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が想定するネットワーク

術と考えられるようになってきており、標
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な応用分野であるので、早く標準が決ま
り、具体的な運用や展開へと目を向けた
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明暗分けるモバイル関連
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このあたりは、日本人ではなくても語
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次回のミーティングは、7月にウィーンで
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的にリンクが不安定になること
が、TCP などの全体の通信性能

IETF
http://www.ietf.org/

に大きな影響を与えるという問題

A

Dynamic Host Configuration Protocol
for IPv6(DHCPv6)
http://www.ietf.org/internetdrafts/draft-ietf-dhc-dhcpv6-28.txt

B
図2：IETFのウェブサイトで情報
を見る
Aのリンクから今回のミーティングのプログラム
などが見られる。B のリンクからは Internet
Draftが閲覧できる。
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Mobility Support in IPv6
http://www.ietf.org/internetdrafts/draft-ietf-mobileip-ipv6-21.txt
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