
RV320 および RV325 VPN Router シリーズのル
ータ アドバタイズメントを管理して下さい 

目標
 

ルータ アドバタイズメントが自動的にマルチキャストおよびポイントツーポイント可能な
リンクの IPv6 を設定するのに使用されています。 各ルータはルータ アドバタイズメント
としてインターフェイスのそれぞれからの IP アドレスを定期的にマルチキャストします。
ホストはアドバタイズメントを受信、近接ルータ プレフィクスおよびパラメータを容易に
検出できます。 RV32x VPN Router シリーズで、自動的に IPv6 を設定できますまたは IPv6
のプレフィクスおよび他のパラメータを知っている場合 IPv6 を手動で設定することができ
ます。
 
注: ルータ アドバタイズメントを設定する前にセットアップ ネットワーク ページの Dual-
Stack IP を有効に しなければなりません。 ルータ アドバタイズメントを設定する前に
Dual-Stack IP を設定しなければ、セットアップ ネットワーク ページを開けません。
 
この技術情報は RV32x VPN Router シリーズのルータ アドバタイズメントを管理する方法
を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV320 は VPN Router WAN 二倍になります 
• RV325 ギガビット二重 WAN VPN Router
  

[Software Version]
 

• v1.1.0.09
  

ルータ アドバタイズメントを管理して下さい
 

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 > ルータ アドバ
タイズメント 『DHCP』 を選択 し。 ルータ アドバタイズメント ページは開きます:
 



  
ルータ アドバタイズメントを通した IPv6 自動設定
 

 
ステップ 1： ルータ アドバタイズメントをアクティブにするためにイネーブル ルータ アド
バタイズメント チェックボックスをチェックして下さい。



 
ステップ 2.アドバタイズメント モード ドロップダウン リストからアドバタイズメントの適
切なモードを選択して下さい。
 

• ルータのアドバタイズメント メッセージがマルチキャスト グループの各インターフェイ
スにマルチキャストによって送られること非要請 multicast —表します。
 
• ユニキャストだけ—ルータのアドバタイズメント メッセージが既知 IPv6 アドレスのいく
つかだけに送られること表します。 このオプションを選択する場合、ステップ 3.をスキッ
プして下さい。
 



 
ステップ 3.その時間期間にアドバタイズメント 間隔 フィールドの次のアドバタイズメント
メッセージを送信 する ルータ待機入って下さい。 範囲は 10 から 1800 秒からです。 デフ
ォルト値は 30 秒です。
 
ステップ 4 適切な RA フラグ チェックボックスをチェックして下さい。 ルータ アドバタイ
ズメント（RA）フラグが IP アドレスおよび関連情報を得るのにホストが DHCPv6 を使用
できるかどうか判別するのに使用されています。
 

• 管理される— DHCPv6 によってステートフル アドレスおよび関連情報を実現させるのに
ホストが自制およびステートフル DHCPv6 プロトコルを使用すること表します。 ステー
トフル アドレスはアドレスですプレフィクスおよびパラメータが含まれていない。
 
• 他— DNSサーバの IP アドレスのような非アドレス 情報を実現させるのにホストが自制
およびステートフル DHCPv6 プロトコルを使用すること表します。
 



 
ステップ 5.ルータ プリファレンス ドロップダウン リストから適切なルータ プリファレン
ス メトリックを選択して下さい。 ルータ プリファレンスはホストにマルチプルルータにア
クセスできる状況で使用されます。 プリファレンス メトリックによってホストは優先ルー
タを選択できます。 ホストに 1 つのルータだけにアクセスできる場合、プリファレンス メ
トリックはホストに影響を与えません。
 

• マルチプルルータがあるとき最も高いプリファレンス ルータが選択されること高表しま
す。 ルータ プリファレンスのデフォルト設定は高いです。
 
• メディア—マルチプルルータがある時中間プリファレンス ルータが選択されること表し
ます。
 
• マルチプルルータがあるとき最も低いプリファレンス ルータが選択されること低表しま
す。
 



 
ステップ 6. MTU フィールドのネットワークによって送信 することができる最も大きいパ
ケットのためのサイズを入力して下さい。 MTU （最大伝送ユニット）がネットワークのす
べてのメッセージの伝達を保証するのに使用されています。 範囲は 1280 バイトから 1500
バイトからです。 デフォルト値はイーサネットネットワークのための 1500 バイトです。
PPPoE 接続を使用する場合、デフォルト値は 1492 バイトです。
 
ステップ 7.その秒に期間にルータ ライフタイム フィールドのルータで存在 する ルータの
アドバタイズメント メッセージ入って下さい。 デフォルト値は 3600 秒です。
 
ステップ 8.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

IPv6 マニュアル設定 
 



 
ステップ 1： IPv6 を手動で設定するために、自動ルータ アドバタイズメントを無効に する
ためにイネーブル ルータ アドバタイズメント チェックボックスのチェックを外して下さい
。
 

 



ステップ 2.プレフィクス 表でブロードキャストしたいと思う新しい IPv6 アドレスを追加す
るために『Add』 をクリック して下さい。 New 列はプレフィクス 表に追加されます:
 

 
ステップ 3. IPv6 Address フィールドでブロードキャストしたいと思うネットワークの IPv6
アドレスを入力して下さい。
 



 
ステップ 4.プレフィクス長 フィールドで指定された IPv6 アドレスのプレフィクスを入力し
て下さい。 プレフィクスがネットワークのパケットをルーティングするのに使用されてい
ます。 それらはアドレスの最上位ビットです。
 
ステップ 5.その秒に期間にライフタイム フィールドのルータで存在 する ルータのアドバタ
イズメント メッセージ入って下さい。
 
の情報変更するステップ 6. （オプションの）はそれを選択するために適切な IPv6 アドレス
の側のチェックボックスをチェックし『Edit』 をクリック し、必要な情報を変更します。
 
それを選択し、『Delete』 をクリック するためにのルータ アドバタイズメント チェック削
除するステップ 7. （オプションの）適切な IPv6 アドレスの側のチェックボックス。
 
ステップ 8.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
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