
RV215W の IPv6 LAN 設定 
目標
 

IPv6 は IP の最新バージョンで、現在の IPv4 システムを取り替えるように設計されていま
す。 IPv4 アドレスが近い枯渇であるので、IPv6 は人気が高まりました。 IPv6 は IPv4 より
IP アドレスの大いに多くを提供します。 IPv6 今ヘルプの設定はネットワークをコンピュー
タ ネットワーキングの未来の間準備ができたようにします。 この技術情報は RV215W の
IPv6 LAN設定を行う方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV215W
  

[Software Version]
 

• 1.1.0.5
  

IPv6 LAN 設定
 
IPv6 モードコンフィギュレーション
 

RV215W は IPv6 設定を許可するために IPv6 に設定 される LAN がなければなりません。
このプロシージャは RV215W の IPv6 における LAN IP モードを設定する方法を説明します
。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはネットワーキング
> IP モードを選択し。 Mode ページ IP は開きます:
 

 
呼び出します。 IP モード ドロップダウン リストから、LAN:IPv6、WAN:IPv4、
LAN:IPv6、WAN:IPv6、LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4、または LAN:IPv4+IPv6 を、
WAN:IPv4+IPv6 選択して下さい。 これらのオプションは IPv6 が LAN インターフェイスで
使用されるようにします。
 
ステップ 3. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

IPv6 LAN 設定
 

このプロシージャは IPv6 の LAN設定を行う方法を説明します。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはネットワーキング



> IPv6 >IPv6 LAN 設定を選択し。 IPv6 LAN 設定 ページは提示されます:
 

 
呼び出します。 IPv6 Address フィールドでは、LAN インターフェイス IPv6 アドレスとし
て使用するために IPv6 アドレスを入力して下さい。 IPv6 アドレスは二重コロン表示法の
有無にかかわらず入力することができます。
 
ステップ 3 IPv6 プレフィクス長 フィールドでは、IPv6 アドレスのネットワーク割り当ての
長さを入力して下さい。
 
ステップ 4 RV215W を IPv6 DHCPサーバとして設定 するために、DHCP Status フィール
ドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。 DHCPサーバはデバイスに自動的に
それらが LAN に接続するとき IPv6 アドレスを割り当てます。
 



 
Domain Name フィールドのステップ 5. （オプションの）は、DHCPサーバのためのドメイ
ン名を入力します。
 
ステップ 6. RV215W DHCPサーバの水平なサーバ プリファレンス フィールドでサーバ プ
リファレンスを入力して下さい。 複数の DHCP サーバがネットワークにある場合、水平な
最も高いプリファレンスのサーバはアドレスを割り当てることができます。
 
ステップ 7 DNSサーバ ドロップダウン リストから、オプションを選択して下さい。 ドメイ
ン ネーム システム（DNS） サーバはに IP アドレスをユーザが入力するドメイン名 マッピ
ング します。
 

• 使用して下さい DNS プロキシ—このオプションはプロキシ DNSサーバを使用します。
 
• 使用して下さい ISP からの DNS を—このオプションは ISP によって提供される DNSサ
ーバを使用します。
 
• 使用して下さい下記にとして DNS を—このオプションは 2 つまでの規定 された DNSサ
ーバを使用します。
 



 
ステップ 8 ステップ 7 で下記にとして使用 DNS を選択した場合、IPv6 ネットワークで使
用するためにスタティック DNS 1 フィールドでプライマリDNSサーバの IPv6 アドレスを
入力して下さい。
 
ステップ 9： ステップ 7 で下記にとして使用 DNS を選択した場合、IPv6 ネットワークで
使用するためにスタティック DNS 2 フィールドでセカンダリDNSサーバの IPv6 アドレス
を入力して下さい。
 



 
ステップ 10： クライアント Lease Time フィールドでは、（分で）アドレスがクライアン
トにどの位リースされるか入力して下さい。 0 という値はクライアントが 1 日アドレスを
使用できることを意味します。
 
ステップ 11： 新しい IPv6 アドレス プールを、IPv6 アドレス プール 表で追加するか、ま
たは既存のプールを編集するために『Add Row』 をクリック し、プールがあるようにチェ
ックボックスを確認し、『Edit』 をクリック して下さい。 アドレス プールは DHCP クラ
イアントに割り当てられる IP アドレスの範囲です。
 



 
ステップ 12： 開始 アドレス フィールドでは、IPv6 アドレス プールの最初の値を入力して
下さい。
 
ステップ 13： 端 Address フィールドでは、IPv6 アドレス プールの最後の値を入力して下
さい。
 
ステップ 14： IPv6 プレフィクス長 フィールドでは、プールのプレフィクス長を入力して
下さい。
 
ステップ 15： [Save] をクリックします。
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