
RV130W のトンネリングの設定 
目標
 

IPv6-to-IPv4 トンネリングは（6-to-4 トンネリング） IPv6 パケットが IPv4 ネットワークに
送信されるようにします。 IPv4 （Internet Protocol（IP）バージョンは 4） インターネット
の重要なネットワーキングプロトコルです。 IPv4 がまだ広く流行するのでそのサクセサ、
IPv6 （Internet Protocol（IP） 6）バージョンは、ユニバーサルまだ採用されていません。
既存の IPv4 ネットワークをより新しい IPv6 ネットワークと互換性を持たせるメソッドが
そのうちの一つトンネル伝送していますあります。 トンネル伝送する IPv6 への IPv4 は
（4-to-6 トンネリング） IPv4 パケットが IPv6 ネットワークに送信されるようにします。
 
この資料の目標は RV130W のトンネリングを設定する方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• RV130W
  

[Software Version]
 

• v1.0.1.3
  

トンネル伝送する 6 つから 4 つの設定
 

6-to-4 トンネリングは一般的に サイトかエンドユーザが既存の IPv4 ネットワークを使用し
て IPv6 にインターネットを接続したいと思うとき使用されます。
 
注: トンネル伝送する 6 つから 4 つを設定することは LAN:IPv6 を、WAN:IPv4 か 
LAN:IPv4+IPv6 選択すればその時だけルータの IP モードとして可能性のある、WAN:IPv4 
です。 多くを学ぶために、技術情報を参照して下さい: RV130W の IP モードの設定。
 
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。 6 から 4 トンネリング フィールドでは、イネーブルをチェックして下さい
。
 

 
ステップ 3 6 から 4 トンネリング ドロップダウン リストで、オプションの 1 つを選択して
下さい: 6to4、6RD、または ISATAP。
 

 
次のオプションはと定義されます:
 

• 6to4 は— IPv6 パケットが IPv4 ネットワークを横断するようにする 6to4 プレフィクスで
す。 これが選択される場合、ステップ 4.に行って下さい。
 
• 6RD — 6RD は（IPv6 急速な展開）です 6to4 トンネリングのセキュア バージョン。
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 ISP がトンネルの QoS を制御するようにし、だれをリレー
サーバをか使用する gets 決定します。 これが選択される場合、ステップ 6.に行って下さ
い。
 
• ISATAP — ISATAP （内部サイト 自動トンネル アドレッシング プロトコル）が IPv4 ネ
ットワークを使用して IPv6 パケットを送信するのに使用されています。 これが選択され
る場合、ステップ 11.に行って下さい。
 

ステップ 4 自動トンネリング フィールドでは、自動トンネリングがほしいと思ったら 
Enable チェックボックスを、スキップしますステップ 13 にチェックして下さい; さもなけ
れば、それのチェックを外して下さい。 自動トンネリングが自動的にトンネルエンドポイ



ントを判別するのに使用されています。
 

 
注: これは 6to4 が選択される場合その時だけ利用可能です。
 
自動トンネリング フィールドの Enable チェックボックスのチェックを外した場合ステップ
5. （オプションの）はリモート エンドポイント IPv4 Address フィールドで、IPv4 アドレ
スを入力します。 これは IPv4 パケットをに送信したいと思うこと IPv6 ネットワークのも
う一方の端のマシンの IP アドレスです。 終了したら、ステップ 13 にスキップして下さい
。
 

 
注: アドレスはあなたのと上に示されている同じではないかもしれません。
 
ステップ 6 6RD トンネリング フィールドで、オートか Manualオプション・ボタンを選択
して下さい。 自動を選択することは手動はあなた自身これらの設定を入力することを可能
にするが、あなたの 6RD 設定を行います。 自動を選択した場合、ステップ 12 にスキップ
して下さい。
 

 
ステップ 7 IPv6 ネットワーク アドレスを規定 する IPv6 プレフィックス フィールドでは、
IPv6 プレフィクスを入力して下さい。
 

 



ステップ 8. IPv6 プレフィクス長 フィールドでプレフィクス長を入力して下さい。 プレフ
ィクス長は 1 – 64 から及びます。
 

 
ステップ 9： ボーダー リレー フィールドでは、インターネットと IPv4-only ネットワーク
間のブリッジとして動作する IP で入力して下さい。
 

 
ステップ 10： IPv4 マスク 長フィールドでは、IPv4 マスク 長さで入力して下さい。 これは
0-32 から及びます。
 

 
ステップ 11： ISATAP トンネリングに関しては、次の情報を入力して下さい。
 

 
利用可能 な オプションはと定義されます:
 

• IPv6 は prefix — IPv6 プレフィクス IPv6 ネットワーク アドレスを規定 します。
 
• IPv6 プレフィクス長— IPv6 プレフィクスの長さ（一般的に ISP によって定義される
）。 IPv6 ネットワーク（サブネット）はプレフィクスと呼ばれるアドレスの最初のビッ
トによって識別されます。 サブネットワークのすべてのホストに同一のプレフィクスがあ
ります。
 

ステップ 12： [Save] をクリックします。
  



トンネル伝送する 4 つから 6 つの設定
 

注: トンネル伝送する 4 つから 6 つを設定することは LAN:IPv4 を選択すればその時だけル
ータの IP モードとして可能性のある、WAN:IPv6 です。 多くを学ぶために、技術情報を参
照して下さい: RV130W の IP モードの設定。
 
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。 4 から 6 トンネリング フィールドでは、イネーブルをチェックして下さい
。
 

 
ステップ 3.ローカル WAN IPv6 Address フィールドでローカル IPv6 アドレスを入力して下
さい。
 

 



ステップ 4.リモート IPv6 Address フィールドでリモート 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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