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概要

この資料は Cisco 1000 シリーズ集約サービス ルータ（ASR1K）のネットワーク アドレス変換
（NAT）によって変換する必要があるパケットが変換されない状況を記述したものです（NAT は
バイパスされます）。 未変換パケットを処理できるようにネクスト ホップが設定されていない可
能性があるため、これが原因でトラフィック障害につながる可能性があります。

背景説明

ソフトウェア バージョン 12.2(33)XND で NAT ゲートキーパーと呼ばれる機能が導入され、デフ
ォルトで有効になりました NAT ゲートキーパーは、NAT 変換を作成する目的で非 NAT 対象フロ
ーが過剰な CPU を使用することを防止するように設計されています。 これを実現させるために
、2 つの小さいキャッシュ（1 および out2in 方向のための in2out 方向のための 1）は送信元アド
レスに基づいて作成されます。 各 Cache エントリは送信元アドレスで、バーチャルルーティン
グおよびフォワーディング（VRF） ID、タイマー値（10 秒後にエントリを無効にするのに使用
される）、およびフレーム カウンター構成されています。 キャッシュを構成する表に 256 のエ
ントリがあります。 NAT が必要なパケットと NAT が不要なパケットが混在する、同じ送信元ア
ドレスからの複数のトラフィック フローが存在している場合は、パケットが NAT されず、無変
換のままルータ経由で送信される可能性があります。 可能な限り、NAT 対象フローと非 NAT 対
象フローを同じインターフェイス上で混在させないことをお勧めします。

注: これは H.323 とは全く関係ありません。

バイパスされる NAT のデモ



このセクションは NAT が NAT ゲートキーパー機能がバイパスされた原因どのようにである場合
もあるか記述します。 ダイアグラムを詳しく検討して下さい。 ソースルータ、適応型セキュリテ
ィ アプライアンス（ASA）ソフトウェア（ASA）ファイアウォール、ASR1K および宛先ルータ
があることを見ることができます。

非 NAT ED 宛先へのトラフィックフロー

送信元から ping が開始されます。 出典： 172.17.250.201 宛先： 198.51.100.11。1.
送信元アドレス変換を実行する ASA の内部インターフェイスにパケットが到着します。 こ
れで、パケットは次のように設定されます。送信元： 203.0.113.231 宛先：
198.51.100.11。

2.

内部インターフェイスに対して外部の NAT 上の ASR1k にパケットが到着します。 NAT 変
換は終点アドレスのための変換を見つけないし、従ってゲートキーパーは「送信元アドレス
203.0.113.231 と」キャッシュするために読み込まれます。

3.

パケットが宛先に到着します。 宛先はインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）
パケットを受け入れ、PING 成功という結果に終る ICMP エコー応答を戻します。

4.

同じ出典からのトラフィックはネットワークアドレス交換された宛先を送信 する
ように試みます

を探します。送信元から ping が開始されます。 出典： 172.17.250.201 宛先：
198.51.100.9

1.

送信元アドレス変換を実行する ASA の内部インターフェイスにパケットが到着します。 こ
れで、パケットは次のように設定されます。送信元： 203.0.113.231 宛先： 198.51.100.9

2.

内部インターフェイスに対して外部の NAT 上の ASR1k にパケットが到着します。 NAT は
最初に送信元および宛先のための変換を探します。 それは 1 つを見つけないので、ゲート
キーパーを「」キャッシュし、調べます送信元アドレス 203.0.113.231 をチェックします。
パケット変換の必要なしと（誤って）想定し、宛先に向かうルートが存在する場合はパケッ
トを転送し、そうでない場合はパケットをドロップします。 いずれにしても、パケットは
目的の宛先に到達しません。

3.

NAT 対象トラフィックの復元

10 秒後に、送信元アドレス 203.0.113.231 のためのエントリはゲートキーパーでキャッシ
ュします時間を計ります。 注: 切れたので物理的に キャッシュで存在 するエントリまだし
かしそれは使用されません。

1.

この場合同じ出典 172.17.250.201 がネットワークアドレス交換された宛先
198.51.100.9.When に送信 すれば パケットは ASR1K の out2in インターフェイスで、変換
見つけられます着きません。 ゲートキーパーをチェックするときキャッシュして下さい、
アクティブなエントリを検出しないし、従ってために宛先およびパケット willl フローのため
の変換を予想通り作成します。

2.

このフロー内のトラフィックは、非アクティブ状態が原因で変換がタイムアウトにならない
限り、継続します。 、一方、出典が別のエントリをキャッシュするゲートキーパーで読み
込みます非 NAT ED 宛先に再度トラフィックを送信 すれば、設定しましたセッションを影
響を与えませんが、その同じ出典からのネットワークアドレス交換された宛先への新しいセ
ッションが失敗する 10 第 2 期間があります。

3.



問題の例

送信元ルータから ping が開始されます。 出典： 172.17.250.201 宛先： 198.51.100.9 PING
は 2 の反復数においての、何回も [FLOW1] 実行されます。

1.

それから ASR1K によってネットワークアドレス交換されていない別の宛先を ping して下
さい: 出典： 172.17.250.201 宛先：198.51.100.11 によって NAT されない別の宛先を ping
します [FLOW2]。 

2.

その後、198.51.100.9 にさらにパケットを送信します [FLOW1]。 このフローの最初のいく
つかのパケットは、宛先ルータ上のアクセス リスト照合で示されるように NAT をバイパス
します。 

3.

source#ping 198.51.100.9 source lo1 rep 2

Type escape sequence to abort.

Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.9, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 172.17.250.201

!!

Success rate is 100 percent (2/2), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

source#ping 198.51.100.9 source lo1 rep 2

Type escape sequence to abort.

Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.9, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 172.17.250.201

!!

Success rate is 100 percent (2/2), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

source#ping 198.51.100.11 source lo1 rep 200000

Type escape sequence to abort.

Sending 200000, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.11, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 172.17.250.201

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Success rate is 99 percent (3007/3008), round-trip min/avg/max = 1/1/16 ms

source#ping 198.51.100.9 source lo1 rep 10  

Type escape sequence to abort.

Sending 10, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.9, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 172.17.250.201

...!!!!!!!

Success rate is 70 percent (7/10), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

source#

宛先ルータの ACL 一致は失敗した 3 つのパケットことを示します変換されなかった:

Router2#show access-list 199

Extended IP access list 199

   10 permit udp host 172.17.250.201 host 198.51.100.9

   20 permit udp host 172.17.250.201 host 10.212.26.73

   30 permit udp host 203.0.113.231 host 198.51.100.9

   40 permit udp host 203.0.113.231 host 10.212.26.73 (4 matches)

   50 permit icmp host 172.17.250.201 host 198.51.100.9

   60 permit icmp host 172.17.250.201 host 10.212.26.73

    70 permit icmp host 203.0.113.231 host 198.51.100.9 (3 matches) <<<<<<<

   80 permit icmp host 203.0.113.231 host 10.212.26.73 (42 matches)

   90 permit udp any any log (2 matches)

   100 permit icmp any any log (4193 matches)

   110 permit ip any any (5 matches)

Router2#

ASR1K でゲートキーパー Cache エントリをチェックできます:

PRIMARY#show platform hardware qfp active feature nat datapath gatein

Gatekeeper on

sip 203.0.113.231 vrf 0 cnt 1 ts 0x17ba3f idx 74

sip 10.203.249.226 vrf 0 cnt 0 ts 0x36bab6 idx 218

sip 10.203.249.221 vrf 0 cnt 1 ts 0x367ab4 idx 229

PRIMARY#show platform hardware qfp active feature nat datapath gateout

Gatekeeper on

sip 198.51.100.11 vrf 0 cnt 1 ts 0x36db07 idx 60

sip 10.203.249.225 vrf 0 cnt 0 ts 0x36bb7a idx 217

sip 10.203.249.222 vrf 0 cnt 1 ts 0x367b7c idx 230

回避策/修正

ほとんどの環境で NAT ゲートキーパー機能性はうまく働き、問題を引き起こしていません。 ただ
し、この問題に動作すればそれを解決する少数の方法があります。 

解決策 1

希望する選択はゲートキーパー機能拡張を含むバージョンへ Cisco IOS ® XE をアップグレードす
ることです:

Cisco バグ ID CSCun06260 XE3.13 ゲートキーパー堅くなること

この機能拡張は NAT ゲートキーパーが出典および終点アドレスをキャッシュすることができる可
能にしましたり、またキャッシュサイズをように設定可能にする。 拡張モードをつけるために、
これらのコマンドでキャッシュサイズを増加する必要があります。 また、キャッシュをモニタし
て、サイズを増やす必要があるかどうかを確認することもできます。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun06260


PRIMARY(config)#ip nat settings gatekeeper-size 1024

PRIMARY(config)#end

拡張モードはこれらのコマンドのチェックによって確認することができます:

PRIMARY#show platform hardware qfp active feature nat datapath gatein

Gatekeeper on

sip 10.203.249.221 dip 10.203.249.222 vrf 0 ts 0x5c437 idx 631

PRIMARY#show platform hardware qfp active feature nat datapath gateout

Gatekeeper on

sip 10.203.249.225 dip 10.203.249.226 vrf 0 ts 0x5eddf idx 631

PRIMARY#show platform hardware qfp active feature nat datapath gatein active

Gatekeeper on

ext mode Size 1024, Hits 2, Miss 4, Aged 0 Added 4 Active 1

PRIMARY#show platform hardware qfp active feature nat datapath gateout active

Gatekeeper on

ext mode Size 1024, Hits 0, Miss 1, Aged 1 Added 2 Active 0

解決策 2

リリースに関しては Cisco バグ ID CSCun06260 にのための修正がない、唯一のオプションはゲ
ートキーパー機能をオフにすることです。 唯一の否定的な影響はわずかに非 NAT ED トラフィッ
クのための低下した パフォーマンス、また Quantum フロー プロセッサ（QFP）のより高い
CPU稼働率です。

PRIMARY(config)#no ip nat service gatekeeper

PRIMARY(config)#end

PRIMARY#PRIMARY#Sh platform hardware qfp active feature nat datapath gatein

Gatekeeper off

PRIMARY#

QFP 利用はこれらのコマンドでモニタすることができます:

show platform hardware qfp active data utilization summary

show platform hardware qfp active data utilization qfp 0

解決策 3

NAT パケットと非 NAT パケットが同じインターフェイスに到着しないようにトラフィック フロ
ーを分離します。

要約

NAT Gatekeeper コマンドは非 NAT ED フローのためのルータのパフォーマンスを高めるために
もたらされました。 状況によっては機能は NAT のミックスおよび NAT 以外のパケットが同じ出
典から着くとき問題を引き起こすかもしれません。 解決策は、強化されたゲートキーパー機能を
使用するか、それが不可能な場合はゲートキーパー機能を無効にすることです。

参考資料

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun06260


ゲートキーパーをオフにするためのソフトウェア変更：
Cisco バグ ID CSCty67184 ASR1k NAT CLI -オン/オフ ゲートキーパー
Cisco バグ ID CSCth23984 はオン/オフ NAT ゲートキーパー機能性を回すために cli 機能を追加
します

NAT ゲートキーパーの強化
Cisco バグ ID CSCun06260 XE3.13 ゲートキーパー堅くなること

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCty67184/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCth23984/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun06260/?reffering_site=dumpcr
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