
RV215W のトンネリング 設定 
目標
 

トンネリングは異なる型のネットワーク上の 1 つのネットワークの種類からパケットを転
送するのに使用する機能です。 トンネリングのもっとも一般的な型は 6to4 トンネリングで
す。 カプセル化によって IPv4 ネットワークに転送されるべき IPv6 パケットをトンネリン
グ可能にのこの型。 6to4 トンネリングは IPv4 からの IPv6 への遷移の間に両方の IP 型を
サポートするために作成されました。 トンネリングのより少ないよくある タイプは 4to6 ト
ンネリングです。 IPv6 ネットワークに転送されるべき IPv4 パケットをトンネリング可能
にのこの型。
 
この技術情報は RV215W のトンネリングを設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV215W
  

[Software Version]
 

• 1.1.0.5
  

トンネリング
 
6to4 トンネリング
 

IPv4 ネットワーク上の IPv6 パケットの伝達を 6to4 トンネリング可能に。 これは IPv4 パ
ケットに IPv6 パケットのカプセル化によって実現します。 パケットがリモート IPv6 ネッ
トワークによって受信されれば、パケットは IPv6 パケットに戻ってカプセル化を解除され
ます。 トンネリングのこの型は ISP が 6RD トンネリングを提供しない場合使用されます。
 
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 を > 選択し、トンネル伝送します。 トンネリング ページは開きます:
 



 
呼び出します。 6to4 トンネリングを有効に する 6 から 4 トンネリング フィールドのイネ
ーブルをチェックして下さい。
 
注: LAN をトンネル伝送する 6to4 を使用することは Mode ページ IP の IPv6 および WAN
IPv4 に設定する必要があります。 詳細については RV215W の技術情報 IP モードコンフィ
ギュレーションを参照して下さい。
 
ステップ 3. 6to4 でトンネリング タイプを設定するために 6to4 Radio ボタンをクリックし
て下さい。
 
ステップ 4 自動的に設定して 6to4 トンネリングをもらう自動トンネリング フィールドのチ
ェック イネーブル。 トンネリング自動 6to4 はマルチプルホストが接続されるが、データが
バーチャル サーキット上の 1 ホストから別のものに直接送信されるノンブロードキャスト
マルチアクセス （NBMA） ネットワークとして IPv4 ネットワークを扱います。 IPv6 アド
レスで組み込まれる IPv4 アドレスがトンネルのもう一方の端を判別するのに使用されてい
ます。
 
ステップ 5 自動トンネリングが有効に ならない場合、手動トンネルをに作成したいと思う
ネットワークのエンドポイント IPv4 アドレスを入力して下さい。 手動トンネルは IPv4 ネ
ットワーク上の 2 つの IPv6 ドメイン間の常設リンクです。
 



ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

6RD トンネリング
 

6 急速な展開（6RD）は 6to4 トンネリングのセキュア バージョンです。 6RD で各 ISP は
標準 2002::/16 6to4 プレフィクスの代りに自身のユニークな IPv6 プレフィクスを提供しま
す。 これはだれがリレー サーバを使用するために得るか ISP がトンネルの QoS を制御す
るようにし。
 
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 を > 選択し、トンネル伝送します。 トンネリング ページは開きます:
 

 
呼び出します。 6to4 トンネリングを有効に する 6 から 4 トンネリング フィールドのイネ
ーブルをチェックして下さい。
 
注: LAN をトンネル伝送する 6to4 を使用することは Mode ページ IP の IPv6 および WAN
IPv4 に設定する必要があります。 詳細については RV215W の技術情報 IP モードコンフィ
ギュレーションを参照して下さい。
 
ステップ 3. 6RD としてトンネリング タイプを設定するために 6RD Radio ボタンをクリッ
クして下さい。
 
ステップ 4.望ましいトンネリング 接続モードに対応する Radio ボタンをクリックして下さ



い。
 

• 自動— 6RD トンネリングは自動的に設定します。 トンネリング自動 6to4 はマルチプル
ホストが接続されるが、データがバーチャル サーキット上の 1 ホストから別のものに直接
送信されるノンブロードキャスト マルチアクセス （NBMA） ネットワークとして IPv4 ネ
ットワークを扱います。 IPv6 アドレスで組み込まれる IPv4 アドレスがトンネルのもう一
方の端を判別するのに使用されています。
 
• 手動— 6RD トンネリングは手動で設定する必要があります。 手動トンネルは IPv4 ネッ
トワーク上の 2 つの IPv6 ドメイン間の常設リンクです。
 

ステップ 5 接続モードが手動である場合、次のフィールドを設定して下さい。
 

• IPv6 は prefix — ISP がトンネルのために使用する IPv6 プレフィクスを入力します。
 
• IPv6 プレフィクス長— IPv6 アドレスのプレフィクス長を入力して下さい。
 
• ボーダー リレー—ボーダールータの IPv6 アドレスを入力して下さい。
 
• IPv4 マスクは length —リモート エンドポイントの IPv4 マスク 長さを入力します。
 

ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

トンネル伝送する 4 から 6
 

IPv6 ネットワーク上の IPv4 パケットの伝達を 4to6 トンネリング可能に。 この機能はロー
カル IPv4 ネットワークがリモート IPv4 ネットワークに IPv6 インターネットワークを渡る
パケットを送信するとき使用されます。
 
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 を > 選択し、トンネル伝送します。 トンネリング ページは開きます:
 



 
呼び出します。 トンネル伝送する 4 から 6 を有効に する 4 から 6 トンネリング フィール
ドのイネーブルをチェックして下さい。
 
注: LAN をトンネル伝送する 4to6 を使用することは Mode ページ IP の IPv4 への IPv6 およ
び WAN に設定する必要があります。
 
ステップ 3.ローカル WAN IPv6 Address フィールドで RV215W の IPv6 アドレスを入力し
て下さい。
 
ステップ 4.リモート IPv6 Address フィールドのにトンネルを作成したいと思うことリモー
ト エンドポイントの IPv6 アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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