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YAMAHA社製ルータ

◆パターン①

IPoE対応ルータ1台でご利用の場合（動的IP）



はじめに

IPoE対応ルータ
（固定IP）

IPoE対応ルータ
（DS-Lite）

■本資料の共通アイコン

IPv4 over IPv6技術（DS-Lite方式）により、
IPv6インターネット上でIPv4インターネット接続を実現します。

IPv4 over IPv6技術（IPIP方式）により、
IPv6インターネット上でIPv4インターネット接続を実現します。

WAKWAK光 IPoEビジネスではIMF社(インターネットマルチフィード株式会社)の「transixサービス」を利用して提供しております。
当資料に記載の設定例はYAMAHA社製ルータ（RTX1210）を利用しております。
他社ルータ機器をご利用の場合は各社のHPにて設定例をご確認ください。
当資料に記載の構成でも、お客さまのご利用環境によっては、想定通り動作しない可能性がございます。あらかじめご了承ください。
また、ひかり電話をご利用の場合は当資料と設定が異なるため、各メーカの設定例をご確認ください。

■接続確認
IPv4およびIPv6で接続できているかを確認するには、

http://ipv6-test.com
などのサイトが便利です。
確認方法は次ページにて記載しております。

ルータ
IPsec接続用やVPNワイド接続用等にお客様が準備される
ルータです。

■設定例の共通凡例

IPoE（IPv4 over IPv6）を利用する上での共通設定

各パターン特有の設定
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http://ipv6-test.com/


■接続確認サイト

・・・①

・・・②

IPv4アドレス（①）,IPv6アドレス（②）ともにアドレス表記がある場合、正常にWAKWAK光 IPoEビジネスを
ご利用いただけております。

接続確認方法

xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

xxx.xxx.xxx.xxx
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◆パターン① IPoE対応ルータ1台でご利用の場合（動的IP）
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※次ページにIPoEルータ設定例記載

②IPoE設定

①IPv4 over IPv6設定
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◆設定例（パターン①）

ip route default gateway tunnel 1
ipv6 prefix 1 ra-prefix@lan2::/64
ip lan1 address 192.168.100.1/24
ipv6 lan1 address ra-prefix@lan2::1/64
ipv6 lan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 lan1 dhcp service server
ipv6 lan2 secure filter in 200030 200031 200038 200039
ipv6 lan2 secure filter out 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 
200084 200098 200099
ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
ngn type lan2 ntt
tunnel select 1
tunnel encapsulation ipip
tunnel endpoint name ●●.●●●●.●● fqdn
ip tunnel secure filter in 200030 200039
ip tunnel secure filter out 200097 200098 200099 dynamic 200080 200082 
200083 200084 200098 200099
tunnel enable 1
ip filter 200030 pass * 192.168.100.0/24 icmp * *
ip filter 200039 reject * *
ip filter 200097 pass * * icmp * *
ip filter 200098 pass * * tcp * *
ip filter 200099 pass * * udp * *
ip filter dynamic 200080 * * ftp
ip filter dynamic 200082 * * www
ip filter dynamic 200083 * * smtp
ip filter dynamic 200084 * * pop3
ip filter dynamic 200098 * * tcp
ip filter dynamic 200099 * * udp
ipv6 filter 200030 pass * * icmp6 * *
ipv6 filter 200031 pass * * 4
ipv6 filter 200038 pass * * udp * 546
ipv6 filter 200039 reject * *
ipv6 filter 200099 pass * * * * *
ipv6 filter dynamic 200080 * * ftp
ipv6 filter dynamic 200081 * * domain
ipv6 filter dynamic 200082 * * www
ipv6 filter dynamic 200083 * * smtp
ipv6 filter dynamic 200084 * * pop3
ipv6 filter dynamic 200098 * * tcp
ipv6 filter dynamic 200099 * * udp
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24
dns server dhcp lan2

・・・②

・・・②
・・・②

・・・①
・・・①

・・・①

青文字部分に関しては開通案内およびオンライン会員サポートに記載の
AFTR DNS登録名(FQDN)を設定する必要があります。
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