
WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの
IPv6 設定 

目標
 

IPv6 は IPv4 形式を取り替えるように意図されている次世代 IP アドレス規格です。 IPv6 は
32ビット アドレッシングの代りに IPv4 で使用された 128 ビット アドレッシングの使用に
おけるアドレス欠乏問題を解決します。 この資料の目標はバージョン 6 （DHCPv6）また
は静的な設定の使用でアクセス ポイントの IPv6 設定を Dynamic Host Configuration
Protocol（DHCP）/DHCPv6 行うことです。 デフォルトで、WAP121/WAP321 の DHCP ク
ライアントは自動的にネットワーク情報のための要求をブロードキャストします。 静的な
IPv6 アドレスを使用したいと思う場合 DHCPv6 クライアントを無効に し、IPv6 アドレス
および他のネットワーク情報を手動で設定して下さい。
  

適当なデバイス
 

• WAP121 
• WAP321
  

[Software Version]
 

• 1.0.3.4
  

IPv6 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にログイン し、LAN > IPv6 アド
レス選択して下さい。 Addresses ページ IPv6 は開きます:
 



 



 
ステップ 2.望ましい IPv6 接続タイプを選択して下さい。 IPv6 接続タイプはデバイスに
IPv6 アドレスを得る方法を告げます。
 

• DHCPv6 — DHCPv6 サーバはデバイスに IPv6 アドレスを割り当てます。 DHCPv6 オプ
ションを選択する場合、DHCPv6 に行って下さい。
 
• 静的な IPv6 —デバイスに IPv6 アドレスを手動で割り当てたいと思えば。 静的な IPv6
を選択する場合、静的な IPv6 に行って下さい。
 

アクセス ポイントに IPv6 管理アクセスを許可したいと思ったりチェックしますステップ 3.
（オプションの）は IPv6 管理モード フィールドの Enable チェックボックスを。
 
LAN ポートで受け取ったルータ アドバタイズメントを通して IPv6 アドレスおよびゲートウ
ェイを理解したいと思ったりチェックしますステップ 4. （オプションの）は IPv6 自動設定
管理モード フィールドの Enable チェックボックスを。 アクセス ポイントは倍数によって
自動設定される IPv6 アドレスがある場合があります。
  

DHCPv6
 



 
ステップ 1. DHCPサーバからローカル IPv6 アドレス、プレフィクス長およびデフォルト ゲ
ートウェイを受け取るために IPv6 接続タイプ フィールドの DHCPv6 をクリックして下さ
い。
 
ステップ 2. IPv6 DNS ネームサーバ望まれる選択して下さい。 ドメイン ネーム システム
（DNS）はそれぞれ IP アドレスにドメイン名を変換するのでプロトコルですインターネッ
ト上の他のコンピュータおよびプライベート ネットワークにアクセスするためにデバイス
を助ける。
 

• dynamic — DNS名 サーバは DHCPv6 によって動的に割り当てられます。
 
• 手動— DNSサーバ アドレスを手動で入力することを許可します。 IPv6 Domain Name
Servers フィールドで DNSサーバ アドレスを入力して下さい。 2 まで Domain Name
Servers を設定できます。
 

ステップ 3.コンフィギュレーションを保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

静的な IPv6
 



 
ステップ 1.アクセス ポイントに IPv6 アドレスを手動で割り当てるために IPv6 接続タイプ
フィールドの静的な IPv6 をクリックして下さい。
 
ステップ 2.静的な IPv6 Address フィールドでアクセス ポイントの望ましい IPv6 アドレス
を入力して下さい。 これはユニークな IPv6 アドレスであり、ネットワークのその他のデバ
イスはそれを使用する必要がありません。 これはグローバル で ルーティング可能 な IPv6
アドレスです。
 
ステップ 3.静的な IPv6 アドレス プレフィックス 長フィールドでスタティック アドレスの
プレフィクス長を入力して下さい。 プレフィクス長は IPv6 IP アドレスのネットワーク割り
当てを規定 する 128 から 0 の範囲に整数です。 これは IPv4 のサブネット マスクに類似し
たです。 デフォルト プレフィクス長は 0 です。
 
静的な IPv6 アドレス ステータスは IPv6 アドレスのステータスを提供します。 IPv6 アドレ
スのステータスは下記に与えられるように 3 つのカテゴリーに分けられます
 

• 操作上— IPv6 アドレスは LAN インターフェイスおよびこれの固有のアドレスがインタ
ーフェイスで使用することができると同時に確認されます。
 
• 一時的—一時的な状態にある場合 IPv6 アドレスが通常のトラフィックを送信するか、ま
たは受信するのに使用することができません。 デバイスは静的IP アドレスがデバイスに
割り当てられるとき自動的に二重アドレス 検出（DAD）プロセスを開始します。
 
• ブランク（No 値） — IPv6 アドレスは割り当てられません。
 

1つ以上の IPv6 アドレスが自動的に割り当てられる場合 IPv6 によって自動設定されるグロ
ーバルアドレス フィールド ディスプレイ。



IPv6 リンク ローカル アドレス フィールドはセグメント内のローカル物理アドレスだけ表
示します。 リンク ローカル アドレスはリンク ローカル プレフィクス FE80::/10 を使用す
るあらゆるインターフェイスで自動的に設定することができるローカルで特定の IPv6 ユニ
キャスト アドレスです。
 
ステップ 4.デフォルト IPv6 Gateway フィールドでデフォルト ゲートウェイの IPv6 アドレ
スを入力して下さい。
 

 
ステップ 5. IPv6 Domain Name Servers フィールドで DNSサーバ アドレスを入力して下さ
い。 2 まで Domain Name Servers を設定できます。 ドメイン ネーム システム（DNS）は
それぞれ IP アドレスにドメイン名を変換するのでプロトコルですインターネット上の他の
コンピュータおよびプライベート ネットワークにアクセスするためにデバイスを助ける。
 
ステップ 6.作成されるコンフィギュレーションを保存するために『SAVE』 をクリック し
て下さい。
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