3093：Firewall Enhancement Protocol (FEP) 1 April 2001 

 エンドツーエンドの通信を特徴とする，インターネットの透過性は新しい技術と

サービスを提供してきましたが，それを阻害するものとしてファイアウォールの存在

があります。ファイアウォールのセキュリティモデルを破壊することなく，かつ，ファ

イアウォールの管理者の力を借りることなく，どのようなアプリケーションでも通過

することを可能にする「ファイアウォール強化プロトコル(FEP)」を提案し，解説し

ています。 

 

 さて，ジョーク RFC の話はこれくらいにして本題に戻ります。 

 RFC には，必ず実装しなければならないものから，実装しなくてもよいものまであ

ります。実装しなければならないものから順番に，次の 5 つの段階があります。 

 

 ① 必須(Required) 

 TCP/IP ベースのすべての機器が実装する必要があります。 

 ② 推奨(Recommended) 

   実装することが推奨されているものです。推奨とされている RFC は一般的に

実装するのが普通です。 

 ③ 選択(Elective) 
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 機能や動作について定義されていますが，実装してもしなくても構いません。 

 ④ 限定的な使用(Limited) 

 一般的な使用では実装しません。 

 ⑤ 推奨しない(Not Recommended) 

 実装することは奨めません。 

 

 また，RFC にはインターネット標準としての発展段階(成熟度)が浅い方から深い方

へ順番に次の 3 つのレベルがあります。 

 

 ① 提案(PS：Proposed Standard) 

   標準化過程の最初に提案される RFC は“標準への提案(PS)”として公開され

ます。 

 PS 段階の仕様としては，次のことが要求されます。 

• すでに知られている設計上の問題点が解決されていて，安定していること。 

• インターネットコミュニティで十分検討されていること。 

• インターネットコミュニティで価値があるとみなされ，興味を持たれている 

    こと。 

 仕様の実装や運用実験は必須ではありません。 

 

 ② 草案(DS：Draft Standard) 

   標準化過程で PS の次の段階に進んだ RFC は“標準への草案(DS)”として公開

されます。 

 DS 段階の仕様としては，次のことが要求されます。 

• インターネットコミュニティでよく理解されていること。 

• 実装レベルとして非常に安定していること，つまり十分な運用実績が得られ 

ていること。 

   DS 段階の仕様は，成熟し，有用であると確信できるようになっている必要が

あります。そのため，PS 段階から DS 段階に進むためには，次の条件を満たす必



要があります。 

• 複数の団体による仕様の実装と運用経験があること。 

• 6 カ月以上の時間が経過していること。 

• IESG(Internet Engineering Steering Group：インターネット技術推進グ 

    ループ)の承認が得られていること 

   一般的には，この段階の仕様は変更されることはめったになく，安心して実際

の運用システムに実装して構いません。 

 

 ③ インターネット標準(STD：Internet Standard) 

   インターネット標準として認定された RFC は“標準(STD)”として公開されま

す。STD は標準化過程の最終段階です。この段階で RFC 番号と STD シリーズ番

号が割り当てられます。 

   STD 段階に達することができるのは，重要な実装と十分な運用実績が得られた

仕様のみです。このレベルの仕様は技術的成熟度が高く，インターネットコミュ

ニティにとって極めて有用なプロトコルやサービスを提供するものです。 

 STD 段階の仕様は，さらに次の 2 種類に分類できます。 

• IP プロトコルレイヤ以上のインターネット全体に適用されるプロトコル。 

• ネットワーク依存のプロトコル 

   STD 段階に達した後もまだ仕様が発展する可能性はありますが，その場合は標

準化過程での昇格ではなく，新しい RFC で置き換えるという形をとることにな

ります。 

 

 上記の RFC の標準化過程を図にまとめると，次のようになります。 
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Experimental Informational

Historical

Best Current Practice

Internet Draft

PS：Proposed Standard

DS：Draft Standard

STD：Internet Standard

非標準化過程のRFC

標準化過程

Experimental Informational

Historical

Best Current Practice

Internet Draft

PS：Proposed Standard

DS：Draft Standard

STD：Internet Standard

非標準化過程のRFC

標準化過程

 
 上図のうち，     で囲んだ部分は，標準化過程で処理されない RFC です。

非標準化過程の RFC の内容は，次のようなものです。 

 

• 実験(Experimental) 

   インターネットに関連する研究成果や実験結果のうち，公開して共有すべきだ

と思われる内容に適用される分類です。研究目的以外には実装してはいけないこ

とになっています。 

• 情報(Informational) 

   標準化過程で処理されないが，インターネット全体に知らせることが望ましい

と判断された内容を示す分類です。ベンダの独自仕様などが含まれます。 

• 歴史(Historical) 

   新しい仕様によって使われなくなった場合など，仕様としての役割が終わった

RFC に適用されます。この内容は，実際には使わないことになっています。 

• 現状(Best Current Practice) 

   「現状での最良の方法」を示す文書です。インターネットを管理していくため

の合意をとるための文書などに適用され，インターネット関連組織の規約などが

公開されています。 

 

 IPv6 関連の RFC 一覧を，付録 2 に記載します。 


