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RV160 および RV260 ルータの設定 IPv6 遷移 
目標
 

この技術情報の目標は 6in4 か 6rd を使用している RV160x および RV260x ルータの IPv6
遷移を設定する方法を示すことです。
  

概要
 

Internet Protocol（IP）バージョン 6 （IPv6）はバージョン 4 （IPv4）に多くの追加の利点
を Internet Protocol（IP）提供します。 IPv6 はより大きいアドレス スペース、より容易な
アドレス集約および統合されたセキュリティを提供します。 IPv6 遷移は IPv4 ネットワー
クリンクを渡って IPv6 ネットワークに通信する属するホストを助けます。
 
IPv4 からの IPv6 への移行の場合、6in4 と呼ばれるインターネット 移行技術を使用できま
す。 6in4 は IPv6 パケットが 41 に IP プロトコル数が設定されていると IPv4 ヘッダでカプ
セル化されるトンネリングを使用します。 プロトコル 番号は IPv4 ヘッダの「プロトコル
」フィールドまたは IPv6 の「次のヘッダ」フィールドの値です。 プロトコル 41 はそのル
ーティング プロトコル IPv4 パケットの中の埋め込み IPv6 パケットです。 パケットは IPv4
インターネットかネットワークによってそれから送信されます。 6in4 は広く使われた移行
技術です。
 
IPv6 遷移を実現させる代替方法は IPv6 急速な展開（6rd）です。 6rd はまたインターネッ
トサービスプロバイダー （ISP）が急速にセキュアな方法および既存の IPv4 アクセス ネッ
トワークインフラストラクチャにアップグレードを必要としないで lightweight の IPv6 を展
開するようにするトンネリング メカニズムです。 この方式では、各 ISP はユニークな IPv6
プレフィクスを使用します。
  

適当なデバイス
 

RV160
RV260
  

[Software Version]
 

1.0.00.15
  

設定 IPv6 遷移
 

RV160x/RV260x の IPv6 遷移を設定するために、次の手順に従って下さい。
 
ステップ 1.ルータの Web 設定 ページへのログイン。
 



注: この技術情報では、IPv6 遷移を設定するのに RV260W を使用します。 設定は使用して
いるモデルによって変わるかもしれません。
 
ステップ 2.選り抜き WAN > IPv6 遷移。
 

ステップ 3 トンネルインターフェイスをイネーブルに設定するためにイネーブルをチェッ
クして下さい。
 

ステップ 4.説明を入力して下さい。
 



ステップ 5 ローカルインターフェイスおよびローカル IPv4 アドレスは選択したインターフ
ェイスを表示する。
 

ステップ 6. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
IPv4 トンネル（6in4）の IPv6
 

IPv4 トンネル（6in4）を追加するために、次の情報を入力して下さい:
 
ステップ 1. IPv4 トンネル（6in4） Radio ボタンの IPv6 を選択して下さい。
 



ステップ 2.リモート IPv4 アドレスを入力して下さい。
 

ステップ 3.ローカル IPv6 アドレスおよび長さを入力して下さい。
 

ステップ 4.リモート IPv6 アドレスおよび長さを入力して下さい。
 

ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。
 



リブート間の設定を保存したいと思う場合ステップ 6.You はスタートアップ コンフィギュ
レーションに実行コンフィギュレーションをコピーする必要があります。 これをするため
、SAVE アイコンをページの上でクリックするため。
 

ステップ 7 設定管理では、コピー/保存コンフィギュレーションセクションにスクロールし
て下さい。 出典が実行コンフィギュレーションであり、宛先がスタートアップ コンフィギ
ュレーションであることを確認して下さい。 [Apply] をクリックします。
 

 
IPv6 急速な展開（6rd）
 

IPv6 急速な展開（6rd）では、各 ISP は自身の IPv6 プレフィックスの 1 つを使用します。
それ故に、プロバイダは IPv6 ネットワークにアクセスできるすべてのネイティブ IPv6 ホ
ストからの 6rd ホスト アベイラビリティのために保証されます。
 
ステップ 1 IPv6 急速な展開（6rd） Radio ボタンを選択して下さい。
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呼び出します。 コンフィギュレーションモード セクションで、DHCP を使用するために 
DHCP から自動的にクリックして下さい（212） 6rd プレフィクスを得るオプションは IPv4
アドレスおよび IPv4 マスク 長さを中継で送ります。
 

ステップ 3 好む場合、次の 6rd パラメータを『Manual』 を選択 し、設定 して下さい。
 

リレーの IPv4 アドレスを入力して下さい。
IPv4 コモン プレフィクス長を入力して下さい。
IPv6 プレフィクス/長さを入力して下さい。 IPv6 ネットワーク（サブネットワーク）は
プレフィクスによって識別されます。 ネットワークのすべてのホストは IPv6 アドレス
のための同一の最初のビットを備えています。 ネットワーク アドレスでよくある最初
のビットの数を入力して下さい。 デフォルトは 64 です。
 

注: 前述のパラメータは ISP によって定義される必要があります。
 

ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
 



注: ページの上で SAVE アイコンを Configuration Management セクションにスタートアッ
プ コンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルに実行コンフィギュレーシ
ョン ファイルをコピーするためにナビゲート するようにクリックすることを忘れないよう
にして下さい。
 
今うまく RV160x/ RV260x ルータの IPv6 遷移を設定する必要があります。
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