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概要

この資料に例の構成によって静的な NAT-PT IOS ® デバイスを on Cisco 設定する方法を記述され
ています。 この例では、IPv6 ネットワーク・ノードは IPv6 プレフィクスと IPv4 アドレス間の
静的マッピングによって IPv4 ネットワーク・ノードと交信を行います。 この静的マッピングは-
プロトコル変換（NAT-PT）ルータでネットワーク アドレス変換（NAT）設定されます。

NAT-PT 機能は IPv6-only デバイスが IPv4-only デバイスとまたその逆にも通信するようにする
IPv6-to-IPv4 変換 メカニズムです。 同様に従来の IPv4 NAT に、NAT-PT はスタティック、ダイ
ナミックの、およびポート アドレス 変換（PAT）オペレーションが IPv6-only ネットワークと
IPv4-only ネットワーク間の直通通信を促進することができるように可能にします。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

NAT の概念と運用に関する基本的な知識●

IPv6 アドレス割り当て方式に関する基本的な知識●

IPv6 スタティック ルーティングに関する基本的な知識●

注: NAT-PT は、ドメイン ネーム システム（DNS）への依存度の高さや変換に関する全般
的な制限が原因で IETF では廃止扱いとなり、スケーラブルな変換サービスを維持するには
複雑すぎるテクノロジーと見なされてきました。 NAT-PT は廃止されましたが、ユーザ間
の IPv6 変換は増えつつあり、NAT64 が導入されました。 NAT64 の詳細については、次の
ドキュメントを参照してください。

- NAT64 テクノロジー: IPv6 ネットワークと IPv4 ネットワークの接続
- NAT64-Stateless vs ステートフル
- IPv6 ステートフル NAT64 設定例

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6553/white_paper_c11-676278.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6553/white_paper_c11-676277.html
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-26853


使用するコンポーネント

このドキュメントの設定は、Cisco IOS Software Release 12.4 (15)T 13 の Cisco 3700 シリーズ
ルータに基づきます。 

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

設定

この例では、3 人のルータ（R1、R2 および R3）はシリアルインターフェイスを通して接続され
ます。 R1 は IPv6 アドレスを使用して IPv4 アドレスを使用して R2 と R3 に接続する NAT-PT
ルータとして機能します。

注: NAT-PT は Cisco Express Forwarding（CEF）でサポートされません。 CEF は NAT-PT
が予想通りはたらくことができるように無効に する必要があります。

ネットワーク図

この例はネットワークをこのダイアグラムに示すように設定するのに使用します:

設定

この例はこれらの設定を使用します:

ルータ R1 の設定●

ルータ R2 の設定●

ルータ R3 の設定●

R1 の設定



hostname R1

ipv6 unicast-routing

!

interface Serial0/0

 ip address 192.168.30.10 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

 ipv6 nat

!

interface Serial0/1

 no ip address

 duplex auto

 speed auto

 ipv6 address 2001:DB8:3002::9/64

 ipv6 enable

ipv6 nat ! ipv6 route ::/0 2001:DB8:3002::10 ipv6 nat v4v6 source 192.168.30.9 2000::960B:202 !--- Translates

the ipv4 add of R2 fa0/0 to ipv6 address. ipv6 nat v6v4 source 3001:11:0:1::1 150.11.3.1 !--- Translates the

ipv6 add of loop0 of R3 to ipv4 address. ipv6 nat prefix 2000::/96 !--- The destination prefixes that matches

2000::/96

!--- are translated by NAT-PT. ! end

R2 の設定

hostname R2

!

interface Serial0/0

 ip address 192.168.30.9 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.10

!

!

end

R3 の設定

hostname R3

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback0

 no ip address

 ipv6 address 3001:11:0:1::1/64

!

interface Serial0/0

 no ip address

 duplex auto

 speed auto

 ipv6 address 2001:DB8:3002::10/64

!

ipv6 route ::/0 2001:DB8:3002::9

!

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

ルータ R3 内



R3 Loopback0 インターフェイス（3001:11:0:1::1）の IPv6 アドレスからソースをたどられる R3
によって生成される ICMP エコー 要求パケットは IPv6 アドレス 2000::960B:202 を使用して R2
Serial0/0 インターフェイス（192.168.30.9）の IPv4 アドレスに到着する必要があります。 実施
例はここに示されています:

ping

R3#ping 2000::960b:202 source Loopback0

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2000::960B:202, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 3001:11:0:1::1

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/60/124 ms

!--- This shows that the router R3 is able to reach

!--- the router R2 through lo address 3001:11:0:1::1.

ルータ R2 内

（192.168.30.9 から ICMP エコー 要求パケットは生成される自動的にソースをたどられる R2
IPv4 アドレス 150.11.3.1 を使用して、R2 Serial0/0 インターフェイスの IPv4 アドレスである
）によって R3 Loopback0 インターフェイス（3001:11:0:1::1）の IPv6 アドレスに到着する必要
があります。 実施例はここに示されています:

ping

R2#ping 150.11.3.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.11.3.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/68/120 ms

!--- The successful ping response shows that the router R2

!--- is able to reach the IPv6 network.

ルータ R1 内

R1 で、R2 間のアクティブな NAT-PT 変換および R3 は提示 IPv6 NAT 変換 コマンドの出力を通
して観察することができます。

show ipv6 nat translations

R1#show ipv6 nat translations

Prot  IPv4 source              IPv6 source

      IPv4 destination         IPv6 destination

---   ---                      ---

      192.168.30.9             2000::960B:202

---   150.11.3.1               3001:11:0:1::1

      ---                      ---

R1#show ipv6 nat translations

Prot  IPv4 source              IPv6 source

      IPv4 destination         IPv6 destination

---   ---                      ---

      192.168.30.9             2000::960B:202

---   150.11.3.1               3001:11:0:1::1

      ---                      ---

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6_15.html#wp2436370


!--- This command displays the active NAT-PT translations in the router.

デバッグ IPv6 NAT の詳しい IPv6 NAT デバッグをアクティブにすることは R1 はトラフィックを
予想通り変換することを R2 と R3 間の ICMP PING が示す間、コマンドを詳述しました。

debug ipv6 nat detailed

R1#debug ipv6 nat detailed

R1#

*Mar  1 09:12:41.877: IPv6 NAT: Found prefix 2000::/96

*Mar  1 09:12:41.881: IPv6 NAT: IPv4->IPv6:

                 src (192.168.30.9 -> 2000::960B:202)

                 dst (0.0.0.0 -> ::)

                 ref_count = 1, usecount = 0, flags = 513,

                 rt_flags = 0, more_flags = 0

*Mar  1 09:12:41.881: IPv6 NAT: IPv4->IPv6:

                 src (0.0.0.0 -> ::)

                 dst (150.11.3.1 -> 3001:11:0:1::1)

                 ref_count = 1, usecount = 0, flags = 257,

                 rt_flags = 0, more_flags = 0

*Mar  1 09:12:41.925: IPv6 NAT: IPv6->IPv4:

                 src (3001:11:0:1::1 -> 150.11.3.1)

                 dst (2000::960B:202 -> 192.168.30.9)

                 ref_count = 1, usecount = 0, flags = 2,

                 rt_flags = 0, more_flags = 0

*Mar  1 09:12:41.925: IPv6 NAT: icmp src (3001:11:0:1::1) -> (150.11.3.1),

                 dst (2000::960B:202) -> (192.168.30.9)

*Mar  1 09:12:41.965: IPv6 NAT: Found prefix 2000::/96

*Mar  1 09:12:41.965: IPv6 NAT: IPv4->IPv6:

                 src (192.168.30.9 -> 2000::960B:202)

                 dst (150.11.3.1 -> 3001:11:0:1::1)

                 ref_count = 1, usecount = 0, flags = 2,

                 rt_flags = 0,

 !--- This command displays detailed information about NAT-PT events.

 

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

IP アドレッシング サービス●

Cisco IOS IPv6 コマンド リファレンス●

IPv6 に関する技術サポート●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6_03.html#wp2157893
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6_03.html#wp2157893
https://www.cisco.com/c/ja_jp/tech/ip/ip-addressing-services/index.html
https://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6_book.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ja_jp/tech/ip/ip-version-6-ipv6/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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