
WAP131 および WAP351 アクセス ポイントの
IPv6 設定設定 

目標
 

IPv6 はインターネットを渡るトラフィックをルーティングするのに使用される IP プロトコ
ルの最新実装です。 IPv6 は限られた IPアドレス空間の問題を取扱い、IPv4 を取り替えるよ
うに設計されています。
 
この技術情報の目標は IPv6 アドレスおよび IPv6 トンネルを使用するために WAP131 およ
び WAP351 デバイスを設定する方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• WAP131
 
• WAP351
  

[Software Version]
 

• V1.0.0.39
  

IPv6 アドレス設定値の設定
 

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およびナビゲートへ
の LAN > IPv6 設定。 Setting ページ IPv6 は現われます:
 



 
呼び出します。 IPv6 接続タイプ フィールドで、WAP が対応した Radio ボタンのか選択に
よって IPv6 アドレスをどのように得るか選択して下さい。
 

 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• DHCPv6 —アドレスは DHCPv6 サーバによって割り当てられます。
 
• 静的な IPv6 —手動で IPv6 アドレスを入力して下さい。
 

WAP に IPv6 管理アクセスをイネーブルにすることを望んだ場合ステップ 3. （オプション
の）チェック IPv6 管理モード チェックボックス。
 



 
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
ェイを理解すればことを WAP が可能にすることを望んだ場合ステップ 4. （オプションの
）チェック IPv6 自動設定 管理モード チェックボックス。
 

 
ステップ 5 ステップ 2 の静的な IPv6 を選択した場合、静的な IPv6 Address フィールドで
静的な IP を入力して下さい。 DHCPv6 がステップ 2 で選択されたらこのステップをスキッ
プすることができます。
 

 
ステップ 6 ステップ 2 の静的な IPv6 を選択した場合、静的な IPv6 アドレス プレフィック
ス 長フィールドで静的な IPv6 アドレスのプレフィクス長を入力して下さい。 このプレフ
ィクスは IP アドレスのネットワーク割り当てを判別し、IPv4 からのサブネット マスクに類
似したです。 範囲は 0 から 128 です。 DHCPv6 がステップ 2 で選択されたらこのステッ
プをスキップすることができます。
 



 
静的な IPv6 アドレス Status フィールドは静的な IPv6 アドレスのステータスを提供します
。 次のステータスは表示するかもしれません:
 

• 操作上—スタティック アドレスは LAN でユニークであるために確認され、使用可能です
。
 
• 一時的—スタティック アドレスはネットワークの一意性のための確認の過程においてあ
ります。 この状態で、アドレスは使用可能な間、
 
• ブランク（No 値） —静的IP アドレスは割り当てられませんまたは割り当てられたアド
レスは正常に動作していません。
 

IPv6 によって自動設定されたグローバルアドレス フィールドはすべての IPv6 アドレスを
リストします WAP デバイスに自動的に割り当てられた。
 
IPv6 リンク ローカル アドレス フィールドはローカル リンクによって使用される IPv6 アド
レスを表示します。 それは設定できないし、IPv6 Neighbor Discovery プロセスを使用して
割り当てられます。
 
ステップ 7 ステップ 2 の静的な IPv6 を選択した場合、デフォルトゲートウェイアドレスと
して使用するために IPv6 アドレスをデフォルト IPv6 Gateway フィールドで入力して下さ
いステップ 8.に他ではスキップして下さい。
 

 
ステップ 8 ステップ 2 の DHCPv6 を選択した場合、DNSサーバを割り当てられるためにど
のようにのための望むか IPv6 Domain Name Servers フィールドから Radio ボタンを選択
して下さい。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• ダイナミック DNS ネーム サーバは DHCPv6 によって動的に学ばれます。
 
• 手動—手動で提供されるフィールドの 2 つまでの IPv6 DNS名サーバを規定 して下さい
。
 

ステップ 9： ステップ 8 かステップ 1 の静的な IPv6 で『Manual』 を選択 する場合、提供
されるフィールドの 2 つの IPv6 DNS名サーバで入力して下さい。 さもなければ、このステ
ップをスキップすることができます。
 

  
ISATAP を使用した IPv6 トンネルの設定
 

WAP 351 および WAP 131 デバイスは内部サイト 自動トンネル アドレッシング プロトコ
ル（ISATAP）をサポートします。 ISATAP は LAN 上の IPv4 パケットの内でカプセル化さ
れる IPv6 パケットを送信することを WAP が可能にします。 このプロトコルを使うと、
WAP はリモート IPv6 ホストとそれらを接続する LAN が IPv6 をサポートしなくても通信
できます。
 
WAP は ISATAP クライアントとして機能します。 ISATAP 有効に された ホストかルータ
は LAN でトンネルを確立するために接続する必要があります。 RV180 および RV180W の
ISATAP に関する詳細については、RV180 および RV180W ルータの技術情報内部サイト 自
動トンネル アドレッシング プロトコル（ISATAP）トンネル設定を参照して下さい。
 
ステップ 1： ISATAP Status フィールドでは、WAP デバイスの ISATAP の管理モードを有
効に したいと思う場合 Enable チェックボックスをチェックして下さい。 これは WAP から
の IPv6 トラフィックが IPv4 ネットワークに送信されるようにします。
 



 
ステップ 2. ISATAP 可能な[Host] フィールドで ISATAP ルータの IP アドレスか DNS名を
入力して下さい。 デフォルト値は「isatap」です。
 

 
ステップ 3 どの位の割りで WAP が IP アドレスに ISATAP ホスト名を変換するように試み
るように DNS クエリを送信する必要があるか規定 するために ISATAP クエリ範囲フィール
ドに秒の時間に入って下さい。 有効範囲は 120 から 3600 です。
 

 
ステップ 4 ISATAP 要請間隔 フィールドでは、DNS による WAP 探索はメッセージを問い
合わせることどの位の割りで（秒で） WAP デバイスが ISATAP ルータにルータ要請メッセ
ージを送る必要があるか規定 して下さい。 WAP デバイスはアクティブ ISATAP ルータが
ないときだけルータ要請メッセージを送信 します。 デフォルト値は 120 秒です。
 



 
注: トンネルが確立される場合 ISATAP IPv6 リンク ローカル アドレスおよび ISATAP IPv6
はページでグローバルアドレス 表示する。
 
ルーティング可能の ISATAP IPv6 リンク ローカル アドレスはローカル IPv6 アドレスです
。 このアドレスはローカル エリア ネットワーク接続のために使用されます。
 
インターネット トラフィックのために世界ルーティング可能、使用されて ISATAP IPv6 グ
ローバルアドレスはグローバル な IPv6 アドレスです。
 
ステップ 5.変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 
ステップ 6 確認ウィンドウは切断されるかもしれないこと、そしてワイヤレス設定がアッ
プデートされることを約あること警告するようです。 [OK] をクリックして、次に進みます
。
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