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章

最初にお読みください
Cisco IOS XE 16 に関する重要な情報
強力な Cisco IOS XE リリース 3.7.0E（Catalyst スイッチング用）および Cisco IOS XE リリース
3.17S（アクセスおよびエッジ ルーティング用）の 2 つのリリースは、コンバージド リリース
バージョンとして Cisco IOS XE 16 にマージされました。Cisco IOS XE 16 は、スイッチングおよ
びルーティング ポートフォリオの幅広いアクセス範囲とエッジ製品を網羅する単一のリリース
となります。

（注）

技術構成ガイドの機能情報テーブルには、いつ機能が導入されたかが記載されています。他の
プラットフォームでその機能がいつサポートされていたかについて、記載されている場合と記
載されていない場合があります。お使いのプラットフォームで特定の機能がサポートされてい
るかどうかを確認するには、製品ランディング ページにある技術構成ガイドを参照してくだ
さい。お使いの製品のランディング ページに技術構成ガイドが表示されている場合、その機
能がそのプラットフォームでサポートされていることを示します。
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章

IP アドレス節約のための NAT 設定
このモジュールでは、IP アドレス節約のためのネットワーク アドレス変換（NAT）の設定方法、
および内部ソース アドレスと外部ソース アドレスを設定する方法について説明します。このモ
ジュールでは、IP アドレス節約のために NAT を設定することの利点についても説明します。
NAT では、未登録の IP アドレスを使用するプライベート IP インターネットワークがインター
ネットに接続できます。NAT はデバイス（通常、2 つのネットワークを接続するもの）で動作
し、パケットを別のネットワークに転送する前に、社内ネットワークの（グローバルに一意のア
ドレスではなく）プライベート アドレスを正規のアドレスに変換します。NAT は、ネットワー
ク全体で1つだけのアドレスを外部にアドバタイズするように設定できます。この機能により、
そのアドレスの後ろにある内部ネットワーク全体を効果的に隠すことができ、セキュリティが強
化されます。
NAT は、エンタープライズ エッジでも使用され、内部ユーザのインターネットへのアクセスを
許可し、メール サーバなど内部デバイスへのインターネット アクセスを許可します。
• 機能情報の確認, 4 ページ
• IP アドレス節約のための NAT 設定に関する前提条件, 4 ページ
• IP アドレス節約のための NAT 設定に関する制約事項, 5 ページ
• IP アドレス節約のための NAT 設定について, 6 ページ
• IP アドレス節約のために NAT を設定する方法, 16 ページ
• IP アドレス節約のための NAT 設定例, 44 ページ
• 次の作業, 49 ページ
• IP アドレス節約のための NAT 設定に関する追加の参考資料, 50 ページ
• IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報, 51 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IP アドレス節約のための NAT 設定に関する前提条件
アクセス リスト
このモジュールに記載された設定作業で使用する必要のあるアクセス リストはすべて、設定作業
を開始する前に設定しておく必要があります。アクセス リストの設定方法の詳細については、
『IP Access List EntrySequence Numbering』マニュアルを参照してください。

（注）

NAT コマンドでアクセス リストを指定する場合、NAT は、一般的にアクセス リストで使用さ
れる permitipanyany コマンドをサポートしません。

NAT 要件
ネットワークに NAT を設定する前に、NAT を設定するインターフェイスおよびその目的につい
て知っておく必要があります。次の要件は、NAT の設定および使用方法を決定する上で役立ちま
す。
• 次の場合、NAT の内部および外部インターフェイスを定義する。
• ユーザが複数のインターフェイス上に存在している。
• 複数のインターフェイスがインターネットに接続している。
• NAT で達成すべきことを定義する。
• 内部ユーザにインターネットへのアクセスを許可する。
• インターネットがメール サーバなどの内部デバイスにアクセスすることを許可する。
• オーバーラップしているネットワークが通信することを許可する。
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• 異なるアドレス方式を使用しているネットワークの通信を許可する。
• アプリケーション レベル ゲートウェイの使用を許可する。
• TCP トラフィックを別の TCP ポートまたはアドレスにリダイレクトする。
• ネットワーク変換時に NAT を使用する。
Cisco IOS XE Denali 16.3 リリースから、BDI インターフェイスでの NAT 設定を可能にするため、
NAT サポートがブリッジ ドメイン インターフェイス（BDI）に導入されています。

IP アドレス節約のための NAT 設定に関する制約事項
• インターフェイス上でネットワーク アドレス変換（NAT）を設定すると、そのインターフェ
イスは NAT パケット フローに最適化されます。変換されていないパケットが NAT インター
フェイスを通過するとき、そのパケットに対して一連のチェックが行われ、パケットを変換
する必要性が判断されます。これらのチェックにより、変換されていないパケット フローの
遅延が増加するため、NAT インターフェイスを通過するパケット フローすべてについてパ
ケット処理の遅延時間が影響を受けます。NAT インターフェイスは、NAT 専用トラフィッ
クにのみ使用することを強くお勧めします。非 NAT パケットがある場合は、それらのパケッ
トを分離し、NAT が設定されていないインターフェイスを通過させる必要があります。非
NAT トラフィックの分離には、ポリシーベース ルーティング（PBR）を使用できます。
• NAT 仮想インターフェイス（NVI）は、Cisco IOS XE ソフトウェアでサポートされません。
• スタブ ドメインにある多数のホストが、そのドメイン外との通信を行う場合、NAT は実用
的ではありません。
• 一部のアプリケーションでは、NAT デバイスによる変換ができなくなる方法で埋め込み IP
アドレスを使用します。このようなアプリケーションは、NAT デバイスを使用しても透過的
に、またはまったく機能しません。
• インターフェイスの IP アドレスは、IP アドレス NAT プールの一部として設定しないでくだ
さい。
• デフォルトでは、Session Initiation Protocol（SIP）のサポートはポート 5060 でイネーブルに
なっています。したがって、NAT 対応デバイスはこのポートのパケットをすべて、SIP コー
ル メッセージと解釈します。同じシステムにある別のアプリケーションがポート 5060 を使
用してパケットを送信している場合、NAT サービスはこのパケットを SIP コール メッセー
ジとして解釈しようとするため、このパケットが破損する可能性があります。
• また、NAT はホストの素性を隠しますが、これは用途によっては長所とも短所ともなり得ま
す。
• NAT が設定されているデバイスは、ローカル ネットワークをネットワーク外部にアドバタ
イズすべきではありません。しかし、NAT が外部から受け取るルーティング情報は、通常ど
おり、スタブ ドメインにアドバタイズできます。
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• NAT コマンドで使用するアクセス リストが指定されている場合、NAT はアクセス リストで
一般に使用される permit ip any any コマンドをサポートしません。
• ポート範囲が指定されているアクセス リストは、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション
サービス ルータではサポートされません。
• NAT 設定は、インテリジェント サービス ゲートウェイ（ISG）のアクセス側でサポートされ
ません。
• アドレス プールとして設定されているか、または NAT スタティック ルールで設定されてい
るデバイスの IP アドレスは、使用がサポートされません。NAT では、NAT インターフェイ
ス オーバーロード設定を使用することによってのみ、デバイスを物理インターフェイス ア
ドレス（他の IP アドレスではなく）を共有できます。デバイスでは、その物理インターフェ
イスのポートを使用しますが、NAT は変換に安全にできるポートに関する通信を受信する必
要があります。この通信は、NAT インターフェイス オーバーロードが設定されているとき
にのみ行われます。
• 設定されたすべての IP アドレス プールおよび NAT マッピングに関する情報は、show ip nat
statistics コマンドの出力に表示されます。NAT 設定に含まれる IP アドレス プールおよび
NAT マッピングの数が多い場合（1000 ～ 4000 など）は、show ip nat statistics のプールおよ
びマッピング統計情報の更新速度が非常に遅くなります。
• 一般的な汎用ルーティング カプセル化（汎用 GRE）および レイヤ 2 によるダイナミック
NAT を使用するスタティックおよびダイナミック NAT は、ハードウェア ベースの Cisco
AppNav アプライアンス（Wide Area Application Services [WAAS] など）と共に使用した場合
に動作しません。WAAS のコンテキストでは、汎用 GRE は、WAAS Wide-Area Application
Engine（WAE）から GRE トンネルを通じて、最初のリダイレクト元と同じデバイスに最適
化完了後にパケットをリターンする処理を支援するアウトオブパス導入メカニズムです。
• ポート アドレス変換（NAT オーバーロードとも呼ばれる）では、ポート番号が既知のプロ
トコルのみをサポートします。これらのプロトコルには、Internet Control Message Protocol
（ICMP）、TCP、および UDP があります。他のプロトコルは、アドレス プール内のアドレ
ス全体を使用するため、PAT と共に使用できません。他のすべてのプロトコル トラフィック
がネットワークに流入しないようにするために、アクセス コントロール リスト（ACL）は
ICMP、TCP、および UDP だけを許可する設定にしてください。
• NAT、ゾーン ベースのファイアウォール、および Web Cache Communication Protocol（WCCP）
を同じネットワーク内で共存させることはできません。

IP アドレス節約のための NAT 設定について
IP アドレス節約のために NAT を設定する利点
組織が NAT を使用すると、既存のネットワークを持っていてインターネットにアクセスする必要
がある場合に、IP アドレスが枯渇する問題を解決できます。ネットワーク インフォメーション セ
ンター（NIC）に登録された IP アドレスをまだ持っていないサイトは、このアドレスを取得する

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
6

IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT の機能

必要があります。また、255 以上のクライアントが存在する、または計画されている場合、Class
B アドレスの不足が深刻な問題になります。Cisco IOS XE NAT はこのような問題に対応するため
に、隠された数千の内部アドレスを、取得の容易な Class C アドレスの範囲にマッピングします。
内部ネットワークのクライアントのために IP アドレスをすでに登録しているサイトでも、ハッ
カーがクライアントを直接攻撃できないように、これらのアドレスをインターネットからは確認
できないようにすることができます。クライアント アドレスを隠すことにより、セキュリティが
さらに強化されます。Cisco IOS XE NAT では、LAN 管理者は、Internet Assigned Numbers Authority
の予備プールを利用した Class A アドレッシングを自由に拡張することができます（RFC 1597）。
この拡張は組織内で行われます。LAN/インターネット インターフェイスでのアドレス変更を気に
する必要はありません。
Cisco IOS XE ソフトウェアは、選択的または動的に NAT を実行できます。この柔軟性のおかげ
で、ネットワーク管理者は、RFC 1597 および RFC 1918 アドレスまたは登録済みアドレスを混在
させて使用できます。NAT は、IP アドレスの簡略化や節約のためにさまざまなデバイス上で使用
できるように設計されています。また、Cisco IOS XE NAT では、NAT に使用できる内部ホストを
選択することもできます。
NAT には、NAT が設定されるデバイスを除き、ホストやデバイスを変更しなくても設定できると
いう大きな利点があります。
Cisco IOS XE Denali 16.3 リリースでは、NAT 機能のためのマルチテナント サポートが導入されま
した。NAT 機能のためのマルチテナント サポートを使用することで、Virtual Routing and Forwarding
（VRF）インスタンスの設定変更により、ネットワーク内の他の VRF のトラフィック フローが中
断されることはありません。
NAT は、組織の IP ネットワークを外部から見たときに、実際に使用されているものとは異なる
IP アドレス空間が使用されているように見せる機能です。したがって、NAT を使用すると、グ
ローバルなルーティングが不可能なアドレスを持つ組織は、そのアドレスをグローバルにルーティ
ング可能なアドレス空間に変換して、インターネットに接続できるようになります。また、サー
ビス プロバイダーの変更や、クラスレス ドメイン間ルーティング（CIDR）ブロックへの自発的
な再番号割り当てを行う組織は、NAT を使用して、適切に番号を割り当て直せるようになりま
す。NAT は RFC 1631 に記述されています。

NAT の機能
NAT が設定されたデバイスには、少なくとも内部ネットワークに対して 1 つ、外部ネットワーク
に対して 1 つのインターフェイスがあります。標準的な環境では、NAT はスタブ ドメインとバッ
クボーン間の出口デバイスに設定されます。パケットがドメインから出て行くとき、NAT はロー
カルで意味のある送信元アドレスをグローバルで一意のアドレスに変換します。パケットがドメ
インに入ってくる際は、NAT はグローバルで一意の宛先アドレスをローカル アドレスに変換しま
す。出力点が複数存在する場合、個々の NAT は同一の変換テーブルを持っていなければなりませ
ん。アドレスが足りなくなって、パケットにアドレスを割り当てられなくなった場合、NAT はそ
のパケットをドロップし、Internet Control Message Protocol（ICMP）ホスト到達不能パケットをそ
の接続先に送信します。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
7

IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT の用途

NAT の用途
NAT は次のような場合に使用できます。
• インターネットに接続する必要はあるが、ホストのすべてがグローバルに一意の IP アドレス
を持っているわけではない場合。ネットワーク アドレス変換（NAT）は、登録されていない
IP アドレスを使用してインターネットへ接続するプライベート IP インターネットワークを
イネーブルにします。NAT はスタブ ドメイン（内部ネットワーク）と、インターネットな
どのパブリック ネットワーク（外部ネットワーク）との境界にあるデバイス上に設定されま
す。NAT はパケットを外部ネットワークに送信する前に、内部のローカル アドレスをグロー
バルに一意の IP アドレスに変換します。接続性の問題への解決策として NAT が役立つのは、
スタブ ドメイン内の比較的少数のホストが同時にドメインの外部と通信する場合のみです。
この場合、外部との通信が必要なときに、このドメインにある IP アドレスのごく一部をグ
ローバルに一意な IP アドレスに変換する必要があります。また、これらのアドレスは使用さ
れなくなったときに、再利用することもできます。
• 内部アドレスを変更する必要がある場合。内部アドレスの変更には相当の工数がかかるた
め、変更する代わりに NAT を使用して変換することができます。
• TCP トラフィックの基本負荷を分散する必要がある場合。TCP 負荷分散機能を使用して、1
つのグローバル IP アドレスを複数のローカル IP アドレスにマップできます。

NAT のタイプ
NAT はルータ（通常、2 つのネットワークのみを接続するもの）で動作し、パケットが別のネッ
トワークに転送される前に、内部ネットワークのプライベート（内部ローカル）アドレスをパブ
リック（内部グローバル）アドレスに変換します。この機能により、ネットワーク全体を表す 1
つのアドレスのみを外部にアドバタイズするように NAT を設定できるようになります。これによ
り、内部ネットワークを外部から効果的に隠すことができるため、セキュリティがさらに強化さ
れます。
NAT には次のタイプがあります。
• スタティック アドレス変換（スタティック NAT）：ローカル アドレスとグローバル アドレ
スを 1 対 1 マッピングします。
• ダイナミック アドレス変換（ダイナミック NAT）：未登録の IP アドレスを、登録済み IP ア
ドレスのプールから取得した登録済み IP アドレスにマップします。
• オーバーロード：複数の未登録 IP アドレスを、複数の異なるポートを使用して、1 つの登録
済み IP アドレスにマップ（多対 1）します。この方法は、ポート アドレス変換（PAT）とも
呼ばれます。オーバーロードを使用することにより、使用できる正規のグローバル IP アドレ
スが 1 つのみでも、数千のユーザをインターネットに接続することができます。
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NAT の内部アドレスおよび外部アドレス
ネットワーク アドレス変換（NAT）において、内部という用語は、変換が必要な組織が所有する
ネットワークを表します。NAT が設定されている場合、このネットワーク内のホストは、別の空
間（グローバル アドレス空間として知られている）にあるものとしてネットワークの外側に現れ
る 1 つの空間（ローカル アドレス空間として知られている）内のアドレスを持つことになりま
す。
同様に、外部という用語は、スタブ ネットワークの接続先で、通常、その組織の制御下にはない
ネットワークを表します。外部ネットワーク内のホストを変換の対象にすることもできるため、
これらのホストはローカル アドレスとグローバル アドレスを持つことができます。
NAT では、次の定義が使用されます。
• 内部ローカル アドレス：内部ネットワーク上のホストに割り当てられた IP アドレス。この
アドレスは、多くの場合、Network Information Center（NIC）やサービス プロバイダーにより
割り当てられた正規の IP アドレスではありません。
• 内部グローバル アドレス：外部に向けて、1 つ以上の内部ローカル IP アドレスを表現した正
規の IP アドレス（NIC またはサービス プロバイダーにより割り当てられたもの）。
• 外部ローカル アドレス：内部ネットワークから見た外部ホストの IP アドレス。必ずしも正
規のアドレスでありません。内部でルート可能なアドレス空間から割り当てられたもので
す。
• 外部グローバル アドレス：外部ネットワークに存在するホストに対して、ホストの所有者に
より割り当てられた IP アドレス。このアドレスは、グローバルにルート可能なアドレス、ま
たはネットワーク空間から割り当てられます。
ここでは、次の内容について説明します。
• 内部送信元アドレス変換, （9 ページ）
• 内部グローバル アドレスのオーバーロード, （11 ページ）

内部送信元アドレス変換
自分が属するネットワークの外部と通信するときに、IP アドレスをグローバルで一意な IP アドレ
スに変換することができます。スタティックまたはダイナミック内部送信元アドレス変換は、次
のようにして設定できます。
• スタティック変換は、内部ローカル アドレスと内部グローバル アドレスの間に 1 対 1 のマッ
ピングを設定します。外部から固定アドレスを使って内部のホストにアクセスする必要があ
る場合には、スタティック変換が便利です。
• ダイナミック変換は、内部ローカル アドレスとグローバル アドレスのプールの間にマッピ
ングを設定します。
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次の図に、ネットワーク内の送信元アドレスを、ネットワーク外の送信元アドレスに変換するデ
バイスを示します。
図 1：NAT 内部送信元変換

次のプロセスは、上の図に示す内部送信元アドレス変換について示します。
1 ホスト 10.1.1.1 のユーザは、外部ネットワークのホスト B との接続を開きます。
2 ホスト 10.1.1.1 から最初のパケットを受信したことをきっかけに、デバイスがネットワーク ア
ドレス変換（NAT）テーブルをチェックします。NAT の設定に基づき、次のシナリオが可能
です。
• スタティック変換エントリが設定されている場合、デバイスは手順 3 に進みます。
• 変換エントリが存在しない場合、デバイスは送信元アドレス（SA）10.1.1.1 のダイナミッ
ク変換が必要であると判断し、ダイナミック アドレス プールから正規のグローバル アド
レスを選択し、NAT テーブルに変換エントリを作成します。このタイプのエントリは、
単純エントリと呼ばれます。
3 デバイスはホスト 10.1.1.1 の内部ローカル送信元アドレスを、この変換エントリのグローバル
アドレスで置き換え、パケットを転送します。
4 ホスト B はこのパケットを受信し、内部グローバル IP 宛先アドレス（DA）203.0.113.2 を使用
して、ホスト 10.1.1.1 に応答します。
5 内部グローバル IP アドレスを持つパケットを受信したデバイスは、内部グローバル アドレス
をキーに使用して、NAT テーブル検索を行います。その後、このアドレスをホスト 10.1.1.1 の
内部ローカル アドレスに変換し、パケットをホスト 10.1.1.1 に転送します。
ホスト 10.1.1.1 はパケットを受信し、会話を続けます。デバイスは、受信する各パケットについ
て手順 2 ～ 5 を実行します。
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内部グローバル アドレスのオーバーロード
デバイスが複数のローカル アドレスに対して 1 つのグローバル アドレスを使用できるようにする
ことで、内部グローバル アドレス プール内のアドレスを節約でき、このようなタイプのネット
ワーク アドレス変換（NAT）設定はオーバーロードと呼ばれます。オーバーロードが設定されて
いる場合、デバイスは、より高いレベルのプロトコルから十分な情報（たとえば、TCP または
UDP ポート番号）を保持して、グローバル アドレスを正しいローカル アドレスに戻します。複
数のローカル アドレスが 1 つのグローバル アドレスにマッピングされる場合、各内部ホストの
TCP または UDP ポート番号によりローカル アドレスが区別されます。
次の図は、1 つの内部グローバル アドレスが複数の内部ローカル アドレスを表すときの NAT の
動作を示しています。区別は、TCP ポート番号により行われます。
図 2：内部グローバル アドレスをオーバーロードする NAT

このデバイスは、上の図に示すように、内部グローバル アドレスのオーバーロードで次の処理を
行います。ホスト B およびホスト C はいずれも、アドレス 203.0.113.2 にある 1 つのホストと通信
していると信じています。しかし、実際には、異なるホストと通信しています。区別にはポート
番号が使用されます。つまり、多数の内部ホストは、複数のポート番号を使用して、内部グロー
バル IP アドレスを共有することができます。
1 ホスト 10.1.1.1 のユーザはホスト B との接続を開きます。
2 ホスト 10.1.1.1 から最初のパケットを受信したことをきっかけに、デバイスが NAT テーブル
をチェックします。NAT の設定に基づき、次のシナリオが可能です。
• 変換エントリが存在しない場合、デバイスは IP アドレス 10.1.1.1 の変換が必要であると
判断し、内部ローカル アドレスの 10.1.1.1 を正規のグローバル アドレスに変換します。
• オーバーロードが有効で、別の変換がアクティブな場合、デバイスはその変換からグロー
バル アドレスを再利用し、NAT テーブルのエントリとしてグローバル アドレスを戻すた
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めに使用できる十分な情報を保存します。このタイプのエントリは、拡張エントリと呼ば
れます。
3 デバイスは内部ローカル送信元アドレス 10.1.1.1 を、選択されたグローバル アドレスで置き換
え、パケットを転送します。
4 ホスト B はこのパケットを受信し、内部グローバル IP アドレス 203.0.113.2 を使用して、ホス
ト 10.1.1.1 に応答します。
5 デバイスは、この内部グローバル IP アドレスを持つパケットを受信すると、このプロトコル、
内部グローバル アドレスとポート、および外部アドレスとポートをキーとして使用して NAT
テーブル検索を実行します。その後、このアドレスを内部ローカル アドレス 10.1.1.1 に変換
し、パケットをホスト 10.1.1.1 に転送します。
ホスト 10.1.1.1 はパケットを受信し、会話を続けます。デバイスは、受信する各パケットについ
て手順 2 ～ 5 を実行します。

オーバーラップするネットワークのアドレス変換
使用する IP アドレスが合法でない、または正式に割り当てられていない場合、IP アドレスを変換
するためにネットワーク アドレス変換（NAT）を使用します。すでに合法的に所有されインター
ネットまたは外部ネットワーク上のデバイスに割り当てられている IP アドレスを、独自のネット
ワーク上の別のデバイスに割り当てると、ネットワークのオーバーラッピングが発生します。
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次の図は、NAT がオーバーラップするネットワークを変換する方法を示します。
図 3： NAT によるオーバーラップするアドレスの変換

次の手順は、デバイスがオーバーラップするアドレスを変換する方法を示します。
1 ホスト 10.1.1.1 は、名前を使用し、ドメイン ネーム システム（DNS）サーバから、名前からア
ドレスの検索を要求し、ホスト C への接続を開きます。
2 デバイスは DNS 応答を遮断し、オーバーラップがある場合は、返されたアドレスを変換しま
す（つまり、結果として得られる正式なアドレスは、内部ネットワークに不正に存在すること
になります）。返されたアドレスを変換するために、デバイスはオーバーラップするアドレス
10.1.1.3 を別途設定された外部ローカル アドレス プールのアドレスにマップする簡単な変換エ
ントリを作成します。
IP アドレスがスタブ ネットワークにないかどうか、デバイスは各 DNS 応答を検査します。もし
ある場合、デバイスはアドレスを次のように変換します。
1 ホスト 10.1.1.1 は 172.16.0.3 への接続を開きます。
2 デバイスは、内部ローカル アドレスとグローバル アドレスを相互に、および外部グローバル
アドレスとローカル アドレスを相互にマップする変換マッピングをセットアップします。
3 デバイスは SA を内部グローバル アドレスで、DA を外部グローバル アドレスで置き換えま
す。
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4 ホスト C はパケットを受信し、会話を続けます。
5 デバイスは検索を行い、DA を内部ローカル アドレスで、SA を外部ローカル アドレスで置き
換えます。
6 この変換プロセスを使用して、パケットがホスト 10.1.1.1 により受信され、会話が続けられま
す。

NAT における TCP 負荷分散
組織の中には、使用頻度の高いホストとの通信を必要とするホストが複数存在することがありま
す。ネットワーク アドレス変換（NAT）を使用して、複数の実ホストの間でのロード シェアリン
グを調整する仮想ホストを内部ネットワークに設定することができます。アクセス リストと一致
する宛先アドレスはロータリー プールからのアドレスで置き換えられます。割り当ては外部から
内部への新しい接続が開かれた場合にのみ、ラウンドロビン ベースで行われます。TCP ではない
トラフィックは、（その他の変換が設定されていない限り）変換されずに通されます。TCP 負荷
分散の仕組みを下の図に示します。
図 4：NAT TCP 負荷分散

デバイスは、ロータリー アドレスを変換するときに次のプロセスを実行します。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
14

IP アドレス節約のための NAT 設定
静的 IP アドレスのサポート

1 ホスト B（192.0.2.223）が、10.1.1.127 にある仮想ホストへの接続を開きます。
2 デバイスは接続要求を受信し、新しい変換を作成して、内部ローカル IP アドレスに、その次
の実ホスト（10.1.1.1）を割り当てます。
3 デバイスは宛先アドレスを、選択された実ホストのアドレスで置き換え、パケットを転送しま
す。
4 ホスト 10.1.1.1 はこのパケットを受信し、応答します。
5 デバイスはこのパケットを受信し、内部ローカル アドレスとポート番号、および外部アドレス
とポート番号をキーに使用して、NAT テーブルを検索します。次に、デバイスは送信元アド
レスを仮想ホストのアドレスに変換し、パケットを転送します。
6 次回、接続が要求されると、デバイスは内部ローカル アドレスに 10.1.1.2 を割り当てます。

静的 IP アドレスのサポート
パブリック ワイヤレス LAN は、モバイル コンピューティング デバイスのユーザに、インター
ネットなどのパブリック ネットワークへのワイヤレス接続を提供します。
ネットワーク アドレス変換（NAT）の静的 IP アドレス サポート機能は、静的 IP アドレスを使用
して設定されているユーザをサポートするために、パブリック ワイヤレス LAN プロバイダーの
機能を拡張するものです。パブリック ワイヤレス LAN プロバイダーでは、静的 IP アドレスを使
用しているユーザがサポートされるようにデバイスを設定できるため、サービスをより多数のユー
ザに拡張できます。
静的 IP アドレスを持つユーザは IP アドレスを変更しなくても、パブリック ワイヤレス LAN プロ
バイダーのサービスを使用できます。スタティック IP クライアント用の NAT エントリが作成さ
れ、ルーティング可能なアドレスが提供されます。

RADIUS
RADIUS は、不正なアクセスからネットワークのセキュリティを保護する分散クライアント/サー
バ システムです。ネットワーク アクセス サーバ（NAS）と RADIUS サーバとの通信は、UDP に
基づいて行われます。一般に、RADIUS プロトコルはコネクションレス型サービスと見なされま
す。サーバの可用性、再送信、タイムアウトに関する問題は、伝送プロトコルではなく、RADIUS
対応デバイスにより処理されます。
通常、RADIUS クライアントは NAS で、RADIUS サーバは UNIX または Windows NT マシンで実
行されているデーモン プロセスです。クライアントは指定された RADIUS サーバにユーザ情報を
渡し、返された応答に応じた動作をします。RADIUS サーバはユーザ接続要求を受信し、ユーザ
を認証してから、このユーザへのサービス提供にクライアントが必要とする設定情報を返します。
RADIUS サーバは、他の RADIUS サーバや、他の種類の認証サーバに対するプロキシ クライアン
トとして動作します。
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サービス拒絶攻撃
サービス妨害（DoS）攻撃では、通常、デバイスや Web サーバなどのターゲットを過負荷にし、
機能しないようにする目的で標準プロトコルや接続プロセスが乱用されます。DoS 攻撃は、悪意
のあるユーザや、ウイルスまたはワームに感染したコンピュータから仕掛けられます。多数のコ
ンピュータがウイルスやワームに感染した場合などに起こる、一度に多数の場所からの攻撃は分
散型 DoS 攻撃と呼ばれます。このような 分散型 DoS 攻撃は急速に広がり、数千に及ぶシステム
を巻き込みます。

NAT を標的にするウイルスおよびワーム
ウイルスやワームはコンピュータやネットワーク機器を攻撃するために設計された悪意のあるプ
ログラムです。ウイルスは通常、個々のアプリケーションに埋め込まれていて、実行されたとき
にのみ動作しますが、ワームは自己増殖し、自力ですばやく伝染していくことができます。特定
のウイルスやワームが明示的に NAT をターゲットにできない可能性がありますが、NAT リソー
スを使用して、自身を増殖させる可能性はあります。NAT 変換のレート制限機能は、特定のホス
トやアクセス コントロール リスト、VPN ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを発生源
とするウイルスやワームの影響を制限するために使用できます。

IP アドレス節約のために NAT を設定する方法
このセクションで説明する作業では、IP アドレス節約のために NAT を設定します。このセクショ
ンで説明する作業のうち 1 つ以上を設定する必要があります。設定に応じて、複数の作業を設定
しなければならない場合があります。

内部送信元アドレスの設定
スタティックまたはダイナミック変換のために内部送信元アドレスを設定できます。要件に基づ
き、スタティックまたはダイナミック変換を設定できます。

内部送信元アドレスのスタティック変換の設定
内部ローカル アドレスと内部グローバル アドレス間の 1 対 1 マッピングを可能にするには、内部
送信元アドレスのスタティック変換を設定します。外部から固定アドレスを使って内部のホスト
にアクセスする必要がある場合には、スタティック変換が便利です。

（注）

NAT が設定されているインターフェイスおよび ip nat inside source static コマンドで設定され
た内部アドレスには、それぞれ異なる IP アドレスを設定する必要があります。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipnatinsidesourcestatic local-ipglobal-ip
4. interface typenumber
5. ipaddress ip-address mask [secondary]
6. ipnatinside
7. exit
8. interface typenumber
9. ipaddress ip-address mask [secondary]
10. ipnatoutside
11. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipnatinsidesourcestatic local-ipglobal-ip

内部ローカル アドレスと内部グローバル アドレス間
のスタティック変換を設定します。

例：
Device(config)# ip nat inside source
static 10.10.10.1 172.16.131.1

ステップ 4

interface typenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 5

ipaddress ip-address mask [secondary]

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し
ます。

例：
Device(config-if)# ip address
10.114.11.39 255.255.255.0
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

ipnatinside

NAT の対象である内部ネットワークにインターフェイ
スを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 7

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 8

interface typenumber

異なるインターフェイスを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 9

ipaddress ip-address mask [secondary]

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し
ます。

例：
Device(config-if)# ip address
172.31.232.182 255.255.255.240

ステップ 10

ipnatoutside

外部ネットワークにインターフェイスを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 11

end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

内部送信元アドレスのダイナミック変換の設定
ダイナミック変換は、内部ローカルアドレスとグローバルアドレスのプールの間にマッピングを
設定します。プライベート ネットワークに存在する複数のユーザがインターネットへのアクセス
を必要としている場合には、ダイナミック変換が便利です。ダイナミックに設定されたプール IP
アドレスは、必要に応じて使用し、インターネットへのアクセスが必要なくなったときにはリリー
スして別のユーザが使用できるようにすることができます。
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（注）

内部グローバルまたは外部ローカル アドレスがネットワーク アドレス変換（NAT）デバイス
上の直接接続されたサブネットに所属する場合は、デバイスがアドレス解決プロトコル（ARP）
の要求に応答できるようにするために、それらのアドレスの IP エイリアスが追加されます た
だし、デバイスがそれを宛先としないパケットに応答することがあり、セキュリティ上の問題
を招きます。これが発生する可能性があるのは、着信した Internet Control Message Protocol
（ICMP）パケットまたはアドレスのエイリアスのいずれかを宛先とする UDP パケットに対応
する NAT 変換が NAT テーブル内に存在せず、デバイス自体が Network Time Protocol（NTP）
など、対応するサービスを実行している場合です。このような場合は、軽度のセキュリティ
リスクを招くことがあります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnatpoolnamestart-ipend-ip {netmasknetmask | prefix-lengthprefix-length}
4. access-listaccess-list-numberpermitsource [source-wildcard]
5. ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpoolname
6. interfacetypenumber
7. ipaddressip-addressmask
8. ipnatinside
9. exit
10. interfacetypenumber
11. ipaddressip-addressmask
12. ipnatoutside
13. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

ipnatpoolnamestart-ipend-ip {netmasknetmask | 必要に応じて割り当てられるグローバル アドレス
prefix-lengthprefix-length}
のプールを定義します。
例：
Device(config)# ip nat pool net-208
172.16.233.208 172.16.233.223 prefix-length
28

ステップ 4

access-listaccess-list-numberpermitsource
[source-wildcard]

変換されるアドレスを許可する標準アクセス リス
トを定義します。

例：
Device(config)# access-list 1 permit
192.168.34.0 0.0.0.255

ステップ 5

ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpoolname ステップ 4 で定義したアクセス リストを指定して、
ダイナミック送信元変換を設定します。
例：
Device(config)# ip nat inside source list
1 pool net-208

ステップ 6

interfacetypenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 7

ipaddressip-addressmask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定
します。

例：
Device(config-if)# ip address 10.114.11.39
255.255.255.0

ステップ 8

ipnatinside

NAT の対象である内部ネットワークにインターフェ
イスを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 9

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバルコンフィギュレーションモー
ドに戻ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 10

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface ethernet 0

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
20

インターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT による内部ユーザへのインターネット アクセス許可

ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

ipaddressip-addressmask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定
します。

例：
Device(config-if)# ip address
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 12

ipnatoutside

外部ネットワークにインターフェイスを接続しま
す。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 13

end

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

NAT による内部ユーザへのインターネット アクセス許可
グローバル アドレスのオーバーロードを使用して、内部ユーザにインターネットへのアクセスを
許可し、内部グローバル アドレス プールのアドレスを節約するには、この作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipnatpoolname start-ipend-ip {netmasknetmask | prefix-lengthprefix-length}
4. access-listaccess-list-numberpermitsource [source-wildcard]
5. ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpoolname overload
6. interfacetypenumber
7. ipaddressip-addressmask
8. ipnatinside
9. exit
10. interfacetypenumber
11. ipaddressip-addressmask
12. ipnatoutside
13. end
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IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT による内部ユーザへのインターネット アクセス許可

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipnatpoolname start-ipend-ip {netmasknetmask 必要に応じて割り当てられるグローバル アドレスの
| prefix-lengthprefix-length}
プールを定義します。
例：
Device(config)# ip nat pool net-208
192.168.202.129 192.168.202.158 netmask
255.255.255.224

ステップ 4

access-listaccess-list-numberpermitsource
[source-wildcard]
例：
Device(config)# access-list 1 permit
192.168.201.30 0.0.0.255

ステップ 5

変換されるアドレスを許可する標準アクセス リスト
を定義します。
• アクセス リストは、変換されるアドレスだけを
許可する必要があります（各 アクセス リストの
最後に暗黙の「deny all」ステートメントが存在
することに注意してください）。許可が多すぎ
るアクセス リストを使用すると、予測困難な結
果を招くことがあります。

ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpoolname 手順 4 で定義されたアクセス リストを指定して、ダ
overload
イナミック送信元変換を設定します。
例：
Device(config)# ip nat inside source list
1 pool net-208 overload

ステップ 6

interfacetypenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 7

ipaddressip-addressmask
例：
Device(config-if)# ip address 192.168.201.1
255.255.255.240

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
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インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し
ます。

IP アドレス節約のための NAT 設定
アドレス変換タイムアウトの設定

ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ipnatinside

NAT の対象である内部ネットワークにインターフェ
イスを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 9

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 10

interfacetypenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 11

ipaddressip-addressmask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し
ます。

例：
Device(config-if)# ip address
192.168.201.29 255.255.255.240

ステップ 12

ipnatoutside

外部ネットワークにインターフェイスを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 13

end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

アドレス変換タイムアウトの設定
NAT の設定に基づき、アドレス変換のタイムアウトを設定できます。
デフォルトでは、ダイナミック アドレス変換は一定の期間使用されていないとタイムアウトしま
す。必要に応じて、タイムアウトのデフォルト値を変更できます。オーバーロードが設定されて
いない場合、単純な変換エントリは 24 時間後にタイムアウトします。ダイナミック アドレス変
換のタイムアウト値を変更するには、ip nat translation timeout コマンドを使用します。
デフォルトの グローバル NAT 変換の制限を変更するには、ip nat translation max-entries コマン
ドを使用できます。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
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IP アドレス節約のための NAT 設定
アドレス変換タイムアウトの設定

変換タイムアウトの変更
デフォルトでは、ダイナミック アドレス変換は一定の期間使用されていないとタイムアウトしま
す。必要に応じて、タイムアウトのデフォルト値を変更できます。オーバーロードが設定されて
いない場合、単純な変換エントリは24時間後にタイムアウトします。オーバーロードを使用しな
いダイナミック アドレス変換のタイムアウト値を変更するには、ipnattranslationtimeoutseconds
コマンドを設定します。

オーバーロードが設定されている場合のタイムアウトの変更
オーバーロードを設定した場合、変換エントリのタイムアウトを制御できるようになります。こ
れは、個々のエントリに、そのエントリを使用するトラフィックに関する詳しいコンテキストが
含まれているからです。
この項で説明するタイムアウトは、設定に応じて変更できます。ダイナミック設定のためにグロー
バル IP アドレスを迅速に解放する必要がある場合は、ip nat translation timeout コマンドを使用し
て、タイムアウトをデフォルト タイムアウトよりも短く設定する必要があります。ただし、次の
タスクで指定するコマンドを使用して設定した他のタイムアウトよりも長いタイムアウトを設定
する必要があります。TCP セッションが両側からの終了（FIN）パケットの受信時またはリセット
時に適切に終了しない場合は、ip nat translation tcp-timeout コマンドを使用してデフォルト TCP
タイムアウトを変更する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipnattranslationseconds
4. ipnattranslationudp-timeoutseconds
5. ipnattranslationdns-timeoutseconds
6. ipnattranslationtcp-timeoutseconds
7. ipnattranslationfinrst-timeoutseconds
8. ipnattranslationicmp-timeoutseconds
9. ipnattranslationsyn-timeoutseconds
10. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
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• パスワードを入力します（要求された場合）。

IP アドレス節約のための NAT 設定
アドレス変換タイムアウトの設定

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipnattranslationseconds
例：
Device(config)# ip nat translation 300

（任意）NAT 変換がタイムアウトになるまでの時間を変
更します。
• デフォルト タイムアウトは 24 時間です。これは、
ハーフエントリのエージングタイムに適用されます

ステップ 4

ipnattranslationudp-timeoutseconds

（任意）UDP タイムアウト値を変更します。

例：
Device(config)# ip nat translation
udp-timeout 300

ステップ 5

ipnattranslationdns-timeoutseconds

（任意）ドメイン ネーム システム（DNS）タイムアウト
値を変更します。

例：
Device(config)# ip nat translation
dns-timeout 45

ステップ 6

ipnattranslationtcp-timeoutseconds
例：

（任意）TCP タイムアウト値を変更します。
• デフォルトは 24 時間です。

Device(config)# ip nat translation
tcp-timeout 2500

ステップ 7

ipnattranslationfinrst-timeoutseconds
例：
Device(config)# ip nat translation
finrst-timeout 45

ステップ 8

ipnattranslationicmp-timeoutseconds

（任意）Finish and Reset タイムアウト値を変更します。
• finrst-timeout：TCP セッションが finish-in（FIN-IN）
要求と finish-out（FIN-OUT）要求の両方を受信した
後の、または TCP セッション リセット後のエージン
グ タイム。
（任意）ICMP タイムアウト値を変更します。

例：
Device(config)# ip nat translation
icmp-timeout 45

ステップ 9

ipnattranslationsyn-timeoutseconds
例：
Device(config)# ip nat translation
syn-timeout 45

（任意）同期（SYN）タイムアウト値を変更します。
• 同期タイムアウトまたはエージング タイムは、TCP
セッションで SYN 要求が受信された場合にのみ使用
されます。同期確認応答（SYNACK）要求が受信さ

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
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IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT を使用してオーバーラップするネットワークに通信を許可するには

コマンドまたはアクション

目的
れると、タイムアウトが TCP タイムアウトに変更さ
れます

ステップ 10

（任意）グローバル コンフィギュレーション モードを終
了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

NAT を使用してオーバーラップするネットワークに通信を許可するに
は
このセクションでは、同じ操作を実行する複数の作業をまとめて説明していますが、実装されて
いる変換のタイプがスタティックか、ダイナミックかに応じて、これらの作業の実行方法は異な
ります。実装した変換のタイプに適用する作業を実行してください。
ここでは、次のタスクについて説明します。
• オーバーラップするネットワークのスタティック変換の設定
• オーバーラップするネットワークのダイナミック変換の設定
• 次の作業

オーバーラップするネットワークのスタティック変換の設定
スタブ ネットワーク内の IP アドレスが別のネットワークに属する正式な IP アドレスであるとき
に、スタティック変換を使用して、これらのホストやルータと通信する必要がある場合は、オー
バーラップするネットワークのスタティック変換を設定します。
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IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT を使用してオーバーラップするネットワークに通信を許可するには

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipnatinsidesourcestaticlocal-ipglobal-ip
4. interfacetypenumber
5. ipaddressip-addressmask
6. ipnatinside
7. exit
8. interfacetypenumber
9. ipaddress ip-addressmask
10. ipnatoutside
11. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipnatinsidesourcestaticlocal-ipglobal-ip

内部ローカル アドレスと内部グローバル アドレス間の
スタティック変換を設定します。

例：
Device(config)# ip nat inside source
static 192.168.121.33 10.2.2.1

ステップ 4

interfacetypenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 5

ipaddressip-addressmask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定しま
す。

例：
Device(config-if)# ip address
10.114.11.39 255.255.255.0
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IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT を使用してオーバーラップするネットワークに通信を許可するには

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

ipnatinside

内部と接続されることを示すマークをインターフェイ
スに付けます。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 7

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 8

interfacetypenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 9

ipaddress ip-addressmask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定しま
す。

例：
Device(config-if)# ip address
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 10

ipnatoutside

外部と接続されることを示すマークをインターフェイ
スに付けます。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 11

end

（任意）インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

オーバーラップするネットワークのダイナミック変換の設定
スタブ ネットワーク内の IP アドレスが別のネットワークに属する正式な IP アドレスであるとき
に、ダイナミック変換を使用して、これらのホストやルータと通信する必要がある場合は、オー
バーラップするネットワークのダイナミック変換を設定します。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
28

IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT を使用してオーバーラップするネットワークに通信を許可するには

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipnatpoolname start-ipend-ip {netmasknetmask | prefix-lengthprefix-length}
4. access-listaccess-list-numberpermitsource [source-wildcard]
5. ipnatoutsidesourcelistaccess-list-number poolname
6. interfacetypenumber
7. ipaddressip-addressmask
8. ipnatinside
9. exit
10. interfacetypenumber
11. ipaddressip-addressmask
12. ipnatoutside
13. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipnatpoolname start-ipend-ip
{netmasknetmask |
prefix-lengthprefix-length}

必要に応じて割り当てられるグローバル アドレスのプー
ルを定義します。

例：
Device(config)# ip nat pool net-10
10.0.1.0 10.0.1.255 prefix-length 24

ステップ 4

access-listaccess-list-numberpermitsource
[source-wildcard]
例：
Device(config)# access-list 1 permit
10.114.11.0 0.0.0.255

変換されるアドレスを許可する標準アクセス リストを定
義します。
• アクセス リストは、変換されるアドレスだけを許
可する必要があります（各 アクセス リストの最後
に暗黙の「deny all」ステートメントが存在するこ
とに注意してください）。許可が多すぎるアクセス
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IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT を使用してオーバーラップするネットワークに通信を許可するには

コマンドまたはアクション

目的
リストを使用すると、予測困難な結果を招くことが
あります。

ステップ 5

ipnatoutsidesourcelistaccess-list-number
poolname

ステップ 4 で定義したアクセス リストを指定して、ダイ
ナミック外部送信元変換を設定します。

例：
Device(config)# ip nat outside source
list 1 pool net-10

ステップ 6

interfacetypenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 7

ipaddressip-addressmask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定しま
す。

例：
Device(config-if)# ip address
10.114.11.39 255.255.255.0

ステップ 8

ipnatinside

内部と接続されることを示すマークをインターフェイス
に付けます。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 9

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 10

interfacetypenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 11

ipaddressip-addressmask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定しま
す。

例：
Device(config-if)# ip address
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 12

ipnatoutside
例：
Device(config-if)# ip nat outside
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外部と接続されることを示すマークをインターフェイス
に付けます。

IP アドレス節約のための NAT 設定
サーバ TCP ロード バランシングの設定

ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

end

（任意）インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

次の作業
必要な設定が完了したら、「NAT のモニタリングおよびメンテナンス」モジュールに進みます。

サーバ TCP ロード バランシングの設定
宛先アドレス ロータリー変換を目的として、サーバ TCP のロード バランシングを設定するには、
この作業を実行します。タスクで指定されているコマンドを使用すると、1 つの仮想ホストを多
数の実ホストにマッピングできます。仮想ホストとの間で開かれた新しい TCP セッションはそれ
ぞれ、異なる実ホストとのセッションに変換されます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipnatpoolnamestart-ipend-ip {netmasknetmask | prefix-lengthprefix-length} typerotary
4. access-listaccess-list-numberpermitsource [source-wildcard]
5. ipnatinsidedestination-listaccess-list-numberpoolname
6. interfacetypenumber
7. ipaddressip-address mask
8. ipnatinside
9. exit
10. interfacetypenumber
11. ipaddressip-addressmask
12. ipnatoutside
13. end
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IP アドレス節約のための NAT 設定
サーバ TCP ロード バランシングの設定

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipnatpoolnamestart-ipend-ip {netmasknetmask |
prefix-lengthprefix-length} typerotary

実ホストのアドレスを含むアドレス プールを定
義します。

例：
Device(config)# ip nat pool real-hosts
192.168.201.2 192.168.201.5 prefix-length 28
type rotary

ステップ 4

access-listaccess-list-numberpermitsource
[source-wildcard]

仮想ホストのアドレスを許可するアクセス リス
トを定義します。

例：
Device(config)# access-list 1 permit
192.168.201.30 0.0.0.255

ステップ 5

ipnatinsidedestination-listaccess-list-numberpoolname 直前の手順で定義されたアクセス リストを指定
して、ダイナミック内部宛先変換を設定します。
例：
Device(config)# ip nat inside destination-list
2 pool real-hosts

ステップ 6

interfacetypenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 7

ipaddressip-address mask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設
定します。

例：
Device(config-if)# ip address 192.168.201.1
255.255.255.240

ステップ 8

ipnatinside
例：
Device(config-if)# ip nat inside
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内部と接続されることを示すマークをインター
フェイスに付けます。

IP アドレス節約のための NAT 設定
内部インターフェイスでのルート マップの有効化

ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 10

異なるインターフェイスを指定し、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface serial 0

ステップ 11

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設
定します。

ipaddressip-addressmask
例：
Device(config-if)# ip address 192.168.15.129
255.255.255.240

ステップ 12

ipnatoutside

外部と接続されることを示すマークをインター
フェイスに付けます。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 13

end
例：

（任意）インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻
ります。

Device(config-if)# end

内部インターフェイスでのルート マップの有効化
はじめる前に
作業で使用する必要のあるルート マップはすべて、設定作業を開始する前に設定しておく必要が
あります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipnatinsidesource {list {access-list-number | access-list-name} poolpool-name [overload] |
staticlocal-ipglobal-ip [route-mapmap-name]}
4. exit
5. showipnattranslations [verbose]
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IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネーブル化

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipnatinsidesource {list {access-list-number |
access-list-name} poolpool-name [overload] |
staticlocal-ipglobal-ip [route-mapmap-name]}

NAT内部インターフェイスで設定されたスタティッ
ク NAT を使ったルート マッピングをイネーブルに
します。

例：
Device(config)# ip nat inside source static
192.168.201.6 192.168.201.21 route-map isp2

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# exit

ステップ 5

showipnattranslations [verbose]

（任意）アクティブな NAT を表示します。

例：
Device# show ip nat translations

NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネーブル化
NAT Route Maps Outside-to-Inside サポート機能により、外部から内部に向けて IP セッションを開
始できるようにする NAT ルート マップ コンフィギュレーションの実装が可能になります。NAT
Route Maps Outside-to-Inside サポートをイネーブルにするには、次の作業を実行します。
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IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネーブル化

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmask
4. ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmask
5. ipnatinsidesourceroute-mapnamepoolname [reversible]
6. ipnatinsidesourceroute-mapnamepoolname [reversible]
7. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

configure terminal
例：
Device(config)# configure terminal

ステップ 3

ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmask

NAT で使用されるネットワーク アドレス プールを
定義します。

例：
Device(config)# ip nat pool POOL-A
192.168.201.4 192.168.201.6 netmask
255.255.255.128

ステップ 4

ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmask

NAT で使用されるネットワーク アドレス プールを
定義します。

例：
Device(config)# ip nat pool POOL-B
192.168.201.7 192.168.201.9 netmask
255.255.255.128

ステップ 5

Outside-to-Inside で開始されたセッションが、宛先
ベースの NAT に対してルート マップを使用できる
ようにします。

ipnatinsidesourceroute-mapnamepoolname
[reversible]
例：
Device(config)# ip nat inside source
route-map MAP-A pool POOL-A reversible
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IP アドレス節約のための NAT 設定
外部 IP アドレスのみの NAT の設定

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

ipnatinsidesourceroute-mapnamepoolname
[reversible]

Outside-to-Inside で開始されたセッションが、宛先
ベースの NAT に対してルート マップを使用できる
ようにします。

例：
Device(config)# ip nat inside source
route-map MAP-B pool POOL-B reversible

ステップ 7

（任意）グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

外部 IP アドレスのみの NAT の設定
外部 IP アドレスの NAT を設定する場合、任意のアプリケーションおよびトラフィック タイプに
対してすべての組み込み IP アドレスを無視するように NAT を設定できます。ホスト間のトラ
フィックとエンタープライズのネットワーク フローの外部のトラフィックが内部ネットワークを
通じて流れます。NAT 用に設定されたデバイスは、内部ネットワーク内でルーティングできるア
ドレスにパケットを変換します。目的の宛先がエンタープライズのネットワークの外部である場
合、パケットは再度変換されて外部アドレスに戻され、送信されます。

（注）

ip nat outside source static コマンドを設定して外部ローカル アドレスのスタティック ルートを
追加すると、パケット変換に遅延が生じ、パケットが破棄されます パケットが破棄されるの
は、NAT をスタティック変換用に設定するときに初期同期（SYN）パケットのショートカッ
トを作成していないためです。パケットの破棄を回避するには、ip nat outside source static
add-route コマンドまたは ip route コマンドを設定します。
外部 IP アドレスのみの NAT を設定する利点：
• エンタープライズは、エンタープライズ バックボーン ネットワークとしてインターネット
を使用できます。
• ヘッダーの変換のみを必要とするネットワーク アーキテクチャを使用できます。
• 開始時点で、エンド クライアントに使用可能な IP アドレスが与えられます。このアドレス
は、IPSec 接続とトラフィック フローに使用するアドレスです。
• 特別にルートを更新しなくても、パブリックおよびプライベート ネットワーク アーキテク
チャがサポートされます。
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IP アドレス節約のための NAT 設定
外部 IP アドレスのみの NAT の設定

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipnatinsidesource{list {access-list-number | access-list-name} poolpool-name [overload] |
staticnetworklocal-ipglobal-ip [no-payload]}
4. ipnatinsidesource {list {access-list-number | access-list-name} poolpool-name [overload] | static {tcp
| udp} local-iplocal-portglobal-ipglobal-port [no-payload]}
5. ipnatinsidesource {list {access-list-number | access-list-name}poolpool-name [overload] | static [network]
local-network-maskglobal-network-mask [no-payload]}
6. ipnatoutsidesource {list {access-list-number | access-list-name} poolpool-name [overload] |
staticlocal-ipglobal-ip [no-payload]}
7. ipnatoutsidesource {list {access-list-number | access-list-name} poolpool-name [overload] | static {tcp
| udp} local-iplocal-portglobal-ipglobal-port [no-payload]}
8. ipnatoutsidesource {list {access-list-number | access-list-name} poolpool-name [overload] | static
[network] local-network-maskglobal-network-mask [no-payload]}
9. exit
10. showipnattranslations [verbose]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権EXECモードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求され

例：

た場合）。

Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipnatinsidesource{list {access-list-number | access-list-name} 内部ホスト デバイスでのネットワーク パ
poolpool-name [overload] | staticnetworklocal-ipglobal-ip
ケット変換を無効化します。
[no-payload]}
例：
Device(config)# ip nat inside source static network
10.1.1.1 192.168.251.0/24 no-payload

ステップ 4

ipnatinsidesource {list {access-list-number | access-list-name} 内部ホスト デバイスでのポート パケット
poolpool-name [overload] | static {tcp | udp}
変換を無効化します。
local-iplocal-portglobal-ipglobal-port [no-payload]}
例：
Device(config)# ip nat inside source static tcp
10.1.1.1 2000 192.168.1.1 2000 no-payload
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IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT のデフォルト内部サーバ機能の設定

コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

ipnatinsidesource {list {access-list-number |
内部ホスト ルータでのパケット変換を無
access-list-name}poolpool-name [overload] | static [network] 効化します。
local-network-maskglobal-network-mask [no-payload]}
例：
Device(config)# ip nat inside source static 10.1.1.1
192.168.1.1 no-payload

ステップ 6

ipnatoutsidesource {list {access-list-number | access-list-name} 外部ホスト ルータでのパケット変換を無
poolpool-name [overload] | staticlocal-ipglobal-ip [no-payload]} 効化します。
例：
Device(config)# ip nat outside source static 10.1.1.1
192.168.1.1 no-payload

ステップ 7

ipnatoutsidesource {list {access-list-number | access-list-name} 外部ホスト デバイスでのポート パケット
poolpool-name [overload] | static {tcp | udp}
変換を無効化します。
local-iplocal-portglobal-ipglobal-port [no-payload]}
例：
Device(config)# ip nat outside source static tcp
10.1.1.1 20000 192.168.1.1 20000 no-payload

ステップ 8

ipnatoutsidesource {list {access-list-number | access-list-name} 外部ホスト デバイスでのネットワーク パ
poolpool-name [overload] | static [network]
ケット変換を無効化します。
local-network-maskglobal-network-mask [no-payload]}
例：
Device(config)# ip nat outside source static network
10.1.1.1 192.168.251.0/24 no-payload

ステップ 9

exit
例：

グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC モードに戻りま
す。

Device(config)# exit

ステップ 10

showipnattranslations [verbose]

アクティブな NAT を表示します。

例：
Device# show ip nat translations

NAT のデフォルト内部サーバ機能の設定
NAT デフォルト内部サーバ機能は、外部から指定された内部ローカル アドレスへのパケットの転
送を支援します。既存のダイナミック変換またはスタティックポート変換に一致しないトラフィッ
クはリダイレクトされ、パケットはドロップされません。
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IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT のデフォルト内部サーバ機能の設定

ゲーム デバイスに対しては、ダイナミック マッピングおよびインターフェイス オーバーロード
を設定できます。オンライン ゲームでは、外部トラフィックは異なる UDP ポートに到着します。
パケットがエンタープライズのネットワークの外部のインターフェイスを宛先としていて、完全
に拡張されたエントリまたはスタティック ポート エントリに一致するものが NAT テーブルに存
在しないか場合、パケットは単純なスタティック エントリによりゲーム デバイスに転送されま
す

（注）

• この機能を使用すると、PC の IP アドレスと異なる IP アドレスでゲーム デバイスを設定
できます。不要なトラフィックや DoS 攻撃を回避するためにアクセス リストを使用しま
す。
• PC から外部へのトラフィックについては、拡張エントリが作成されるようにルート マッ
プを使用することをお勧めします。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipnatinsidesourcestaticlocal-ipinterfacetypenumber
4. ipnatinsidesourcestatic tcplocal-iplocal-portinterfaceglobal-port
5. exit
6. showipnattranslations [verbose]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場

例：

合）。

Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipnatinsidesourcestaticlocal-ipinterfacetypenumber インターフェイス上でスタティックNATをイネー
ブルにします。
例：
Device(config)# ip nat inside source static
10.1.1.1 interface Ethernet 1/1
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IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT ルータの RTSP の再有効化

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ipnatinsidesourcestatic
tcplocal-iplocal-portinterfaceglobal-port

（任意）外部からデバイスへの Telnet の使用を有
効化します。

例：
Device(config)# ip nat inside source static
tcp 10.1.1.1 23 interface 23

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# exit

ステップ 6

showipnattranslations [verbose]

（任意）アクティブな NAT を表示します。

例：
Device# show ip nat translations

NAT ルータの RTSP の再有効化
Real Time Streaming Protocol（RTSP）は、クライアント/サーバ マルチメディア プレゼンテーショ
ン制御プロトコルの一種で、マルチメディア アプリケーションの配信をサポートしています。
RTSP を使用するアプリケーションには、Microsoft の Windows Media Services（WMS）、Apple
Computer の QuickTime、RealNetworks の RealSystem G2 などがあります。
接続を成功させるには、RTSP プロトコルが NAT ルータを通過するときに、埋め込みアドレスと
ポートを変換する必要があります。NAT では、ペイロードを解析し、RTSP ペイロード中の埋め
込み情報を変換するために、Network Based Application Recognition（NBAR）アーキテクチャが使
用されます。
RTSP はデフォルトでイネーブルになっています。この設定が無効化されている場合に NAT ルー
タの RTSP を再有効化するには、ipnatservicertspportport-number コマンドを使用します。

スタティック IP アドレスを持つユーザのサポートの設定
スタティック IP アドレスを持つユーザに対するサポートを設定すると、このようなユーザはパブ
リック ワイヤレス LAN 環境で IP セッションを確立できるようになります。

はじめる前に
スタティック IP アドレスを使用しているユーザのサポートを設定する前に、まず、ルータで NAT
を有効化し、RADIUS サーバ ホストを設定する必要があります。
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IP アドレス節約のための NAT 設定
スタティック IP アドレスを持つユーザのサポートの設定

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interfacetypenumber
4. ipnatinside
5. exit
6. ipnatallow-static-host
7. ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmaskaccounting list-name
8. ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpool name
9. access-list access-list-number deny ip source-address
10. end
11. showipnattranslationsverbose

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber

インターフェイスを設定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 4

ipnatinside

内部と接続されることを示すマークをインター
フェイスに付けます。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 5

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、グローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 6

ipnatallow-static-host

スタティック IP アドレスのサポートをイネーブ
ルにします。

例：
Device(config)# ip nat allow-static-host
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IP アドレス節約のための NAT 設定
スタティック IP アドレスを持つユーザのサポートの設定

コマンドまたはアクション

目的
• このインターフェイスでは、ダイナミック
アドレス解決プロトコル（ARP）の学習は
ディセーブルされます。また、スタティック
IP ホストの ARP エントリの作成と削除は
NAT により制御されます。

ステップ 7

ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmaskaccounting スタティック IP ホストの認証に使用される、既
list-name
存の RADUIS プロファイル名を指定します。
例：
Device(config)# ip nat pool pool1 172.16.0.0
172.16.0.254 netmask 255.255.255.0 accounting
WLAN-ACCT

ステップ 8

ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpool name
例：
Device(config)# ip nat inside source list 1 pool
net-208

ステップ 9

access-list access-list-number deny ip source-address

• 指定されたアクセス リストはすべてのトラ
フィックを許可する必要があります。
NAT からデバイスのトラフィックを削除します。
• source 引数は、NAT スタティック IP サポー

例：
Device(config)# access-list 1 deny ip
192.168.196.51

ステップ 10

スタティック IP サポートに使用されるアクセス
リストとプールを指定します。

ト機能をサポートするルータの IP アドレス
です。
（任意）グローバルコンフィギュレーションモー
ドを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 11

showipnattranslationsverbose
例：

（任意）エントリが作成および使用された時間も
含め、各変換テーブル エントリのアクティブな
NAT 変換と追加情報を表示します。

Device# show ip nat translations verbose

例
次に、showipnattranslationsverbose コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat translations verbose
--- 172.16.0.0 10.1.1.1
----create 00:05:59, use 00:03:39, left 23:56:20, Map-Id(In): 1, flags: none wlan-flags: Secure
ARP added, Accounting Start sent Mac-Address:0010.7bc2.9ff6 Input-IDB:Ethernet1/2, use_count:
0, entry-id:7, lc_entries: 0
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NAT 変換のレート制限機能の設定
手順の概要
1. enable
2. showipnattranslations
3. configureterminal
4. ipnattranslationmax-entries {number | all-vrfnumber | hostip-addressnumber | listlistnamenumber |
vrfnamenumber}
5. end
6. showipnatstatistics

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device enable

ステップ 2

showipnattranslations
例：
Device# show ip nat translations

ステップ 3

configureterminal

（任意）アクティブな NAT を表示します。
• 特定のホスト、アクセス コントロール リスト、または VRF
インスタンスが 予想外に大量の NAT 要求を生成している場
合、それが悪意のあるウイルスやワーム攻撃の元凶である可
能性があります。
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 4

ipnattranslationmax-entries
指定された送信元に許容される NAT エントリの最大数を設定しま
{number | all-vrfnumber |
す。
hostip-addressnumber |
• 許容される NAT エントリの最大数は 2147483647 ですが、通
listlistnamenumber | vrfnamenumber}
常の NAT レート制限の範囲は 100 ～ 300 エントリです。
例：
Device(config)# ip nat
translation max-entries 300

• すべての VRF インスタンスに対する NAT レート制限を設定
すると、各 VRF インスタンスは、指定した NAT エントリの
最大数に制限されます。
• 特定の VRF インスタンスに対する NAT レート制限を設定す
る場合、すべての VRF インスタンスに許容される NAT エン
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コマンドまたはアクション

目的
トリの最大数よりも大きい、または小さい値を、指定したVRF
インスタンスに対する最大数に指定します。

ステップ 5

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 6

showipnatstatistics
例：
Device# show ip nat statistics

（任意）NAT レート制限の設定値を含む、現在の NAT 使用に関す
る情報を表示します。
• NAT レート制限の設定後、showipnatstatistics コマンドを使用
して、現在の NAT レート制限の設定を検証します。

IP アドレス節約のための NAT 設定例
例：内部送信元アドレスのスタティック変換の設定
次の例では、10.114.11.0 ネットワークからアドレス指定される内部ホストがグローバルに一意な
172.31.233.208/28 ネットワークにどのように変換されるかを示しています。その後、10.114.11.0
ネットワーク（本物の 10.114.11.0 ネットワーク）の外部ホストからやってきたパケットは、変換
後、10.0.1.0/24 ネットワークからのもののように見えます。
ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.223 prefix-length 28
ip nat pool net-10 10.0.1.0 10.0.1.255 prefix-length 24
ip nat inside source list 1 pool net-208
ip nat outside source list 1 pool net-10
!
interface gigabitethernet 0/0/0
ip address 172.31.232.182 255.255.255.240
ip nat outside
!
interface gigabitethernet 1/1/1
ip address 10.114.11.39 255.255.255.0
ip nat inside
!
access-list 1 permit 10.114.11.0 0.0.0.255

次に、vrf1 および vrf2 VPN について、共有サービスへのスタティック ルートを持つプロバイダー
エッジ（PE）デバイスで設定された NAT の例を示します。NAT は、内部送信元スタティック 1
対 1 変換として設定されます。
ip nat pool outside 10.4.4.1 10.4.4.254 netmask 255.255.255.0
ip nat outside source list 1 pool mypool
access-list 1 permit 172.16.18.0 0.0.0.255
ip nat inside source static 192.168.121.33 10.2.2.1 vrf vrf1
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ip nat inside source static 192.168.121.33.10.2.2.2 vrf vrf2

例：内部送信元アドレスのダイナミック変換の設定
次の例では、192.168.1.0 または 192.168.2.0 ネットワークのいずれかのネットワークからアドレス
指定される内部ホストがグローバルに一意な 172.31.233.208/28 ネットワークにどのように変換さ
れるかを示しています。
ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.223 prefix-length 9
ip nat inside source list 1 pool net-208
!
interface gigabitethernet 0/0/0
ip address 172.31.232.182 255.255.255.240
ip nat outside
!
interface gigabitethernet 1/1/1
ip address 192.168.1.94 255.255.255.0
ip nat inside
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
!

次の例では、NAT を実行しているプロバイダー エッジ（PE）デバイスにローカルなトラフィッ
クのみがどのように変換されるかを示しています。
ip nat inside source list 1 interface gigabitethernet
ip nat inside source list 1 interface gigabitethernet
!
ip route vrf vrf1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
ip route vrf vrf2 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
!
access-list 1 permit 10.1.1.1.0 0.0.0.255
!
ip nat inside source list 1 interface gigabitethernet
ip nat inside source list 1 interface gigabitethernet
!
ip route vrf vrf1 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 global
ip route vrf vrf2 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 global
access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
!

0/0/0 vrf vrf1 overload
0/0/0 vrf vrf2 overload

1/1/1 vrf vrf1 overload
1/1/1 vrf vrf2 overload

例：NAT による内部ユーザへのインターネット アクセス許可
次の例では、net-208 という名前のアドレス プールの作成方法を示しています。このプールには、
172.31.233.208 ～ 172.31.233.233 のアドレスが含まれます。アクセス リスト 1 には、SA が 192.168.1.0
～ 192.168.1.255 の範囲に含まれるパケットが許可されます。変換が存在しない場合、アクセス リ
スト 1 に一致するパケットは、このプールに含まれるアドレスに変換されます。ルータは複数の
ローカル アドレス（192.168.1.0 ～ 192.168.1.255）に、同じグローバル アドレスの使用を許可しま
す。ルータは接続を区別するためにポート番号を保持します。
ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.233 netmask 255.255.255.240
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 pool net-208 overload
interface gigabitethernet 1/1/1
ip address 192.168.201.1 255.255.255.240
ip nat inside
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!
interface gigabitethernet 0/0/0
ip address 192.168.201.29 255.255.255.240
ip nat outside
!

例：NAT を使用してオーバーラップするネットワークに通信を許可す
るには
例：オーバーラップするネットワークのスタティック変換の設定
ip nat inside source static 192.168.121.33 10.2.2.1
!
interface gigabitethernet 1/1/1
ip address 10.114.11.39 255.255.255.0
ip nat inside
!
interface gigabitethernet 0/0/0
ip address 172.16.232.182 255.255.255.240
ip nat outside
!

例：オーバーラップするネットワークのダイナミック変換の設定
次に、ローカル ネットワークのアドレスが、インターネット上の他のユーザにより、正当に使用
されている例を示します。この外部ネットワークにアクセスするには、さらに変換が必要です。
プール net-10 は、外部ローカル IP アドレスのプールです。ipnatoutsidesourcelist1poolnet-10 コマ
ンドは、ホストのアドレスを外部オーバーラップ ネットワークからこのプールに含まれるアドレ
スに変換します。
ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.223 prefix-length 28
ip nat pool net-10 10.0.1.0 10.0.1.255 prefix-length 24
access-list 1 permit 10.114.11.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 pool net-208
ip nat outside source list 1 pool net-10
!
interface gigabitethernet 1/1/1
ip address 10.114.11.39 255.255.255.0
ip nat inside
!
interface gigabitethernet 0/0/0
ip address 172.16.232.182 255.255.255.240
ip nat outside
!

例：サーバ TCP ロード バランシングの設定
次の例の目的は、一連の実ホストの間で接続が分散される仮想アドレスを定義することです。こ
のプールは実ホストのアドレスを定義します。アクセス リストは仮想アドレスを定義します。変
換がまだ存在しない場合、シリアル インターフェイス 0（外部インターフェイス）からの TCP パ
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ケットのうち、アクセス リストと一致する宛先を持つものは、このプールに含まれるアドレスに
変換されます。
ip nat pool real-hosts 192.168.15.2 192.168.15.15 prefix-length 28 type rotary
access-list 2 permit 192.168.15.1
ip nat inside destination list 2 pool real-hosts
interface gigabitethernet 0/0/0
ip address 192.168.15.129 255.255.255.240
ip nat inside
!
interface serial 0
ip address 192.168.15.17 255.255.255.240
ip nat outside
!

例：内部インターフェイスでのルート マップの有効化
ip nat inside source static 192.168.201.6 192.168.201.21
!

例：NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネーブル化
次の例では、宛先ベースのネットワーク アドレス変換（NAT）に対する Outside-to-Inside 変換を
許可するようにルート マップ A およびルート マップ B を設定する方法を示します。
ip
ip
ip
ip

nat
nat
nat
nat

pool POOL-A 192.168.201.4 192.168.201.6 netmask 255.255.255.128
pool POOL-B 192.168.201.7 192.168.201.9 netmask 255.255.255.128
inside source route-map MAP-A pool POOL-A reversible
inside source route-map MAP-B pool POOL-B reversible

例：外部 IP アドレスのみの NAT の設定
ip
ip
ip
ip
ip
ip

nat
nat
nat
nat
nat
nat

inside source static network 10.1.1.1 192.168.2510/24 no-payload
inside source static tcp 10.1.1.1 2000 192.168.1.1 2000 no-payload
inside source static 10.1.1.1 192.168.1.1 no-payload
outside source static 10.1.1. 192.168.1.1 no-payload
outside source static tcp 10.1.1.1 20000 192.168.1.1 20000 no-payload
outside source static network 10.1.1.1 192.168.251.0/24 no-payload

例：スタティック IP アドレスを持つユーザのサポートの設定
interface gigabitethernet 1/1/1
ip nat inside
!
ip nat allow-static-host
ip nat pool pool1 172.16.0.0 172.16.0.254 netmask 255.255.255.0 accounting WLAN-ACCT
ip nat inside source list 1 pool net-208
access-list 1 deny ip 192.168.196.51
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例：NAT スタティック IP サポートの設定
次の例では、192.168.196.51 にあるデバイスに対するスタティック IP アドレス サポートをイネー
ブルにする方法を示します。
interface gigabitethernet 1/1/1
ip nat inside
!
ip nat allow-static-host
ip nat pool net-208 172.16.1.1 172.16.1.10 netmask 255.255.255.0 accounting WLAN-ACCT
ip nat inside source list 1 pool net-208
access-list 1 deny ip 192.168.196.51

例：NAT スタティック IP サポートに使用される RADIUS プロファイルの作成
次の例では、NAT スタティック IP サポート機能で使用される RADIUS プロファイルの作成方法
を示します。
aaa new-model
!
aaa group server radius WLAN-RADIUS
server 172.16.88.1 auth-port 1645 acct-port 1645
server 172.16.88.1 auth-port 1645 acct-port 1646
!
aaa accounting network WLAN-ACCT start-stop group WLAN-RADIUS
aaa session-id common
ip radius source-interface gigabitethernet3/0
radius-server host 172.31.88.1 auth-port 1645 acct-port 1646
radius-server key cisco

例：NAT 変換のレート制限機能の設定
次の例では、許容される NAT エントリの最大数を 300 に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries 300

次の例では、VRF インスタンス「vrf1」の NAT エントリ数を 150 に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries vrf vrf1 150

次の例では、各 VRF インスタンスの NAT エントリ数を 200 に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries all-vrf 200

次の例では、VRF インスタンス「vrf2」の NAT エントリ数を 225 に、その他すべての VRF イン
スタンスの NAT エントリ数をそれぞれ 100 に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries all-vrf 100
ip nat translation max-entries vrf vrf2 225

次の例では、アクセス コントロール リスト「vrf3」の NAT エントリ数を 100 に制限する方法を
示します。
ip nat translation max-entries list vrf3 100

次の例では、IP アドレス 10.0.0.1 にあるホストの NAT エントリ数を 300 に制限する方法を示しま
す。
ip nat translation max-entries host 10.0.0.1 300
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例：グローバル NAT レート制限の設定
次の例では、許容される NAT エントリの最大数を 300 に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries 300

例：特定の VRF インスタンスで使用される NAT レート制限の設定
次の例では、VRF インスタンス「vrf1」の NAT エントリ数を 150 に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries vrf vrf1 150

例：すべての VRF インスタンスで使用される NAT レート制限の設定
次の例では、各 VRF インスタンスの NAT エントリ数を 200 に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries all-vrf 200

次の例では、VRF インスタンス「vrf2」の NAT エントリ数を 225 に、その他すべての VRF イン
スタンスの NAT エントリ数をそれぞれ 100 に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries all-vrf 100
ip nat translation max-entries vrf vrf2 225

例：アクセス コントロール リストで使用される NAT レート制限の設定
次の例では、アクセス コントロール リスト「vrf3」の NAT エントリ数を 100 に制限する方法を
示します。
ip nat translation max-entries list vrf3 100

例：IP アドレスで使用される NAT レート制限の設定
次の例では、IP アドレス 10.0.0.1 にあるホストの NAT エントリ数を 300 に制限する方法を示しま
す。
ip nat translation max-entries host 10.0.0.1 300

次の作業
• アプリケーション レベル ゲートウェイで使用するための NAT の設定については、「Using
Application Level Gateways with NAT」モジュールを参照してください。
• NAT の検証、モニタリング、およびメンテナンスについては、「Monitoring and Maintaining
NAT」モジュールを参照してください。
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• NAT と Multiprotocol Label Switching（MPLS）VPN の統合については、「Integrating NAT with
MPLS VPNs」モジュールを参照してください。
• ハイ アベイラビリティを得るための NAT の設定については、「Configuring NAT for High
Availability」モジュールを参照してください。

IP アドレス節約のための NAT 設定に関する追加の参考資
料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド：コマンド構文の詳細、コ
マンド モード、コマンド履歴、デフォル
ト、使用上の注意事項、および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

アプリケーション レベル ゲートウェイ

『NAT モジュールでのアプリケーション レベル ゲー
トウェイの使用』

IP アクセス リストへのシーケンス番号づ http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/
fsaclseq.html『IP Access List Sequence Numbering』マ
け
ニュアル
RADIUS 属性の概要

『RADIUS Attributes Overview and RADIUS IETF
Attributes』モジュール

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

IETF Behave Draft NAT MIB

『Definitions of Managed Objects for Network Address
Translators (NAT) draft-ietf-behave-nat-mib-11』

RFC 1597

『Internet Assigned Numbers Authority』

RFC 1631

『The IP Network Address Translation (NAT)』

RFC 1918

『Address Allocation for Private Internets』
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標準/RFC

タイトル

RFC 2663

『IP Network Address Translation (NAT) Terminology and
Considerations』

RFC 3022

『Traditional IP Network Address Translation (Traditional
NAT)』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 1：IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

ルート マップを使用する宛先 Cisco IOS XE Release ルートマップを使用する宛先ベースのNAT
2.1
ベースの NAT
機能は、ルート マップによる宛先ベース
の NAT のサポートを追加します。
NAT 重複内部グローバル アド Cisco IOS XE Release Cisco IOS XE ソフトウェアでは、NAT 重
2.1
レス
複内部グローバル アドレスをサポートし
ています。
NAT ホスト番号保持

Cisco IOS XE Release サイトによっては、ネットワーク管理を容
2.1
易にするために、アドレスではなくプレ
フィックスを変換する方法が採られていま
す。これらのサイトでは、変換したアドレ
スに元のアドレスと同じホスト番号を持た
せる必要性があります。2 つのプレフィッ
クスは長さが同じでなければなりません。
NAT ホスト番号保持機能は、match-host タ
イプのアドレス プールでダイナミック変
換を設定することにより有効化できます。

NAT MIB サポート

Cisco IOS XE リリー NAT MIB サポート機能では、ネットワー
ス 3.15S
ク アドレス トランスレータ（NAT）に対
して IETF Behave ドラフトで定義されてい
る管理対象オブジェクトをサポートしてい
ます。標準の NAT のみがサポートされて
おり、NAT64はサポートされていません。

NAT パフォーマンス強化 - 変
換テーブルの最適化

Cisco IOS XE Release NAT パフォーマンス強化 - 変換テーブルの
2.1
最適化機能では、変換テーブル エントリ
保存用構造を広げ、テーブル エントリを
IP 接続に関連付けるためのテーブル内ルッ
クアップについて最適化します。

NAT Route Maps
Outside-to-Inside サポート

Cisco IOS XE Release NAT Route Maps Outside-to-Inside サポート
2.2
機能により、外部から内部に向けてIPセッ
ションを開始できるようにする NAT ルー
ト マップ コンフィギュレーションの実装
が可能になります。
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機能名

リリース

機能情報

NAT スタティック IP サポート Cisco IOS XE Release NAT スタティック IP サポート機能は、ス
2.1
タティック IP アドレスを持つユーザがパ
ブリック ワイヤレス LAN 環境で IP セッ
ションを確立できるようにサポートしま
す。
NAT タイマー

Cisco IOS XE Release NAT タイマー機能は、NAT 変換がタイム
2.1
アウトになるまでの時間を変更できます。

外部 IP アドレスのみの NAT 変 Cisco IOS XE Release 外部 IP アドレスだけの NAT 変換機能を使
2.1
換
用すると、どのアプリケーションおよびト
ラフィック タイプに対してもすべての組
み込み IP アドレスを無視するように NAT
を設定できます。
NAT 変換のレート制限

Cisco IOS XE Release NAT 変換のレート制限機能により、ルー
2.1
タ上でのネットワーク アドレス変換
（NAT）動作の同時実行最大数を制限でき
るようになりました。これにより、ユーザ
が NAT アドレスの使用方法をより詳細に
管理できるようになるだけでなく、NAT
変換のレート制限機能を使用して、ウイル
スやワーム、サービス拒絶攻撃の影響を制
限できるようになります。

NAT での VRF スケール拡大

Cisco IOS XE Release NAT での VRF スケール拡大機能では、
3.10S
NAT 上でサポートされる Virtual Routing
and Forwarding（VRF）インスタンスの数
を4000に拡張できます。この機能は、NAT
の設定時にデフォルトで有効化されます
この機能は無効化できません。
この機能について導入または変更されたコ
マンドはありません。
Cisco IOS XE Release 3.10S では、Cisco CSR
1000V シリーズ ルータのサポートが追加
されました。
Cisco IOS XE Release 3.10S では、Cisco ISR
4400 シリーズ ルータのサポートが追加さ
れました。
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機能名

リリース

機能情報

BDI インターフェイス上での
NAT サポート

Cisco IOS XE Denali BDI インターフェイス上での NAT サポー
16.3.1
ト機能は、ブリッジドメインインターフェ
イス（BDI）上で NAT を設定できるよう
にします。
この機能について導入または変更されたコ
マンドはありません。

NAT 向けのマルチテナント サ Cisco IOS XE Denali NAT 向けのマルチテナント サポート機能
16.3.1
ポート
により、VRF インスタンスの設定を変更
しても、ネットワーク内の他の VRF トラ
フィック フローが中断する事態を防ぎま
す。
この機能で使用される新しいコマンドまた
は変更されたコマンドはありません。
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NAT でのアプリケーション レベル ゲート
ウェイの使用
このモジュールでは、ネットワーク アドレス変換（NAT）で使用されるアプリケーション レベ
ル ゲートウェイ（ALG）を設定するための基本的な作業について説明します。また、IP ヘッダー
変換に ALG を使用するプロトコルについてもこのモジュールで説明します。
NAT は、アプリケーション データ ストリームで送信元および宛先 IP アドレスを伝送しない
TCP/UDP トラフィックにおいて変換サービスを実行します。送信元および宛先 IP アドレスを伝
送しないプロトコルには、HTTP、TFTP、telnet、archie、finger、Network Time Protocol（NTP）、
ネットワーク ファイル システム（NFS）、リモート ログイン（rlogin）、リモート シェル（rsh）
protocol、およびリモート コピー（rcp）があります。
ペイロードに アドレス情報を埋め込むプロトコルは、ALG のサポートを必要とします。NAT
は、アプリケーション データ ストリーム（レイヤ 7）プロトコルに固有のサービス（パケット
ペイロード内の埋め込み IP アドレスおよびポート番号の変換や、制御チャネルからの新しい接
続/セッション情報の抽出など）を処理するために、さまざまな ALG を必要とします。
NAT では、サポート対象の ALG を持つプロトコルに対して Virtual Routing and Forwarding（VRF）
をサポートします。
NAT を通じた IPsec ESP 機能のサポートにより、オーバーロード モード、またはポート アドレ
ス変換（PAT）モードで設定された NAT デバイス経由で、複数の同時 IPsec Encapsulating Security
Payload（ESP）トンネルまたは接続をサポートできるようになります。
• 機能情報の確認, 56 ページ
• NAT でアプリケーション レベル ゲートウェイを使用するための要件, 56 ページ
• NAT でのアプリケーション レベル ゲートウェイの使用について, 56 ページ
• NAT でのアプリケーション レベル ゲートウェイの設定方法, 61 ページ
• NAT でアプリケーションレベルゲートウェイを使用する場合の設定例, 67 ページ
• 次の作業, 68 ページ
• NAT でのアプリケーションレベルゲートウェイの使用に関する追加の参考資料, 69 ページ
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• NAT でのアプリケーションレベルゲートウェイの使用の機能情報, 69 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

NAT でアプリケーション レベル ゲートウェイを使用する
ための要件
• このモジュールの作業を実行する前に、「Configuring NAT for IP Address Conservation」モ
ジュールで説明されている概念をよく理解しておく必要があります。
• このモジュールの作業で使用する必要のあるアクセス リストはすべて、設定作業を開始する
前に設定しておく必要があります。アクセスリストの設定方法の詳細については、『IPAccess
List Sequence Numbering』マニュアルを参照してください。
• このモジュールの作業を実行する前に、Session Initiation Protocol（SIP）および H.323 がディ
セーブルにされていないことを確認する必要があります。SIP および H.323 はデフォルトで
イネーブルです。

NAT でのアプリケーション レベル ゲートウェイの使用に
ついて
IPSec
IPsec は、オープン標準のフレームワークに含まれる IP プロトコル ファミリへの拡張セットで、
インターネット上でプライベートな会話をセキュアに行えるようにするためにあります。IETF に
より開発された標準に基づいて、IPsec はパブリック ネットワーク上でのデータ通信の機密性、整
合性、および信頼性を保証し、暗号化によるセキュリティ サービスを提供します。
2 台のルータなど、2 つのピアの間にセキュリティ トンネルが提供され、どのパケットの機密性
が高く、これらのセキュアなトンネル経由で送信されるべきと見なされるか、また、これらのト
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ンネルの特徴を指定して、このような機密性の高いパケットを保護するにはどのパラメータを使
用すべきかが判断されます。IPsec ピアは機密性の高いパケットを受信すると、適切でセキュアな
トンネルを設定し、このトンネルを通じてパケットをリモート ピアに送信します。
Encapsulating Security Payload（ESP）を使用する IPsec は、Network Address Port Translation
（NAPT）、またはアドレス オーバーロードが設定されていない限り、特別なサポートなしに、
NAT を実行しているルータを通過することができます。
複数のプライベート内部 IP アドレスを 1 つのパブリック外部 IP アドレスとして表した NAPT デ
バイスを通過する IPsec VPN 接続を行うときに、考慮しなければならない要因がいくつかありま
す。このような要因には、VPN サーバおよびクライアントの能力、NAPT デバイスの能力、NAPT
デバイス上で同時に複数の接続が行われているかどうかが含まれます。
ルータに NAPT を使用する IPsec を設定する方法には、次の 2 通りがあります。
• TCP や UDP のようなレイヤ 4 プロトコルに IPsec をカプセル化する。この場合、IPsec は NAT
を忍び出ることができます。NAT デバイスはカプセル化に気づきません。
• IPsec 固有のサポートを NAPT に追加する。この場合、IPsec は、NAT を忍び出るのとは逆の
働きをします。IPSec ESP の NAT サポート：フェーズ II 機能は、インターネット キー交換
（IKE）および ESP をサポートします。NAPT で設定された Cisco IOS ルータを通じたトンネ
ル モードでカプセル化する必要ありません。
NAPT デバイスを通過する IPsec セッションを実行する場合、TCP と UDP を使用することをお勧
めします。ただし、すべての VPN サーバまたはクライアントが TCP または UDP をサポートして
いるわけではありません。
SPI マッチング
SPI マッチングは、複数の宛先ペアの間に VPN 接続を確立するために使用されます。NAT エント
リはただちに設定済みのアクセス リストとマッチするエンドポイントの変換テーブルに配置され
ます。

NAT IPsec 設定の利点
• NAT により、お客様は自分のネットワークにプライベート IP アドレスを導入し、インター
ネットへの接続、または別の企業ネットワークとの内部接続を行うときに、プライベートIP
アドレスをパブリック IP アドレスに変換できるようになります。
• Session Initiation Protocol（SIP）の NAT サポートによって、SIP ベースの VoIP ソリューショ
ンに NAT を導入できるようになりました。
• NAT ALG を使用することで、お客様は自分の IP アドレス方式を制御し、H.323 v2 ゲートキー
パー設定のサポートをすべて取り込むことができます。
• 変換テーブルの ESP エントリの送信は通常、宛先から応答が届くまで、延期されます。予想
可能なセキュリティ パラメータ インデックス（SPI）と SPI マッチングにより、SPI エント
リが照合されるため、この延期を回避することができます。一部サードパーティのコンセン
トレータでは、送信元ポートと受信ポートの両方でポート 500 を使用する必要があります。
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一般の NAT で要求されるように、ポートを変更するのではなく保持するためには、ip nat
service preserve-port コマンドを使用します。

IP ネットワークを経由する音声およびマルチメディア
SIP は、IETF Multiparty Multimedia Session Control（MMUSIC）Working Group により開発されたプ
ロトコルです。Cisco SIP 機能は Cisco ルータが IP ネットワーク経由した音声通話およびマルチメ
ディア通話のセットアップを通知できるようにします。SIP は、VoIP インターネットワーキング
ソフトウェアの H.323 に代わるものです。
セッション記述プロトコル（SDP）は、マルチメディア セッションを記述するためのプロトコル
です。SDP は、SIP メッセージの本文で、複数のユーザが参加するマルチメディア セッションの
作成および制御のために使用されるマルチメディア セッションを記述するために使用できます。
SIP に対する NAT サポート機能により、NAT を使って設定されたルータを通過する SIP 埋め込み
メッセージは、変換後、パケットに暗号化されます。SIP または SDP メッセージの変換には、NAT
と共に ALG が使用されます。

（注）

デフォルトでは、SIP のサポートはポート 5060 でイネーブルになっています。したがって、
NAT 対応デバイスはこのポートのパケットをすべて、SIP コール メッセージと解釈します。
同じシステムにある別のアプリケーションがポート 5060 を使用してパケットを送信している
場合、NAT サービスはこのパケットを SIP コール メッセージとして解釈しようとするため、
このパケットが破損する可能性があります。

H.323 v2 RAS に対する NAT サポート
Cisco IOS NAT は、Registration, Admission, and Status（RAS）プロトコルで送信されたものを含め、
H.225 および H.245 メッセージ タイプをすべてサポートしています。RAS は、ソフトウェア クラ
イアントや VoIP デバイスにより、場所の登録、通話のセットアップ サポートの要求、および帯
域幅の制御に使用される多数のメッセージを提供します。RAS メッセージは、H.323 ゲートキー
パーに向けて送信されます。
一部の RAS メッセージには、ペイロードに IP アドレス情報が含まれていますが、これは通常、
ゲートキーパーへのユーザの登録、または別の登録済みユーザに関する情報の取得を意図したも
のです。このようなメッセージが NAT に認識されない場合、誰にでも確認できる IP アドレスに
は変換されません。
Cisco IOS Release 12.2(2)T 以降のリリースでは、埋め込み IP アドレスがアドレス変換される可能
性があるかどうかを検査できるようになりました。Cisco IOS Release 12.2(2)T 以前では、NAT で
H.323 v2 RAS メッセージはサポートされていませんでした。
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H.323 v2 互換モードでの v3 および v4 の NAT サポート
H.323 は、パケット ネットワーク経由でのオーディオ、ビデオ、およびデータ送信に関する ITU-T
仕様です。NAT は、H.323 プロトコルの 4 つのバージョン（バージョン 1、バージョン 2、バー
ジョン 3 およびバージョン 4）をサポートしています。v2 互換モードでの H.323 v3 および v4 に
対する NAT サポート機能により、NAT ルータは H.323 バージョン 3 および バージョン 4 でコー
ディングされたメッセージに H.323 バージョン 2 互換のフィールドが含まれている場合に、これ
らのメッセージをサポートできるようになります。この機能は、アドレス変換を必要とする新し
いメッセージ タイプや新しいフィールドなど、H.323 バージョン 3 および バージョン 4 で導入さ
れた H.323 機能はサポートしません。

NAT H.245 トンネリングのサポート
NAT H.245 トンネリング サポート機能は、H.323 ALG の H.245 トンネリングをサポートします。
H.245 トンネリングは、メディア チャネル設定を作成するために必要な H.245 トンネル メッセー
ジをサポートします。
H.323 コールを行うには、TCP ポート 1720 で H.225 接続を開く必要があります。H.225 接続が開
かれると、H.245 セッションが開始され、確立されます。H.323 接続は H.225 とは異なるチャネル
で行うことができます。または、H.245 メッセージを H.225 メッセージに埋め込み、以前に確立さ
れた H.225 チャネルに送信することにより、同じ H.225 チャネル上で H.245 トンネリングを使用
して行うこともできます。
H.245 のトンネル化されたメッセージが NAT によって理解されない場合、メディア アドレスまた
はポート番号は NAT によって変換されず、メディア トラフィックに障害が生じます。H.245 のト
ンネル化されたメッセージが送信されるとすぐに FastConnect は終了するため、H.245 のトンネル
化されたメッセージが NAT によって理解されない場合、H.245 FastConnect 手順は有効ではありま
せん。

Skinny Client Control Protocol に対する NAT サポート
Cisco IP Phone は、Cisco CallManager との接続、および登録に SCCP を使用します。
スケーラブルな環境で、IP Phone と Cisco CallManager の間に Cisco IOS NAT を設定できるように
するには、NAT は SCCP を検出し、メッセージで渡される情報を理解できなければなりません。
電話での通話が可能な他の IP Phone ユーザの識別に使用される IP アドレスやポート情報を含む
メッセージは両方向に行き来します。
Cisco CallManager 通信を行う SCCP クライアントは通常、内部から外部へ向かって進みます。Cisco
CallManager が内部（NAT デバイスの背後）にある場合、Cisco CallManager IP アドレス接続を解
決するには、ドメインネームシステム（DNS）を使用する必要があります。それ以外の場合は、
内部にある Cisco CallManager にアクセスするようにスタティック NAT を設定する必要がありま
す。
Cisco CallManager への接続を試みた IP Phone が設定済み NAT 規則と一致する場合、NAT はもと
もとの送信元 IP アドレスを変換して、設定済みプールにある IP アドレスで置き換えます。この
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新しいアドレスは Cisco CallManager に反映され、他の IP Phone ユーザから確認できるようになり
ます。

SCCP フラグメンテーションの NAT サポート
スキニー制御メッセージとも呼ばれる Skinny Client Control Protocol（SCCP）メッセージは、TCP
上で変換されます。IP Phone、または Cisco Unified CallManager のいずれかの TCP 最大セグメント
サイズ（MSS）がスキニー制御メッセージのペイロードを下回るように設定されている場合、ス
キニー制御メッセージは、複数の TCP セグメントに分割されます。この機能が実装される前は、
NAT スキニー ALG はスキニー制御メッセージを再構成できなかったため、スキニー制御メッセー
ジ変換は TCP セグメンテーション中に失敗していました。NAT SCCP フラグメンテーション サ
ポート機能により NAT スキニー ALG の TCP セグメントに対するサポートが追加され、IP 変換ま
たはポート変換を必要とするフラグメント化されたペイロードがドロップされることがなくなり
ました。
また、Virtual Fragmentation Reassembly（VFR）を使い、スキニー制御メッセージを IP フラグメン
ト化することもできます。
Cisco IOS Release 15.1(3)T 以降のリリースでは、NAT はバージョン 17 以降の SCCP 電話で機能し
ます。

レイヤ 4 フォワーディングを使った NAT セグメンテーション
レイヤ 4 フォワーディングを使った NAT セグメンテーション機能は、H.323、Skinny Client Control
Protocol（SCCP）、および TCP のドメイン ネーム システム（DNS）プロトコルに実装されます。
NAT は、複数のパケットに分割された H.323、SCCP、または TCP DNS メッセージの処理をサポー
トします。
レイヤ 4 フォワーディング、または TCP プロキシは、シーケンス番号順の設定、パケット内の番
号の確認、最大セグメント サイズ（MSS）を超える変換後パケットの再分割、パケット損失の場
合の再送信などのセッションを処理します。またレイヤ 4 フォワーディングは順序が正しくない
パケットを処理し、これらのパケットはバッファリングされ、ドロップされません。レイヤ 4 フォ
ワーディングは、順序が正しいパケットが使用可能な場合、受信したパケットをバッファリング
し、NAT ALG を通知し、パケットを受信したエンド ホストに確認応答を送信し、出力パケット
パスに戻された NAT ALG から受信した変換後パケットを送信します。
制約事項
レイヤ 4 フォワーディングを使った NAT セグメンテーションは、次の場合には機能しません。
• ファイアウォールを ipinspectname コマンドを使って設定する。（コンテキストベースのア
クセス コントロール（CBAC）のファイアウォールはサポートされていない。ゾーンベース
のファイアウォールはサポートされている）。
• H.323、SCCP、または TCP DNS メッセージのサイズが 18 KB を超える。
• マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）が設定されている。
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• NAT と Cisco Unified CallManager が同一のデバイス上に設定されている。この場合、Call
Manager Express のコロケーション ソリューションが使用される。
• NAT 仮想インターフェイス（NVI）が設定されている。
• ステートフル ネットワーク アドレス変換（SNAT）がイネーブル化されている。

（注）

2014 年 1 月 31 日以降、Cisco IOS ソフトウェアではステートフル NAT を使用
できません。詳細については、ネットワーク アドレス変換（SNAT）の Cisco
IOS ステートフル フェールオーバーの販売終了とサポート終了のお知らせを
参照してください。

• パケット変換のため、match-in-vrf キーワードが ipnatinsidesource コマンドと共に設定され
ている。
• パケットが IPv6 パケットである。

NAT でのアプリケーション レベル ゲートウェイの設定方
法
NAT を通じた IPsec の設定
NAT を通じた IPsec ESP の設定
NAT を通じた IPsec ESP により、オーバーロード モード、または PAT モードで設定された Cisco
IOS NAT デバイス経由で、複数の同時 ESP トンネルまたは接続をサポートできるようになりま
す。
NAT を通じた IPsec ESP を設定するには、次の作業を実行します。

（注）

IPsec はスタティック NAT 設定のみならず、どのような NAT 設定についても設定できます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnat[inside | outside] source static local-ip global-ip [vrf vrf-name]
4. exit
5. showipnattranslations
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipnat[inside | outside] source static local-ip
global-ip [vrf vrf-name]

スタティック NAT をイネーブルにします。

例：
Router(config)# ip nat inside source static
10.10.10.10 192.168.30.30

ステップ 4

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# exit

ステップ 5

showipnattranslations

（任意）アクティブな NAT を表示します。

例：
Router# show ip nat translations

保持ポートのイネーブル化え
この作業は、送信元ポートにポート 500 を使用している IPsec トラフィックに対して使用します。
送信元ポートとしてポート 500 を保持できるようにするには、このタスクを実行します。

（注）

これは、ある特定の VPN コンセントレータで必要とされる作業です。Cisco VPN デバイスで
は、通常、この機能は使用されません。
>
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnatservicelistaccess-list-numberIKEpreserve-port

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場

例：

合）。

Router> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

configureterminal
例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipnatservicelistaccess-list-numberIKEpreserve-port ポートを保持するために、アクセス リストと一致
する IPsec トラフィックを指定します。
例：
Router(config)# ip nat service list 10 IKE
preserve-port

NAT デバイスでの SPI マッチングのイネーブル化
（注）

SPI マッチングはデフォルトでディセーブルにされています。
セキュリティ パラメータ インデックス（SPI）マッチングは、複数の宛先ペアの間に VPN 接続を
確立するために使用されます。NAT エントリはただちに設定済みのアクセス リストとマッチする
エンドポイントの変換テーブルに配置されます。SPI マッチングは、Cisco IOS Release 12.2(15)T
に実装されている予測アルゴリズムに従って SPI を選択するエンドポイントでのみ使用できます。
予測可能で対称的な SPI の生成がイネーブル化されます。NAT デバイス全体で複数の ESP 接続が
望ましい場合は、NAT デバイスと共に SPI マッチングを使用する必要があります。

はじめる前に
送信元ルータと、並列処理をイネーブル化するリモート ゲートウェイの両方で、Cisco IOS ソフト
ウェアを実行する必要があります。
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（注）

SPI マッチングは、NAT デバイス、および両方のエンドポイント デバイスで設定する必要が
あります。
>

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnatservicelistaccess-list-numberESPspi-match

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipnatservicelistaccess-list-numberESPspi-match SPI マッチングをイネーブル化するアクセス リストを指
定します。
例：
Router(config)# ip nat service list 10 ESP
spi-match

• 次の例では、デバイスが両方ともシスコ デバイス
で、マッチング可能な SPI を提供するように設定さ
れていると仮定して、ESP トラフィック マッチン
グ リスト 10 を NAT テーブルに入力します。

エンドポイントでの SPI マッチングのイネーブル化
はじめる前に
送信元デバイスと、並列処理をイネーブル化するリモート ゲートウェイの両方で、Cisco ソフト
ウェアを実行する必要があります。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
64

NAT でのアプリケーション レベル ゲートウェイの使用
NAT を通じた IPsec の設定

（注）

セキュリティ パラメータ インデックス（SPI）一致をネットワーク アドレス変換（NAT）デ
バイスおよび両方のエンドポイント デバイスで設定する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. cryptoipsecnat-transparencyspi-matching
4. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

configureterminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

cryptoipsecnat-transparencyspi-matching

両方のエンドポイントで SPI マッチングをイネーブル
化します。

例：
Device(config)# crypto ipsec
nat-transparency spi-matching

ステップ 4

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config)# end

NAT に対する MultiPart SDP サポートのイネーブル化
NAT に対する MultiPart SDP サポート機能では、SIP ALG 内でマルチパート Session Description
Protocol（SDP）をサポートします。NAT に対する MultiPart SDP サポートはデフォルトでディセー
ブルです。
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（注）

NAT では、埋め込み IPv4 アドレスのみを変換します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnatserviceallow-multipart
4. exit
5. showipnattranslations

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipnatserviceallow-multipart

Multipart SDP をイネーブルにします。

例：
Device(config)# ip nat service
allow-multipart

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config)# exit

ステップ 5

showipnattranslations
例：
Device# show ip nat translations
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IP Phone と Cisco CallManager の間での NAT の設定
ここでは、Cisco IP Phone における Cisco CallManager 通信のための Cisco Skinny Client Control Protocol
（SCCP）の設定について説明します。このセクションで説明する作業では、IP Phone と Cisco
CallManager の間に NAT を設定します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnatserviceskinnytcpportnumber

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Router> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

configureterminal
例：
Router# configure terminal

ステップ 3

指定された TCP ポートにスキニー プロトコルを設
定します。

ipnatserviceskinnytcpportnumber
例：
Router(config)# ip nat service skinny tcp
port 20002

NAT でアプリケーションレベルゲートウェイを使用する
場合の設定例
例：NAT 変換用のポートの指定
ip nat service skinny tcp port 20002
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例：保持ポートのイネーブル化
次の例では、サードパーティ コンセントレータの TCP ポート 500 の設定方法を示します。アクセ
ス リスト 10 が設定されています。
ip nat service list 10 IKE preserve-port
access-list 10 permit 10.1.1.1

例：SPI マッチングのイネーブル化
次の例に、SPI マッチングをイネーブルにする方法を示します。アクセス リスト 10 が設定されて
います。
ip nat service list 10 ESP spi-match
access-list 10 permit 10.1.1.1

例：エンドポイントでの SPI マッチングのイネーブル化
crypto ipsec nat-transparency spi-matching

例：NAT に対する MultiPart SDP サポートのイネーブル化
ip nat service allow-multipart

例：NAT 変換用のポートの指定
ip nat service skinny tcp port 20002

次の作業
• NAT の概要、および IP アドレス通信向けに NAT を設定する方法については、「Configuring
NAT for IP Address Conservation」モジュールを参照してください。
• NAT の検証、モニタリング、およびメンテナンスについては、「Monitoring and Maintaining
NAT」モジュールを参照してください。
• NAT と MPLS VPN の統合については、「Integrating NAT with MPLS VPNs」モジュールを参
照してください。
• ハイ アベイラビリティを得るための NAT の設定については、「Configuring NAT for High
Availability」モジュールを参照してください。
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NAT でのアプリケーションレベルゲートウェイの使用に
関する追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
モード、デフォルト、使用上の注意事項、およ Reference』
び例
IP アクセス リストへのシーケンス番号づけ

『IP Access List Sequence Numbering』

NAT IP アドレス節約

『Configuring NAT for IP Address Conservation』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

NAT でのアプリケーションレベルゲートウェイの使用の
機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
69

NAT でのアプリケーション レベル ゲートウェイの使用
NAT でのアプリケーションレベルゲートウェイの使用の機能情報

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 2：NAT でのアプリケーションレベルゲートウェイの使用の機能情報

機能名

リリース

機能の設定情報

ALG—H.323 v6 サポート

Cisco IOS XE
Release 3.6S

ALG—H.323 v6 では、H.323 v6 パケットの解
析と、H.323 メッセージ内の IPv4 アドレス
情報の検査および変換をサポートしていま
す。

ALG—SCCP Version 17 サポー
ト

Cisco IOS XE
Release 3.5S

ALG—SCCP Version 17 サポート機能は、
SCCP ALG による SCCP バージョン 17 パケッ
トの解析を可能にします。Cisco Unified
Communications Manager 7.0 および Cisco
Unified Communications Manager 7.0 を使用す
る IP 電話では、SCCP バージョン 17 メッ
セージのみをサポートします。SCCP バー
ジョン 17 パケットでは、IPv6 パケットをサ
ポートしています。SCCP ALG では、SCCP
メッセージ内の IPv4 アドレス情報の検査と
変換をサポートしています。

NAT ALG—SIP REFER メソッ
ド

Cisco IOS XE
Release 3.2S

NAT ALG—SIP REFER メソッド機能では、
無人（ブラインド）転送と在席（コンサルタ
ティブ）転送の 2 種類の転送をサポートしま
す。

NAT ALG—SIP トランキング
サポート

Cisco IOS XE
Release 3.2S

NAT ALG—SIP トランキング サポート機能
では、SIP トランク内のすべてのメディア関
連情報をローカル データベースに格納しま
す。このローカル データベースは、各コー
ルの コール ID によりインデックス付けされ
ます

NAT Basic H.323 ALG サポート Cisco IOS XE
Release 2.1

NAT は、レイヤ 7 プロトコルに固有のサー
ビス（パケット ペイロード内の埋め込み IP
アドレスおよびポート番号の変換や、制御
チャネルからの新しい接続/セッション情報
の抽出など）を処理するために、さまざまな
ALG を必要とします。H.323 メッセージ用
のこれらの特定のサービスは、NAT Basic
H.323 ALG サポート機能で提供されます
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機能名

リリース

機能の設定情報

NAT DNS ALG サポート

Cisco IOS XE
Release 2.1

NAT DNS ALG サポート機能では、DNS パ
ケットの変換をサポートします。

NAT FTP ALG サポート

Cisco IOS XE
Release 2.1

NAT FTP ALG サポート機能では、FTP パ
ケットの変換をサポートします。

NAT H.323 RAS

Cisco IOS XE
Release 2.4

NAT は、Registration、Admission、Status
（RAS）プロトコルで送信されたメッセージ
を含めて、すべての H.225 および H.245 の
メッセージ タイプをサポートしています。
RAS は、ソフトウェア クライアントや VoIP
デバイスにより、場所の登録、通話のセット
アップ サポートの要求、および帯域幅の制
御に使用される多数のメッセージを提供しま
す。RAS メッセージは、H.323 ゲートキー
パーに向けて送信されます。

NAT ICMP ALG サポート

Cisco IOS XE
Release 2.1

NAT ICMP ALG サポート機能では、ICMP パ
ケットの変換をサポートします。

NAT NetBIOS ALG サポート

Cisco IOS XE
Release 3.1S

NAT は、Network Basic Input Output System
（NetBIOS）メッセージ変換をサポートしま
す。NAT NetBIOS ALG サポート機能では、
デバイスの NetBIOS 固有情報を表示するた
めに、show platform hardware qfp [active |
standby] feature alg statistics netbios コマン
ドが導入されています。

NAT NetMeeting Directory
（LDAP）

Cisco IOS XE
Release 2.4

NAT NetMeeting Directory（LDAP）機能は、
NetMeeting Directory LDAP メッセージについ
て ALG をサポートします。

NAT RCMD ALG サポート

Cisco IOS XE
Release 3.1S

NAT は、リモート コマンド実行サービス
（RCMD）メッセージ変換をサポートしま
す。NAT RCMD ALG サポート機能では、デ
バイスの RCMD 固有情報を表示するために
show platform software trace message process
qfp active コマンドが導入されています。

NAT RTSP ALG サポート

Cisco IOS XE
Release 3.1S

NAT RTSP ALG サポート機能では、RTSP
メッセージ変換をサポートします。

NAT—SCCP for Video

Cisco IOS XE
Release 2.4

NAT—SCCP for Video 機能では、SCCP ビデ
オ メッセージ変換をサポートします。
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機能名

リリース

機能の設定情報

T.38 Fax Relay のための
NAT—SIP ALG Enhancement

Cisco IOS XE
Release 2.4.1

T.38 Fax Relay のための NAT—SIP ALG
Enhancement 機能では、T.38 Fax Relay over
IP の SIP ALG を変換サポートします。

NAT—SIP 拡張メソッド

Cisco IOS XE
Release 2.4

NAT—SIP 拡張メソッド機能では、SIP 用の
拡張メソッドをサポートします。

IP Phone から Cisco CallManager Cisco IOS XE
Release 2.1
への NAT サポート

IP Phone から Cisco CallManager への NAT サ
ポート機能では、Cisco IP Phone から Cisco
CallManager への通信のための Cisco SCCP 設
定のサポートを追加しています。

IPsec セキュリティ チェックに Cisco IOS XE
対する NAT サポート：フェー Release 2.1
ズ II

IPSec ESP の NAT サポート：フェーズ II 機
能は、インターネット キー交換（IKE）およ
び ESP をサポートします。NAPT で設定さ
れたデバイスを通じたトンネル モードでカ
プセル化する必要はありません。

SIP に対する NAT サポート

SIP の NAT サポート機能によって、SIP ベー
スの VoIP ソリューション間に NAT を導入
できるようになりました。

Cisco IOS XE
Release 2.1
Cisco IOS XE
Release 3.2S

NAT TFTP ALG サポート

Cisco IOS XE
Release 2.1

NAT TFTP ALG サポート機能では、FTP パ
ケットの変換をサポートします。

NAT VRF 対応 ALG サポート

Cisco IOS XE
Release 2.5

NAT VRF 対応 ALG サポート機能では、サ
ポート対象の ALG を持つプロトコル向けの
VPN ルーティングおよび転送（VRF）をサ
ポートします。

NAT vTCP ALG サポート

Cisco IOS XE
Release 3.1S

NAT vTCP ALG サポート機能では、ALG の
TCP セグメンテーションおよび再構成を処
理するための vTCP をサポートします。

Cisco IOS XE
Release 3.2S
NAT を介した IPsec ESP のサ
ポート

Cisco IOS XE
Release 2.1
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NAT を通じた IPsec ESP 機能により、オー
バーロードモード、または PAT モードで設
定された NAT デバイス経由で、複数の同時
IPsec ESP トンネルまたは接続をサポートで
きるようになります。

第

4

章

キャリアグレードネットワークアドレス変
換
キャリア グレード ネットワーク アドレス変換（CGN）は、プライベート IPv4 アドレスをパブ
リック IPv4 アドレスに変換する大規模 NAT です。CGN はネットワーク アドレスおよびポート
変換手法を用いて、複数のプライベート IPv4 アドレスを、より少数のパブリック IPv4 アドレス
に集約します。
このモジュールでは、CGN の概要を示し、CGN の設定方法について説明します。
• 機能情報の確認, 73 ページ
• キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の制約事項, 74 ページ
• キャリア グレード ネットワーク アドレス変換（NAT）について, 74 ページ
• キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の設定方法, 76 ページ
• キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の設定例, 84 ページ
• キャリア グレード ネットワーク アドレス変換に関する追加の参考資料, 85 ページ
• キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の機能情報, 86 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
73

キャリアグレード ネットワーク アドレス変換
キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の制約事項

キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の制約事
項
• ボックスツーボックス（B2B）冗長性を持つ非対称ルーティングは、キャリア グレード ネッ
トワーク アドレス変換（CGN）モードでサポートされません。
• B2B 冗長性は、CGN を使用するブロードバンドではサポートされません。スタンドアロン
CGN では、B2B がサポートされます
• ブロードバンドは、従来の NAT ではサポートされません。
• CGN では、IP セッションをサポートしません。
• NAT 外部マッピングは、ip nat settings mode cgn コマンドを使用して CGN 動作モードが設定
されると、自動的に無効化されます
• CGN では、Cisco Performance Routing（PfR）との統合をサポートしません。oer キーワード
が付いているコマンドはサポートされていません。たとえば、ip nat inside source route-map
pool overload oer コマンドや ip nat inside source list pool overload oer コマンドはサポートさ
れません。
• VPN 内 NAT の match-in-vrf キーワードは、CGN ではサポートされません。

キャリア グレード ネットワーク アドレス変換（NAT）に
ついて
キャリア グレード NAT の概要
ネットワーク アドレス変換（NAT）はプライベート IP ネットワークとパブリック IP ネットワー
クの間に位置し、変換するために非グローバルなプライベート IP アドレスおよびパブリック IP
アドレスを使用します。NAT は、1 つ以上のプライベート IP アドレスを、ネットワーク アドレス
およびポート変換（NAPT）手法を使用する 1 つ以上のパブリック（グローバルにルーティング可
能な）IP アドレスに動的にマッピングします。従来 NAT ボックスは、家庭内の複数のデバイスに
設定された複数のプライベート IP アドレスを、サービス プロバイダーにより HGW 上に設定され
プロビジョニングされた 1 つのパブリック IP アドレスに変換するため、家庭用ホームゲートウェ
イ（HGW）に実装されます。サービス プロバイダーは、複数のサブスクライバが 1 つのグローバ
ル IP アドレスを共有できる形で、NAT を実装します。サービス プロバイダー NAT を数百万の
NAT 変換に拡張し、キャリア グレード NAT（CGN）を作成します。
CGN では、ネットワークの内部から外部に通過するパケットは送信元アドレス ポートの変換のみ
必要で、宛先アドレス ポートの変換は不要です。CGN は従来の NAT のようにスタンドアロンで、
またはブロードバンド アクセス アグリゲーションと共に使用することができます。CGN は、レ
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イヤ 4 リダイレクトなどのインテリジェント サービス ゲートウェイ（ISG）およびトラフィック
クラスなどのサブスクライバ サービスと共存します。
ip nat settings mode cgn コマンドを使用し、CGN を設定できます。デフォルトまたは従来の NAT
動作モードを変更するには、ip nat settings mode default コマンドを使用します。CGN モードで
は、マッピングの外に NAT を設定することはできません。ただし、デフォルトの NAT モードか
ら CGN モードに変更した場合、既存のすべての外部マッピングは削除する必要があります。すべ
ての外部マッピングを削除し、新規外部マッピングの作成を防ぐには、no ip nat settings support
mapping outside コマンドを使用します。また、外部に NAT を設定するために使用するコマンド
の no 形式を使用して、外部マッピングを削除することもできます。
CGN は宛先情報を保存しないため、サポート可能な NAT 変換数の拡張性が高まります。
CGN は次をサポートしています。
• 従来の NAT でサポートされているすべてのアプリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）。
サポートされている ALG についての詳細は、IP アドレッシング：NAT 設定ガイドの「NAT
でのアプリケーション レベル ゲートウェイの使用」モジュールを参照してください。
• エンドポイントの独立したマッピング、およびエンドポイントの独立したフィルタリング。
• VRF 対応ソフトウェア インフラストラクチャ（VASI）およびポリシーベース ルーティング
（PBR）を使用したヘアピニング。ヘアピニングは、2 人のサブスクライバが同じ NAT デバ
イスの背後にいて、グローバル IP アドレスを使用してのみ互いに確認できる場合に発生しま
す。
• Interbox と intrabox の冗長性。
• 合法的傍受.
• NAT 高速ロギング（HSL）の記録。HSL についての詳細は、IP アドレッシング：NAT 設定
ガイドの NAT の管理と監視モジュールの「NAT 高速ロギング」を参照してください。
• 複数の外部インターフェイスが冗長またはスタンバイの出力点を介した接続を提供できるよ
うサポートする機能である、マルチホーミング機能。設定済みのルーティング トポロジに応
じて、外部インターフェイスとしてマークが付けられた出口インターフェイスはどれでも、
以前に作成された変換を使用できます。
• 2 時間 4 分の TCP タイムアウト値。
• VPN ルーティングおよび転送（VRF）対応 NAT。

ブロードバンド アクセス アグリゲーションのキャリア グレード NAT
サポート
キャリア グレード ネットワーク アドレス変換（CGN）は、独立した機能として設定できるほか、
ブロードバンド アクセス アグリゲーションと組み合わせて使用することもできます。
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ブロードバンド アクセス アグリゲーションは、ケーブル、デジタル加入者線（DSL）イーサネッ
ト、ISDN、および企業 VPN、サードパーティ アプリケーション、およびインターネットに接続
されたワイヤレス デバイスなど、多様なテクノロジを接続することを可能にします。
PPP over Ethernet（PPPoE）では、ネットワーク上のホストを単純なブリッジング デバイスからリ
モート アグリゲーション コンセントレータに接続します。世界中のブロードバンド ネットワー
クでは、PPPoE が主要なアクセス プロトコルとなっています。
PPPoE を CGN と連携させるには、仮想テンプレートおよび RADIUS サーバがネットワーク アド
レス変換（NAT）の内部設定をサポートしている必要があります。NAT の内部設定は、RADIUS
認証の一部としてダウンロードする必要があります。仮想テンプレート上で ip nat inside コマン
ドを設定します。仮想テンプレートが仮想アクセス インターフェイスにクローンされることによ
り、仮想アクセス インターフェイスが ip nat inside 設定を継承します。RADIUS サーバで NAT の
内部設定をサポートするには、aaa policy interface-config allow-subinterface コマンドを設定する
か、または Cisco 属性-値ペア（AV ペア）“lcp:allow-subinterface=yes” および “lcp:interface-config=ip
nat inside”を RADIUS プロファイル内でサブスクライバ別に設定します。
PPPoE セッションの終了は、グローバル ルーティング テーブル内で行うか、VRF インスタンス
で行うことができます。
CGN では、デュアル スタック（IPv4 および IPv6）セッションをサポートしています。ただし、
NAT の対象となるのは IPv4 トラフィックだけです。IPv6 トラフィックは変換されず、IPv6 ルー
ティング設定に従ってルーティングされます

キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の設定方
法
お使いのネットワーク設定に基づき、スタティック、ダイナミック、またはダイナミック PAT の
キャリア グレード NAT を設定できます。

（注）

キャリア グレード NAT が動作するには、次の作業で説明されている設定を 1 つ以上使用する
必要があります。

スタティック キャリア グレード NAT の設定
スタティック アドレス変換（スタティック NAT）では、ローカル アドレスとグローバル アドレ
スを 1 対 1 でマッピングできます。内部送信元アドレスのスタティック NAT を有効化するには、
ip nat inside source static コマンドを使用します。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
76

キャリアグレード ネットワーク アドレス変換
スタティック キャリア グレード NAT の設定

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip nat settings mode cgn
4. ip nat inside source static local-ip global-ip
5. interfacegigabitethernet card/spaslot/port.subinterface-number
6. ip nat inside
7. exit
8. interfacetype number
9. ip nat outside
10. end
11. show ip nat translations [verbose]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip nat settings mode cgn

CGN 動作モードを有効化します。

例：
Device(config)# ip nat settings mode
cgn

ステップ 4

ip nat inside source static local-ip global-ip 内部送信元アドレスのスタティック キャリア グレード
NAT を有効化します。
例：
Device(config)# ip nat inside source
static 192.168.2.1 192.168.34.2

ステップ 5

interfacegigabitethernet
card/spaslot/port.subinterface-number
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/4

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
（注）

NAT 内部ネットワークは、ブロードバンド ア
グリゲーション導入にルータを使用するとき
にインターフェイスの仮想テンプレートに適
用できます。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

ip nat inside

インターフェイスが内部ネットワーク（NAT 変換の対
象となるネットワーク）に接続されることを示します。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 7

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに入
ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 8

interfacetype number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 9

インターフェイスが外部ネットワークに接続されること
を示します。

ip nat outside
例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 10

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Device(config-if)# end

ステップ 11

show ip nat translations [verbose]

アクティブな NAT 変換を表示します。

例：
Device# show ip nat translations

例
次に、show ip nat translations コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat translations
Pro
udp
udp
udp

Inside global
10.5.5.1:1025
10.5.5.1:1024
10.5.5.1:1026

Inside local
192.0.2.1:4000
192.0.2.3:4000
192.0.2.2:4000

Outside local
-------

Outside global
-------

Total number of translations: 3

次に、show ip nat translations verbose コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat translations verbose
Pro Inside global
Inside local
Outside local
Outside global
udp 10.5.5.1:1025
192.0.2.1:4000
----create: 02/15/12 11:38:01, use: 02/15/12 11:39:02, timeout: 00:00:00
Map-Id(In): 1
Mac-Address: 0000.0000.0000
Input-IDB: TenGigabitEthernet1/1/0
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entry-id: 0x0, use_count:1
udp 10.5.5.1:1024
192.0.2.3:4000
--create: 02/15/12 11:38:00, use: 02/15/12 11:39:02, timeout: 00:00:00
Map-Id(In): 1
Mac-Address: 0000.0000.0000
Input-IDB: TenGigabitEthernet1/1/0
entry-id: 0x0, use_count:1

---

udp 10.5.5.1:1026
192.0.2.2:4000
--create: 02/15/12 11:38:00, use: 02/15/12 11:39:02, timeout: 00:00:00
Map-Id(In): 1
Mac-Address: 0000.0000.0000
Input-IDB: TenGigabitEthernet1/1/0
entry-id: 0x0, use_count:1

---

Total number of translations: 3

ダイナミック キャリア グレード NAT の設定
ダイナミック アドレス変換（ダイナミック NAT）では、未登録の IP アドレスを、登録済み IP ア
ドレスのプールから取得した登録済み IP アドレスにマッピングします。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip nat settings mode cgn
4. access-liststandard-access-list-numberpermitsourcewildcard
5. access-liststandard-access-list-numberpermitsourcewildcard
6. route-mapmap-tag
7. match ip address [access-list-number]
8. match ip next-hop[access-list-number]
9. exit
10. ip nat poolname start-ip end-ipprefix-lengthprefix-length
11. ip nat inside source route-mapnamepoolname
12. interfacegigabitethernet card/spaslot/port.subinterface-number
13. ip nat inside
14. exit
15. interfacetype number
16. ip nat outside
17. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip nat settings mode cgn

CGN 動作モードを有効化します。

例：
Device(config)# ip nat settings mode cgn

ステップ 4

access-liststandard-access-list-numberpermitsourcewildcard 標準アクセス リストを定義し、ホストを指定
します。
例：
Device(config)# access-list 1 permit 10.1.1.0
0.0.0.255

ステップ 5

Device(config)# access-list 2 permit 10.5.5.0
0.0.0.255

route-mapmap-tag
例：
Device(config)# route-map nat-route-map

ステップ 7

match ip address [access-list-number]
例：
Device(config-route-map)# match ip address 1

ステップ 8

1 は match ip address コマンドで使用しま
す。

access-liststandard-access-list-numberpermitsourcewildcard 標準アクセス リストを定義し、ホストを指定
します。
例：

ステップ 6

• このステップで定義した アクセス リスト

match ip next-hop[access-list-number]
例：

• このステップで定義した アクセス リスト
2 は match ip next-hop コマンドで使用し
ます。
ルーティング プロトコル間でルートを再配布
する条件を定義するか、ポリシー ルーティン
グを有効化してルート マップ コンフィギュ
レーション モードを開始します。
標準アクセスリスト、拡張アクセスリスト、
またはプレフィックスリストで許可されてい
る宛先ネットワーク番号アドレスを持つルー
トを配布するか、パケットに対してポリシー
ルーティングを実行します。
指定されたアクセス リストのいずれかによっ
て渡されたネクスト ホップ ルータ アドレスを
含むすべてのルートを再配布します。

Device(config-route-map)# match ip next-hop 2

ステップ 9

exit
例：
Device(config-route-map)# exit
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ip nat poolname start-ip end-ipprefix-lengthprefix-length

NAT で使用される IP アドレス プールを定義し
ます。

例：
Device(config)# ip nat pool nat-pool 10.1.1.1
10.1.254.254 prefix-length 16

ステップ 11

内部送信元アドレスのダイナミック NAT を有
効化します。

ip nat inside source route-mapnamepoolname
例：
Device(config)# ip nat inside source route-map
nat-route-map pool nat-pool

ステップ 12

インターフェイスを設定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

interfacegigabitethernet
card/spaslot/port.subinterface-number
例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/5

ステップ 13

（注）

NAT 内部ネットワークは、ブロード
バンド アグリゲーション導入にルー
タを使用するときにインターフェイ
スの仮想テンプレートに適用できま
す。

インターフェイスが内部ネットワーク（NAT
変換の対象となるネットワーク）に接続され
ることを示します。

ip nat inside
例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 14

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了し、グローバルコンフィギュレー
ション モードに入ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 15

interfacetype number

インターフェイスを設定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

ステップ 16

ip nat outside

インターフェイスが外部ネットワークに接続
されることを示します。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 17

end
例：

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了し、特権 EXEC モードを開始し
ます。

Device(config-if)# end
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ダイナミック ポート アドレス キャリア グレード NAT の設定
ポート アドレス変換（PAT）またはオーバーロードは、異なるポートを使用することにより、単
一の登録済み IP アドレスに複数の未登録の IP アドレスをマッピング（多対 1 マッピング）する
ダイナミック NAT の一形態です。PAT を使用することにより、使用できる正規のグローバル IP
アドレスが 1 つのみでも、数千のユーザをインターネットに接続することができます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip nat settings mode cgn
4. ip nat inside source listnumberpoolname[overload]
5. ip nat poolname start-ip end-ipnetmasknetmask
6. access-liststandard-access-list-numberpermitsourcewildcard
7. interfacegigabitethernet card/spaslot/port.subinterface-number
8. ip nat inside
9. exit
10. interfacetype number
11. ip nat outside
12. end
13. show ip nat statistics

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip nat settings mode cgn
例：
Device(config)# ip nat settings mode cgn
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ip nat inside source listnumberpoolname[overload]

ルータが多数のローカル アドレスに 1 つのグ
ローバルアドレスを使用できるようにします。

例：
Device(config)# ip nat inside source list 1 pool
nat-pool overload

• overload キーワードを設定すると、各内
部ホストの TCP または UDP ポート番号
により、同じローカル IP アドレスを使用
している複数の会話が区別されるように
なります。
• overload キーワードでは、オーバーロー
ドまたは PAT を設定します。

ステップ 5

ip nat poolname start-ip end-ipnetmasknetmask

NAT で使用される IP アドレス プールを定義
します。

例：
Device(config)# ip nat pool nat-pool 10.1.1.1
10.1.254.254 netmask 255.255.0.0

ステップ 6

access-liststandard-access-list-numberpermitsourcewildcard 標準アクセス リストを定義し、ホストを指定
します。
例：
Device(config)# access-list 1 permit 172.16.0.0
255.255.0.0

ステップ 7

インターフェイスを設定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

interfacegigabitethernet
card/spaslot/port.subinterface-number
例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/6

ステップ 8

（注）

NAT 内部ネットワークは、ブロード
バンド アグリゲーション導入にルー
タを使用するときにインターフェイ
スの仮想テンプレートに適用できま
す。

インターフェイスが内部ネットワーク（NAT
変換の対象となるネットワーク）に接続され
ることを示します。

ip nat inside
例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 9

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了し、グローバルコンフィギュレー
ション モードに入ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 10

interfacetype number

インターフェイスを設定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/2

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
83

キャリアグレード ネットワーク アドレス変換
キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の設定例

ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

ip nat outside

インターフェイスが外部ネットワークに接続
されることを示します。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 12

インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了し、特権 EXEC モードを開始し
ます。

end
例：
Device(config-if)# end

ステップ 13

show ip nat statistics

NAT の統計情報を表示します。

例：
Device# show ip nat statistics

例
次に、show ip nat statistics コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat statistics
Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)
Outside interfaces:
TenGigabitEthernet2/0/0, TenGigabitEthernet2/1/0, TenGigabitEthernet2/2/0
TenGigabitEthernet2/3/0
Inside interfaces:
TenGigabitEthernet1/0/0, TenGigabitEthernet1/1/0, TenGigabitEthernet1/2/0
TenGigabitEthernet1/3/0
Hits: 59230465 Misses: 3
CEF Translated packets: 0, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 102 pool mypool refcount 3
pool mypool: netmask 255.255.255.0
start 10.5.5.1 end 10.5.5.5
type generic, total addresses 5, allocated 1 (20%), misses 0
nat-limit statistics:
max entry: max allowed 2147483647, used 3, missed 0
Pool stats drop: 0 Mapping stats drop: 0
Port block alloc fail: 0
IP alias add fail: 0
Limit entry add fail: 0

キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の設定例
例：スタティック キャリア グレード NAT の設定
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat settings mode cgn
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Device(config)# ip nat inside source static 192.168.2.1 192.168.34.2
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/6
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# end

例：ダイナミック キャリア グレード NAT の設定
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat settings mode cgn
Device(config)# access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
Device(config)# access-list 2 permit 10.5.5.0 0.0.0.255
Device(config)# route-map nat-route-map
Device(config-route-map)# match ip address 1
Device(config-route-map)# match ip next-hop 2
Device(config-route-map)# exit
Device(config)# ip nat pool nat-pool 10.1.1.1 10.1.254.254 prefix-length 16
Device(config)# ip nat inside source route-map nat-route-map pool nat-pool
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/5
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# end

例：ダイナミック ポート アドレス キャリア グレード NAT の設定
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat settings mode cgn
Device(config)# ip nat inside source list 1 pool nat-pool overload
Device(config)# ip nat pool nat-pool 10.1.1.1 10.1.254.254 netmask 255.255.0.0
Device(config)# access-list 1 permit 172.16.0.0 255.255.0.0
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/4
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/3
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# end

キャリア グレード ネットワーク アドレス変換に関する
追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『IP Addressing Command Reference』

NAT ALG

『Using Application-Level Gateways with NAT』
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関連項目

マニュアル タイトル

HSL メッセージ

『NAT のモニタリングおよびメンテナンス』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 4787

『Network Address Translation (NAT) Behavioral
Requirements for Unicast UDP』

RFC 5582

『Location-to-URL Mapping Architecture and
Framework』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の機能情
報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 3：キャリア グレード ネットワーク アドレス変換の機能情報

機能名

リリース

機能情報

キャリア グレード ネットワー Cisco IOS XE Release キャリア グレード ネットワーク アドレ
3.6S
ク アドレス変換（NAT）
ス変換（CGN）は、プライベート IPv4 ア
ドレスをパブリック IPv4 アドレスに変換
する大規模な NAT です。CGN では、ネッ
トワーク アドレスとポートの変換によ
り、複数のプライベート IPv4 アドレスを
少数のパブリック IPv4 アドレスに集約し
ます。
ip nat settings mode コマンドと ip nat
settings support mapping outside コマンド
が導入または変更されています。
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章

HSRP によるスタティック NAT マッピング
このモジュールでは、要求が高まりつつある強い復元力を持つ IP ネットワークをサポートする
ネットワーク アドレス変換（NAT）を設定するための手順について説明します。このネットワー
ク復元力は、NAT 境界でのリンクやルータの障害に影響を受けることなくアプリケーションを
接続し続けることが求められる状況で必要です。
• 機能情報の確認, 89 ページ
• HSRP によるスタティック NAT マッピングに関する前提条件, 90 ページ
• HSRP によるスタティック NAT マッピングの制約事項, 90 ページ
• HSRP によるスタティック NAT マッピングについて, 90 ページ
• HSRP によるスタティック NAT マッピングの設定方法, 92 ページ
• HSRP によるスタティック NAT マッピングの設定例, 96 ページ
• HSRP によるスタティック NAT マッピングに関する追加の参考資料, 97 ページ
• HSRP によるスタティック NAT マッピングの機能情報, 98 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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HSRP によるスタティック NAT マッピングに関する前提
条件
Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータでハイ アベイラビリティがどのよう
に実装されているかを理解するには、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルー
タのソフトウェア設定ガイドで「ハイ アベイラビリティの概要」モジュールを参照してくださ
い。

HSRP によるスタティック NAT マッピングの制約事項
• アドレス プールとして設定されているか、または NAT スタティック ルールで設定されてい
るデバイス上の IP アドレスは、使用がサポートされません。NAT では、NAT インターフェ
イス オーバーロード設定を使用することによってのみ、デバイスを物理インターフェイス
アドレス（他の IP アドレスではなく）を共有できます。デバイスでは、その物理インター
フェイスのポートを使用しますが、NAT は変換に安全にできるポートに関する通信を受信す
る必要があります。この通信は、NAT インターフェイス オーバーロードが設定されている
ときにのみ行われます。
• Hot Standby Router Protocol（HSRP）を使用する Virtual Routing and Forwarding（VRF）NAT
はサポートされません。
• スタティック NAT マッピングは、2 つ以上の HSRP デバイスに反映される必要があります。
その理由は、HSRP グループ内で NAT を実行中のデバイス間では、NAT のステートは交換
されないからです。
• 両方の HSRP デバイスを同じスタティック NAT で設定した場合、これらのデバイスを同じ
HSRP グループにリンクするための hsrp キーワードが設定されていないと、デバイスの動作
が予測不能になります。

HSRP によるスタティック NAT マッピングについて
ハイ アベイラビリティ機能向けの HSRP を使用したスタティック マッ
ピングのサポートの概要
NAT スタティック マッピングで設定され、ルータに所有されているアドレスに、アドレス解決プ
ロトコル（ARP）のクエリーがトリガーされると、NAT は、ARP が指しているインターフェイス
上のバーンドイン（焼き込まれた）MAC（BIA MAC）アドレスで応答します。2 つのデバイスが
Hot Standby Router Protocol（HSRP）のアクティブおよびスタンバイとして動作します。グループ
に参加するアクティブおよびスタンバイデバイスの NAT 内部インターフェイスを有効化して設定
する必要があります。
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ARP でのアドレス解決
IP のデバイスは、ローカル アドレス（ローカル セグメントまたは LAN のデバイスを一意に識別）
とネットワーク アドレス（デバイスが属するネットワークを識別）の両方を持つことができま
す。ローカルアドレスは、データリンクアドレスとして知られています。その理由は、ローカル
アドレスはパケット ヘッダーのデータリンク層（OSI モデルの第 2 層）の部分にあり、ブリッジ
やすべてのデバイスインターフェイスなどのデータリンクデバイスによって読み取られるからで
す。ローカル アドレスが MAC アドレスと呼ばれるのは、データリンク層の MAC サブレイヤが
そのレイヤのアドレスを処理するからです。
イーサネット上のデバイスと通信するために、たとえば Cisco IOS ソフトウェアは、まずそのデバ
イスの 48 ビット MAC、またはローカル データリンク アドレスを決定する必要があります。IP ア
ドレスからローカルデータリンクアドレスを決定する処理は、アドレス解決と呼ばれています。
ローカル データリンク アドレスから IP アドレスを決定する処理は、逆アドレス解決と呼ばれて
います。
このソフトウェアは、アドレス解決のフォームとして、アドレス解決プロトコル（ARP）、プロ
キシ ARP、プローブ（ARP に類似）の 3 種類を使用します。このソフトウェアは、Reverse Address
Resolution Protocol（RARP）も使用します。ARP、プロキシ ARP、RARP はそれぞれ、RFC 826、
1027、903 で定義されています。プローブは、Hewlett-Packard Company（HP）が IEEE-802.3 ネッ
トワークで使用するために開発したプロトコルです。
ARP は、IP アドレスをメディアや MAC アドレスに関連付けるために使用されます。ARP は IP ア
ドレスを入力とし、関連するメディアのアドレスを決定します。メディアまたは MAC アドレス
が決定すると、IP アドレスまたはメディア アドレスの関連付けは、すぐ取得できるように ARP
のキャッシュに保管されます。その後、IP データグラムがリンク層フレームにカプセル化され、
ネットワークを通じて送信されます。イーサネット以外の IEEE 802 ネットワークにおける IP デー
タグラムのカプセル化および ARP 要求/応答については、サブネットワーク アクセス プロトコル
（SNAP）で規定されています。
Gratuitous ARP
ホストが自身の IP アドレスを解決するために ARP 要求を送信する場合、それは Gratuitous ARP
と呼ばれます。ARP 要求パケットでは、送信元と宛先の IP アドレスは、同じ送信元 IP アドレス
自体で満たされています。宛先 MAC アドレスはイーサネット ブロードキャスト アドレスです。
ルータがアクティブになると、ルータは Hot Standby Router Protocol（HSRP）仮想 MAC アドレス
を含む gratuitous ARP パケットを、影響を受ける LAN セグメントにブロードキャストします。セ
グメントがイーサネット スイッチを使用する場合、スイッチは仮想 MAC アドレスの場所を変更
できます。これによりパケットが、アクティブでなくなったルータの代わりに新しいルータに流
れます。ルータがデフォルトの HSRP MAC アドレスを使用する場合、エンド デバイスは、実際
は gratuitous ARP を必要としません。
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HSRP によるスタティック NAT マッピングの設定方法
HSRP 用 NAT スタティック マッピング サポートの設定
NAT スタティック マッピングで設定され、ルータに所有されているアドレスに、アドレス解決プ
ロトコル（ARP）のクエリーがトリガーされると、NAT は、ARP が指しているインターフェイス
上のバーンドイン（焼き込まれた）MAC（BIA MAC）アドレスで応答します。2 つのルータはそ
れぞれ、HSRP アクティブとスタンバイの役割を果たします。ルータの NAT 内部インターフェイ
スがイネーブルになり、グループに属するように設定される必要があります。
HSRP 用 スタティック マッピング サポートの利点は以下のとおりです。
• HSRP 用スタティック マッピング サポートを使用することで、タイムアウトし、ハイ アベ
イラビリティ環境のアップストリームARPキャッシュを再入力する必要なしに、確実にフェー
ルオーバーすることができます。ハイ アベイラビリティ環境では、HSRP ルータのペアに
は、冗長性のために同一の NAT 設定がされています。
• HSRP のスタティック マッピングのサポートによって、HSRP がアクティブなルータだけが
NAT アドレスにより設定されたルータの着信 ARP に応答する設定オプションが可能になり
ました。
HSRP 用 NAT スタティック マッピング サポートを設定するには次の両方の作業が必要で、アク
ティブ ルータおよびスタンバイ ルータ両方に実行する必要があります。

NAT インターフェイスの HSRP イネーブル化
アクティブ ルータとスタンバイ ルータの両方の NAT インターフェイスで HSRP をイネーブルに
するには、この作業を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. ipaddressip-addressmask
5. noipredirects
6. ipnat{inside | outside}
7. standby[group-number] ip [ip-address [secondary]]
8. standby[group-number] preempt
9. standby [group-number] ip [ip-address | secondary]
10. standby [group-number] name [group-name]
11. standby [group-number] track interface-number
12. end
13. showstandby
14. showipnattranslations[verbose]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイ
ネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場

Device> enable

合）。
ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

configureterminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

インターフェイスを設定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface gigabitethernet
1/1/1

ステップ 4

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定
します。

ipaddressip-addressmask
例：
Device(config-if)# ip address 192.168.1.27
255.255.255.0
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

noipredirects

リダイレクト メッセージの送信をディセーブルに
します。

例：
Device(config-if)# no ip redirects

ステップ 6

ipnat{inside | outside}

内部ネットワークにインターフェイスを接続しま
す。

例：
Device(config)# ip nat inside

ステップ 7

standby[group-number] ip [ip-address
[secondary]]

HSRP ルーティング プロトコルをイネーブルにし
ます。

例：
Device(config-if)# standby 10 priority 105

ステップ 8

standby[group-number] preempt

HSRP のプリエンプションを設定します。

例：
Device(config-if)# standby 10 preempt

ステップ 9

standby [group-number] ip [ip-address |
secondary]

HSRP ルーティング プロトコルをイネーブルにし
ます。

例：
Device(config-if)# standby 10 ip
192.168.5.30

ステップ 10

standby [group-number] name [group-name]

HSRP グループ名を設定します。

例：
Device(config-if)# standby 10 name HSRP1

ステップ 11

standby [group-number] track interface-number オブジェクトを追跡し、その状態に基づいてホッ
トスタンバイ優先度を変更するように HSRP を設
例：
定します。
Device(config-if)# standby 10 track
gigabitethernet1/1/1

ステップ 12

end

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 13

showstandby
例：
Device# show standby
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

showipnattranslations[verbose]

（任意）アクティブな NAT 変換を表示します。

例：
Device# show ip nat translations verbose

HSRP 向けのスタティック NAT のイネーブル化
はじめる前に
ハイ アベイラビリティのために HRSP のスタティック マッピング サポートをイネーブルにする
には、アクティブ デバイスとスタンバイ デバイスの両方でこの作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip nat inside source staticlocal-ip global-ipredundancygroup-name
4. ip classless
5. ip route prefix maskinterface-type interface-number
6. no ip http server
7. end
8. show ip nat translations[verbose]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal
例：
Device# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。
• パスワードを入力します（要求された場合）。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ip nat inside source staticlocal-ip
global-ipredundancygroup-name

HSRP が NAT 内部インターフェイスに設定されている
場合、BIA MAC を使用してデバイスがアドレス解決
プロトコル（ARP）クエリーに応答できるようにしま
す。

例：
Device(config)# ip nat inside source
static 192.168.5.33 10.10.10.5 redundancy
HSRP1

ステップ 4

ip classless
例：

ネットワーク デフォルト ルートがないネットワーク
のサブネットを宛先とするパケットをデバイスが最善
のスーパーネット ルートに転送できるようにします。

Device(config)# ip classless

ステップ 5

ip route prefix maskinterface-type
interface-number

スタティック ルートを確立します。

例：
Device(config)# ip route 10.10.10.0
255.255.255.0 gigabitethernet 0/0/0

ステップ 6

no ip http server

ご使用の IP システムの HTTP サーバをイネーブルに
します。

例：
Device(config)# no ip http server

ステップ 7

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 8

show ip nat translations[verbose]

（任意）アクティブな NAT 変換を表示します。

例：
Device# show ip nat translations verbose

HSRP によるスタティック NAT マッピングの設定例
例：HSRP 環境での スタティック NAT の設定
次の例では、HSRP 環境でのスタティック設定を使用した NAT のサポートを示します。2 つのデ
バイスは HSRP アクティブとスタンバイの役割を果たしており、NAT 内部インターフェイスは
HSRP イネーブルで、HSRP1 グループに属するように設定されています。
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アクティブ デバイス設定
interface BVI10
ip address 192.168.5.54 255.255.255.255.0
no ip redirects
ip nat inside
standby 10 priority 105 preempt
standby 10 name HSRP1
standby 10 ip 192.168.5.30
standby 10 track gigabitethernet1/1/1
!
!
ip default-gateway 10.0.18.126
ip nat inside source static 192.168.5.33 10.10.10.5 redundancy HSRP1
ip classless
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 gigabitethernet1/1/1
ip route 172.22.33.0 255.255.255.0 gigabitethernet1/1/1
no ip http server

スタンバイ デバイス設定
interface BVI10
ip address 192.168.5.56 255.255.255.255.0
no ip redirects
ip nat inside
standby 10 priority 100 preempt
standby 10 name HSRP1
standby 10 ip 192.168.5.30
standby 10 track gigabitethernet0/0/1
!
ip default-gateway 10.0.18.126
ip nat inside source static 192.168.5.33 3.3.3.5 redundancy HSRP1
ip classless
ip route 10.0.32.231 255.255.255 gigabitethernet0/0/1
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 gigabitethernet0/0/1
no ip http server

HSRP によるスタティック NAT マッピングに関する追加
の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド：コマンド構文、コマンド モー 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド、コマンド履歴、使用に関する注意事項およ Reference』
び例
IPアクセス リストへのシーケンス番号づけ

『IP Access List Sequence Numbering』マニュア
ル

NAT 設定作業

『IP アドレス節約のための NAT 設定モジュー
ル』
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関連項目

マニュアル タイトル

NAT メンテナンス

「NAT のモニタリングおよびメンテナンス」モ
ジュール

MPLS VPN での NAT の使用

「MPLS VPN と NAT の統合」モジュール

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 903

『Reverse Address Resolution Protocol』

RFC 826

『Ethernet Address Resolution Protocol: Or
converting network protocol addresses to 48.bit
Ethernet address for transmission on Ethernet
hardware』

RFC 1027

『Using ARP to implement transparent subnet
gateways』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

HSRP によるスタティック NAT マッピングの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 4：HSRP によるスタティック NAT マッピングの機能情報

機能名

リリース

機能の設定情報

NAT：ハイ アベイラビリティ
向けの HSRP を使用したスタ
ティック マッピングのサポー
ト

Cisco IOS XE Release
2.1

HSRP のスタティック マッピングのサ
ポートによって、HSRP がアクティブな
ルータだけが NAT アドレスにより設定
されたルータの着信 ARP に応答する設定
オプションが可能になりました。
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第

6

章

HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッ
ピング
HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピング機能では、ダイナミック ネットワーク ア
ドレス変換（NAT）、ポート アドレス変換（PAT）、およびインターフェイス オーバーロード
設定と共に HSRP を使用するステートレス冗長性をサポートしています。ダイナミック NAT、
PAT、およびインターフェイスオーバーロードでは、Virtual Routing and Forwarding（VRF）の有
無にかかわらず HSRP をサポートしています。これらの設定はいずれもキャリア グレード NAT
（CGN）モードでサポートされています。
このモジュールでは、その機能および設定方法について説明します。
• 機能情報の確認, 101 ページ
• HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングに関する前提条件, 102 ページ
• HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングの制約事項, 102 ページ
• HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングについて, 102 ページ
• HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングの設定方法, 105 ページ
• HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングの設定例 , 109 ページ
• HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングに関する追加の参考資料 , 112 ページ
• HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングの機能情報, 113 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングに関
する前提条件
• アクティブデバイスとスタンバイデバイスはともに、同じネットワークアドレス変換（NAT）
ルールで設定する必要があります。
• ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）は、アクティブおよびスタンバイ デバイスの
間で設定する必要があります。

HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングの制
約事項
• フェールオーバー中は、アクティブ デバイスとスタンバイ デバイス間で状態情報が交換さ
れないため、デバイス上の NAT 変換された IP アドレスがフェールオーバー前の IP アドレス
と異なることがあります。
• フェールオーバー中は、既存のすべての NAT セッションが破棄され、新しいセッションが
アクティブ デバイスで設定されます。
• HSRP 仮想 IP アドレス（VIP）を NAT プールで使用することはできません。
• アクティブ/アクティブ構成はサポートされていません。アクティブ/スタンバイ設定だけが
サポートされます。
• IPv6 はサポートされていません。IPv4 のみがサポートされます

HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングにつ
いて
HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングの概要
HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピング機能では、ダイナミック ネットワーク アド
レス変換（NAT）、ポート アドレス変換（PAT）、およびインターフェイス オーバーロード設定
と共に HSRP を使用するステートレス冗長性をサポートしています。ダイナミック NAT、PAT、
およびインターフェイスオーバーロードでは、Virtual Routing and Forwarding（VRF）の有無にか
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かわらず HSRP をサポートしています。これらの設定はいずれもキャリア グレード NAT（CGN）
モードでサポートされています。
Hot Standby Router Protocol（HSRP）では、デフォルト ゲートウェイの IP アドレスが設定された
イーサネット上の IP ホストにファーストホップのルーティング冗長性を確保することによって、
高いネットワーク アベイラビリティを提供します。ルータのグループで HSRP を使用して、アク
ティブ デバイスとスタンバイ デバイスを選択しますHSRP は、単一のルータの可用性に依存せず
に IP トラフィックをルーティングするための冗長性を提供します。デバイス インターフェイスの
グループ内では、アクティブ デバイスはパケットをルーティングするデバイスです。スタンバイ
デバイスは、アクティブ デバイスで障害が発生した場合、またはプリセットされた条件が満たさ
れた場合に処理を引き継ぐデバイスです。
HSRP が稼働しているデバイスは、マルチキャスト UDP ベースの hello パケットを送受信するこ
とにより、デバイス障害の検出、アクティブデバイスおよびスタンバイデバイスの指定を行いま
す。アクティブデバイスおよびスタンバイデバイスの選択は、割り当てられた優先度に基づきま
す。優先度値が最も高いデバイスは、アクティブ デバイスとして動作します。フェールオーバー
後は、アクティブ デバイスが Gratuitous Address Resolution Protocol（ARP）要求を LAN ユーザに
送信して、仮想 IP アドレス（VIP）の変更を通知します。
この機能を有効化するには、アクティブ デバイスおよびスタンバイ デバイスの両方を同じ NAT
ルールで設定し、両方のデバイス上で HSRP を設定する必要があります。設定された優先度に基
づいて、いずれかのデバイスがアクティブになり、もう一方のデバイスがスタンバイになります。
この機能では、VRF 対応 NAT 変換およびキャリア グレード NAT（CGN）モードをサポートして
います。
この機能では、LAN-LAN トポロジと LAN-WAN トポロジを共にサポートしています。LAN-WAN
トポロジでは、対称ルーティングのみがサポートされます
ダイナミック NAT マッピングで設定され、デバイスに所有されているアドレスによって Address
Resolution Protocol（ARP）のクエリーがトリガーされると、NAT は、ARP が指しているインター
フェイス上の焼き込み MAC（BIA MAC）アドレスで応答します。グループに参加するアクティ
ブおよびスタンバイデバイスの NAT 内部インターフェイスを有効化して設定する必要がありま
す。
Cisco IOS XE Denali 16.3 リリースでは、NAT での ダイナミック マッピングとスタティック マッ
ピングの両方に同じ ACL を使用できるようにするために Allow same ACL/router-map on multiple
NAT statements 機能が導入されました。ダイナミック マッピングは、設定順序に関係なく、スタ
ティックマッピングより優先されます。クラスのシーケンス番号を使用してダイナミックマッピ
ングがスタティック マッピングより優先されるため、NAT でのクラス順序の整合性が確保されま
す。

ARP でのアドレス解決
IP のデバイスは、ローカル アドレス（ローカル セグメントまたは LAN のデバイスを一意に識別）
とネットワーク アドレス（デバイスが属するネットワークを識別）の両方を持つことができま
す。ローカルアドレスは、データリンクアドレスとして知られています。その理由は、ローカル
アドレスはパケット ヘッダーのデータリンク層（OSI モデルの第 2 層）の部分にあり、ブリッジ
やすべてのデバイスインターフェイスなどのデータリンクデバイスによって読み取られるからで
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す。ローカル アドレスが MAC アドレスと呼ばれるのは、データリンク層の MAC サブレイヤが
そのレイヤのアドレスを処理するからです。
イーサネット上のデバイスと通信するために、たとえば Cisco IOS ソフトウェアは、まずそのデバ
イスの 48 ビット MAC、またはローカル データリンク アドレスを決定する必要があります。IP ア
ドレスからローカルデータリンクアドレスを決定する処理は、アドレス解決と呼ばれています。
ローカル データリンク アドレスから IP アドレスを決定する処理は、逆アドレス解決と呼ばれて
います。
このソフトウェアは、アドレス解決のフォームとして、アドレス解決プロトコル（ARP）、プロ
キシ ARP、プローブ（ARP に類似）の 3 種類を使用します。このソフトウェアは、Reverse Address
Resolution Protocol（RARP）も使用します。ARP、プロキシ ARP、RARP はそれぞれ、RFC 826、
1027、903 で定義されています。プローブは、Hewlett-Packard Company（HP）が IEEE-802.3 ネッ
トワークで使用するために開発したプロトコルです。
ARP は、IP アドレスをメディアや MAC アドレスに関連付けるために使用されます。ARP は IP ア
ドレスを入力とし、関連するメディアのアドレスを決定します。メディアまたは MAC アドレス
が決定すると、IP アドレスまたはメディア アドレスの関連付けは、すぐ取得できるように ARP
のキャッシュに保管されます。その後、IP データグラムがリンク層フレームにカプセル化され、
ネットワークを通じて送信されます。イーサネット以外の IEEE 802 ネットワークにおける IP デー
タグラムのカプセル化および ARP 要求/応答については、サブネットワーク アクセス プロトコル
（SNAP）で規定されています。
Gratuitous ARP
ホストが自身の IP アドレスを解決するために ARP 要求を送信する場合、それは Gratuitous ARP
と呼ばれます。ARP 要求パケットでは、送信元と宛先の IP アドレスは、同じ送信元 IP アドレス
自体で満たされています。宛先 MAC アドレスはイーサネット ブロードキャスト アドレスです。
ルータがアクティブになると、ルータは Hot Standby Router Protocol（HSRP）仮想 MAC アドレス
を含む gratuitous ARP パケットを、影響を受ける LAN セグメントにブロードキャストします。セ
グメントがイーサネット スイッチを使用する場合、スイッチは仮想 MAC アドレスの場所を変更
できます。これによりパケットが、アクティブでなくなったルータの代わりに新しいルータに流
れます。ルータがデフォルトの HSRP MAC アドレスを使用する場合、エンド デバイスは、実際
は gratuitous ARP を必要としません。
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HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングの設
定方法
VRF 対応ダイナミック NAT に対する HSRP の有効化
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. trackobject-numberinterfacetypenumber{ip| ipv6| line-protocol}
4. exit
5. interfacetypenumber
6. ipnatinside
7. ipaddressip-addressmask
8. standbygroup-numberip[ip-address]
9. standbyuse-bia
10. standbygroup-numberprioritypriority
11. standbygroup-numberpreempt[delay]
12. standbygroup-numbertrackobject-number[decrementpriority-decrement]
13. exit
14. ipnatpoolpool-namestart-ipend-ipnetmasknetmask
15. access-liststandard-access-listpermitip-addressmask
16. ipnatinsidesourcelistlist-namepoolpool-name[overload]
17. end

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。

例：
Device> enable

• パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device# configure terminal
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ステッ
プ3

コマンドまたはアクション

目的

trackobject-numberinterfacetypenumber{ip| ipv6| line-protocol}

Gateway Load Balancing Protocol
（GLBP）の重み付けがインターフェ
イスの状態に基づいて変更されている
場合に追跡するインターフェイスを設
定します。

例：
Device(config)# track 10 interface gigabitethernet 0/0/0
line-protocol

ステッ
プ4

exit
例：

トラッキング コンフィギュレーション
モードを終了し、グローバル コンフィ
ギュレーション モードに戻ります。

Device(config-track)# exit

ステッ
プ5

interfacetypenumber
例：

インターフェイスを設定し、インター
フェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Device(config)# interface gigabitethernet 1/2/1

ステッ
プ6

ipnatinside
例：

ネットワーク アドレス変換（NAT）の
対象である内部ネットワークにイン
ターフェイスを接続します。

Device(config-f)# ip nat inside

ステッ
プ7

ipaddressip-addressmask
例：

インターフェイスに対するプライマリ
IP アドレスまたはセカンダリ IP アドレ
スを設定します。

Device(config-if)# ip address 192.0.0.2 255.0.0.0

ステッ
プ8

standbygroup-numberip[ip-address]

ホットスタンバイ ルータ プロトコル
（HSRP）をアクティブにします。

例：
Device(config-if)# standby 1 ip 192.0.0.1

ステッ
プ9

standbyuse-bia
例：
Device(config-if)# standby use-bia

ステッ
プ 10

standbygroup-numberprioritypriority
例：
Device(config-if)# standby 1 priority 120
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事前に割り当てられた MAC アドレス
または機能アドレスではなく、イン
ターフェイスのバーンドイン アドレス
を仮想 MAC アドレスとして使用する
ように、HSRP を設定します。
HSRP 優先度を設定します。
• 指定できる範囲は 1 ～ 255 で、1
は最も低い優先度、255 は最も高
い優先度を示します。デフォルト
のプライオリティ値は 100 です。
HSRP グループ内の最高の優先度
値が設定されたルータがアクティ
ブ ルータになります。
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ステッ
プ 11

コマンドまたはアクション

目的

standbygroup-numberpreempt[delay]

HSRP プリエンプションとプリエンプ
ション遅延を設定します。

例：

• このコマンドを設定した場合、

Device(config-if)# standby 1 preempt

ローカル デバイスの HSRP 優先度
が現在のアクティブデバイスより
高くなると、ローカルデバイスが
アクティブデバイスとして制御を
引き継ぎます。このコマンドを設
定した場合、ローカルデバイスの
HSRP 優先度が現在のアクティブ
デバイスより高くなると、ローカ
ル デバイスがアクティブ デバイ
スとして制御を引き継ぎます。
ステッ
プ 12

standbygroup-numbertrackobject-number[decrementpriority-decrement] オブジェクトを追跡し、その状態に基
づいて HSRP 優先度を変更するように
例：
HSRP を設定します。
Device(config-if)# standby 1 track 10 decrement 15

• 追跡されるオブジェクトがダウン
すると、HSRP 優先度が 10 下がり
ます。オブジェクトが追跡されな
い場合、状態の変更は優先度に影
響しません。
ステッ
プ 13

インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを終了し、グローバル コ
ンフィギュレーション モードに戻りま
す。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステッ
プ 14

ネットワーク アドレス変換（NAT）で
使用される IP アドレス プールを定義
します。

ipnatpoolpool-namestart-ipend-ipnetmasknetmask
例：
Device(config)# ip nat pool pool1 10.1.1.10 10.1.1.52 netmask
255.255.255.0

ステッ
プ 15

access-liststandard-access-listpermitip-addressmask
例：
Device(config)# acces-list 1 permit 190.0.0.0 0.255.255.255

ステッ
プ 16

ipnatinsidesourcelistlist-namepoolpool-name[overload]
例：
Device(config)# ip nat inside source list list1 pool pool1
overload

内部送信元アドレスの NAT を有効化
します。
• オーバーロードを設定すると、デ
バイスが 1 つのグローバル アドレ
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コマンドまたはアクション

目的
スを多数のローカルアドレスに使
用できるようになります。それぞ
れの内部ホストの TCP または
UDP ポート番号により、同じロー
カル IP アドレスを使用する複数
の会話が区別されます

ステッ
プ 17

end
例：
Device(config)# end
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モードを終了し、特権 EXEC モードに
戻ります。
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HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングの設
定例
例：VRF 対応ダイナミック NAT に対する HSRP の有効化
図 5：HSRP NAT LAN-WAN トポロジ

次の例では、Hot Standby Router Protocol（HSRP）によるダイナミック ネットワーク アドレス変換
（NAT）オーバーロード マッピングのための LAN-WAN 構成を示しています。この設定では、
Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスを有効化しています。NAT で設定されたデバ
イスには、HSRP 仮想 IP アドレス（VIP）に関連するルート設定がありません。スタティック ルー
トを使用する LAN ユーザは、ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1 コマンドを設定するなどして、HSRP
VIP へのデフォルト ルートまたはネクストホップを設定する必要があります。
! Active device configuration:
Device# configure terminal
Device(config)# vrf definition vrf1
Device(config-vrf)# exit
Device(config)# track 10 interface fastethernet 1/1/1 line-protocol
Device(config-track)# exit
Device(config)# interface fastethernet 1/1/0
Device(config-if)# vrf forwarding vrf1
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# ip address 192.0.2.2 255.255.255.240
Device(config-if)# standby 1 ip 192.0.2.1
Device(config-if)# standby use-bia
Device(config-if)# standby 1 priority 120
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Device(config-if)# standby 1 preempt
Device(config-if)# standby 1 track 10 decrement 15
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface fastethernet 1/1/1
Device(config-if)# ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# exit
Device(config)# ip nat pool pool1 10.1.1.1 10.1.1.255 netmask 255.255.255.0
Device(config)# access-list 1 permit 203.0.113.0 255.255.255.240
Device(config)# ip nat inside source list1 pool pool1 vrf vrf1 overload
Device(config)# end
! Standby device configuration:
Device# configure terminal
Device(config)# vrf definition vrf1
Device(config-vrf)# exit
Device#(config)# interface fastethernet 1/2/0
Device(config-if)# vrf forwarding vrf1
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# ip address 192.0.2.3 255.255.255.240
Device(config-if)# standby 1 ip 192.0.2.1
Device(config-if)# standby use-bia
Device(config-if)# standby 1 priority 110
Device(config-if)# standby 1 preempt
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface fastethernet 1/2/1
Device(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.224.0
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# exit
Device(config)# ip nat pool pool1 10.1.1.1 10.1.1.255 netmask 255.255.255.0
Device(config)# access-list 1 permit 2013.0.113.0 255.255.255.240
Device(config)# ip nat inside source list1 pool pool1 vrf vrf1 overload
Device(config)# end

VRF 対応ダイナミック NAT に対する HSRP の検証
はじめる前に
•

手順の概要
1. enable
2. showarp
3. showipalias
4. showipnattranslations
5. showstandbybrief

手順の詳細
ステップ 1

enable
例：
Device> enable
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特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2

showarp
アドレス解決プロトコル（ARP）テーブル内のエントリを表示します。
例：
Device# show arp
Protocol
Internet
Internet

ステップ 3

Address
192.0.0.1
192.0.0.2

Age (min)
-

Hardware Addr
0023.eb85.7650
0023.eb85.7650

Type
ARPA
ARPA

Interface
GigabitEthernet1/1/0
GigabitEthernet1/1/0

showipalias
TCP ポート（エイリアス）および Serial Line Internet Protocol（SLIP）アドレスにマッピングされている IP
アドレスを表示します（これらはエイリアスと同様に扱われます）。
例：
Device# show ip alias
Address Type
Interface
Dynamic
Interface

ステップ 4

IP Address
10.39.21.3
192.0.0.1
192.0.0.2

Port

showipnattranslations
ネットワーク アドレス変換（NAT）のアクティブな変換を表示します。
例：
Device# show ip nat translations
Pro
udp
udp
udp
udp

ステップ 5

Inside global
10.1.1.4:512
10.1.1.4:515
10.1.1.4:514
10.1.1.4:518

Inside local
190.0.0.1:435
190.0.0.5:435
190.0.0.4:435
190.0.0.3:435

Outside local
193.0.0.1:80
193.0.0.1:80
193.0.0.1:80
193.0.0.1:80

Outside global
193.0.0.1:80
193.0.0.1:80
193.0.0.1:80
193.0.0.1:80

showstandbybrief
Hot Standby Router Protocol（HSRP）情報をスタンバイ グループごとに 1 行ずつ表示します。
例：
Device# show standby brief

Interface
Ga1/1/0

Grp
1

P indicates configured to preempt.
|
Pri P State
Active
Standby
120 P Active local
192.0.0.3

Virtual IP
192.0.0.1

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
111

HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピング
HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングに関する追加の参考資料

HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングに関
する追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

HSRP によるスタティック NAT

『IP Addressing - NAT Configuration Guide』の
「HSRP によるスタティック NAT マッピング」
モジュール

標準と RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 826

『An Ethernet Address Resolution Protocol or
Converting Network Protocol Addresses』

RFC 903

『A Reverse Address Resolution Protocol』

RFC 1027

『Using ARP to Implement Transparent Subnet
Gateways』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングの機
能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 5：HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッピングの機能情報

機能名

リリース

HSRP による VRF 対 Cisco IOS XE リリース
応ダイナミック NAT 3.15S
マッピング

機能情報
HSRP による VRF 対応ダイナミック NAT マッ
ピング機能では、ダイナミック ネットワーク
アドレス変換（NAT）、ポート アドレス変換
（PAT）、およびインターフェイス オーバー
ロード設定と共に HSRP を使用するステートレ
ス冗長性をサポートしています。ダイナミック
NAT、PAT、およびインターフェイスオーバー
ロードでは、Virtual Routing and Forwarding
（VRF）の有無にかかわらず HSRP をサポート
しています。これらの設定はすべて、キャリア
グレード NAT（CGN）モードでサポートされ
ています。
Cisco IOS XE リリース 3.15S では、この機能が
Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サー
ビス ルータ、Cisco Cloud サービス ルータ 1000V
シリーズ、および Cisco ISR 4000 シリーズ サー
ビス統合型ルータでサポートされました。
次のコマンドが導入または変更されています。
showarp, showipalias, showipnattranslations,
showstandbybrief

複数の NAT ステート Cisco IOS XE Denali
メントでの同じ ACL/ 16.3.1
ルータマップの使用

Allow use of same ACL/router-map on multiple NAT
statements 機能では、NAT 内のダイナミック
マッピングとスタティック マッピングの両方の
構成に同じ ACL を使用することをサポートし
ます。ダイナミック マッピングは、設定順序に
関係なく、スタティック マッピングより優先さ
れます。クラスのシーケンス番号を使用してダ
イナミック マッピングがスタティック マッピ
ングより優先されるため、NAT でのクラス順序
の整合性が保証されます。
この機能で使用される新しいコマンドまたは変
更されたコマンドはありません。
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7

章

ステートフル シャーシ間冗長性の設定
ステートフル シャーシ間冗長性機能を使用すると、相互にバックアップとして動作するデバイ
スのペアを設定できます。
このモジュールでは、ステートフル シャーシ間冗長性設定の概念について、およびその作業に
ついて説明します。
• 機能情報の確認, 115 ページ
• ステートフル シャーシ間冗長性に関する前提条件, 116 ページ
• ステートフル シャーシ間冗長性の制約事項, 116 ページ
• ステートフル シャーシ間冗長性について, 117 ページ
• ステートフル シャーシ間冗長性の設定方法, 120 ページ
• ステートフル シャーシ間冗長性の設定例, 130 ページ
• ステートフル シャーシ間冗長性に関する追加の参考資料, 131 ページ
• ステートフル シャーシ間冗長性の機能情報, 133 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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ステートフル シャーシ間冗長性に関する前提条件
冗長グループマッピングおよびアソシエーション ID を持つネットワークアドレス変換（NAT）
ルールを含むすべてのアプリケーション冗長性設定は、両方のデバイスで同一である必要があり
ます。さもなければ、NAT セッションがデバイス間で同期されず、NAT 冗長性が機能しません。

ステートフル シャーシ間冗長性の制約事項
• デフォルトでは、ネットワーク アドレス変換（NAT）ハイ アベイラビリティ（ボックス間
およびボックス内）は、HTTP セッションをスタンバイ デバイスに複製しません。HTTP セッ
ションをスイッチオーバー中にスタンバイ デバイスに複製するには、ip nat switchover
replication http コマンドを設定する必要があります。
• 特定のアプリケーションによる NAT ペイロード変換中に、NAT 変換を必要とする IP アドレ
スがペイロードに含まれていることがあります。その特定のアプリケーションのアプリケー
ション レベル ゲートウェイ（ALG）がパケットをそれらの IP アドレスについて解析し、NAT
がそれらのアドレスを変換して、ALG が変換後のアドレスをパケットに書き込みます。
フィックスアップは、変換後のアドレスをパケットに書き込むことを示します。データが書
き戻されるため、パケットの長さが変化することがあります。その場合は、TCP 接続の継続
中、パケットの TCP シーケンス（SEQ）または確認応答（ACK）値を NAT が調整します。
NAT は、SEQ/ACK フィックスアップ中に TCP SEQ/ACK 値をパケットに書き込みます。
たとえば、TCP ALG セッション中には、ドメイン ネーム システム（DNS）、FTP/FTP64、
H.323、Real Time Streaming Protocol（RTSP）、Session Initiation Protocol（SIP）など、主に
ASCII アプリケーションとのフィックスアップが SEQ/ACK 値に必要となることがあります。
この SEQ/ACK 調整情報は、NAT セッションと関連付けられ、スタンバイ デバイスと定期的
に同期されます
ステートフル スイッチオーバー中は、SEQ/ACK 情報が新しいアクティブ デバイスに完全に
同期されていないと、TCP 接続がアプリケーションのエンドポイントでリセットされる可能
性が高くなります。
• ステートフル シャーシ間冗長性をシャーシ内冗長性（ソフトウェア冗長性を含む）と共存さ
せることはできません。
• インサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）はサポートされません。
• Paired-Address-Pooling、一括ポート割り当て、または NAT モード設定を変更する場合は、以
下の手順に従う必要があります。
1 スタンバイ デバイス上の冗長グループおよび NAT インターフェイスを shutdown コマン
ドでシャットダウンします。冗長グループのシャット ダウン後、スタンバイ デバイス上
の NAT セッションをクリアします。
2 最初にスタンバイ デバイス上で Paired-Address-Pooling、一括ポート割り当て、または NAT
モードを変更してから、アクティブ デバイス上で変更します。
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3 スタンバイ デバイス上の冗長グループおよび NAT インターフェイスに対して no shutdown
コマンドを設定します。

ステートフル シャーシ間冗長性について
ステートフル シャーシ間冗長性の概要
ステートフル シャーシ間冗長性機能を設定すると、いくつかのフェールオーバー条件に基づい
て、デバイスのグループからアクティブ デバイスを決定できます。フェールオーバーが発生する
と、中断なくスタンバイ デバイスが引き継ぎ、トラフィック フォワーディング サービスの実行
とダイナミック ルーティング テーブルのメンテナンスを開始します。

ステートフル シャーシ間冗長動作
相互にホット スタンバイとして動作するようにデバイスのペアを設定できます。冗長性は、イン
ターフェイス ベースで設定します。冗長インターフェイスのペアは、冗長グループ（RG）と呼ば
れます。冗長性はアプリケーション レベルで発生し、インターフェイスまたはデバイスに完全な
物理障害が発生しなくてもアプリケーションのスイッチオーバーが発生します。スイッチオーバー
が発生すると、アプリケーション アクティビティは冗長インターフェイス上で中断なく動作を継
続します。
下の図は、アクティブ/スタンバイ ロードシェアリング シナリオを示しています。この図は、1 つ
の発信インターフェイスを持つデバイス ペア用に RG を設定する方法を示しています。ルータ 1
上のグループ A がアクティブ RG、ルータ 2 上のグループ 2 がスタンバイ RG です。
設定可能なコントロール リンクおよびデータ同期リンクによっ冗長デバイスが結合されます。コ
ントロール リンクは、デバイスのステータスを通信するために使用されます。データ同期リンク
は、ネットワーク アドレス変換（NAT）およびファイアウォールからステートフル情報を転送
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し、ステートフル データベースを同期するために使用されます。冗長インターフェイスのペア
は、冗長インターフェイス ID（RII）と呼ばれる同一の固有 ID 番号が割り当てられています。
図 6：冗長グループの設定：1 つの発信インターフェイス

冗長グループ メンバーのステータスは、コントロール リンクで送信される hello メッセージを使
用することで判断できます。いずれかのデバイスが設定時間内に helloメッセージに応答しなけれ
ば、そのデバイスに障害が発生しているとみなされ、スイッチオーバーが開始されます ミリ秒
単位でエラーを検出するには、双方向フォワーディング検出（BFD）プロトコルと統合された
フェールオーバー プロトコルをコントロール リンクで実行します。hello メッセージについて次
のパラメータを設定できます。
• Hello time - hello メッセージが送信される時間間隔。
• Hold time - アクティブまたはスタンバイ デバイスがダウンしていると判断されるまでの時
間。
hello time のデフォルトは、ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）に合わせるために 3 秒
です。また、hold time のデフォルトは 10 秒です。また、timers hellotime msec コマンドを使用し
て、これらのタイマーをミリ秒単位で設定することもできます。
スイッチオーバーの影響を受けるインターフェイスのペアを判断するには、冗長インターフェイ
スの各ペアについて、固有の ID を設定する必要があります。この ID は RII と呼ばれ、インター
フェイスに関連付けられています。
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スタンバイ デバイスへのスイッチオーバーは、各デバイス上で設定されている優先度設定が変更
されたときに発生します。優先度値が最も高いデバイスは、アクティブ デバイスとして動作しま
す。アクティブデバイスまたはスタンバイデバイスで障害が発生した場合、重みと呼ばれる設定
可能な数値分、ルータの優先度が減らされます。アクティブデバイスの優先度が、スタンバイデ
バイスの優先度を下回る場合、スイッチオーバーが発生し、スタンバイデバイスがアクティブデ
バイスになります。このデフォルトの動作を無効にするには、RG について preemption 属性をディ
セーブルにします。また、インターフェイスのレイヤ 1 状態がダウン状態になった場合、各イン
ターフェイスを設定して優先度を減らします。設定した優先度によって、RG のデフォルト優先度
がオーバーライドされます
RG の優先度が変更されるエラー イベントごとに、タイム スタンプ、影響を受けた RG に関する
情報、以前の優先度、新しい優先度、およびエラー イベントの原因の説明を含む syslog エントリ
が生成されます。
デバイスまたはインターフェイスの優先度が設定可能なしきい値レベルを下回った場合にも、ス
イッチオーバーが発生します。
スタンバイ デバイスへのスイッチオーバーは、次の場合に発生します。
• アクティブ デバイス上で電力損失またはリロードが発生した場合（リロードを含む）。
• アクティブ デバイスのランタイム優先度がスタンバイ デバイスより低くなった場合（preempt
が設定されている場合）。
• アクティブ デバイスのランタイム優先度が設定されたしきい値より低くなった場合。
• アクティブ デバイスの冗長性グループが手動でリロードされた場合。手動リロードには、
redundancyapplicationreloadgrouprg-number コマンドを使用します。

ファイアウォールおよび NAT との関連付け
ファイアウォールは、トラフィック インターフェイスを備えた冗長グループの関連付けを使用し
ます。
ネットワーク アドレス変換（NAT）が、冗長グループとマッピング ID を関連付けます。

LAN-LAN トポロジ
次の図は LAN-LAN トポロジを示します。LAN-LAN トポロジでは、参加するすべてのデバイス
は、内部と外部の両方の LAN インターフェイスを介して相互に接続されます。このシナリオで
は、スタティック ルーティングが適切な仮想 IP アドレスへのアップストリームまたはダウンスト
リーム デバイスで設定されている場合、トラフィックは多くの場合、正しいファイアウォールに
向かいます。Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータは、アップストリームまたはダウ
ンストリーム デバイスと共にダイナミック ルーティングに参加します。LAN 方向のインターフェ
イスでサポートされるダイナミックルーティング構成では、ルーティングプロトコルのコンバー
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ジェンスへの依存が生じないようにしてください。依存があると、高速フェールオーバー要件に
適合しなくなります。
図 7：LAN-LAN トポロジ

ステートフル シャーシ間冗長性の設定方法
コントロール インターフェイス プロトコルの設定
コントロール インターフェイス プロトコルの設定は次の要素で構成されています:
• 認証情報
• グループ名
• hello タイム
• Hold タイム
• プロトコル インスタンス
• 双方向フォワーディング（BFD）プロトコルの使用

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
120

ステートフル シャーシ間冗長性の設定
コントロール インターフェイス プロトコルの設定

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. redundancy
4. modenone
5. applicationredundancy
6. protocolnumber
7. nameinstance-name
8. timershellotime [msec] numberholdtime [msec] number
9. authentication {textstring| md5key-string[0 | 7] key| md5key-chainkey-chain-name}
10. bfd
11. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

modenone

冗長性モードをなしに設定します。これは、この機能で
必須です。

例：
Device(config-red)# mode none

ステップ 5

applicationredundancy

冗長アプリケーション コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device(config-red)# application
redundancy
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

protocolnumber

コントロール インターフェイスに接続されるプロトコル
インスタンスを指定し、冗長アプリケーション プロトコ
ル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config-red-app)# protocol 4

ステップ 7

nameinstance-name

（任意）プロトコル インスタンスに任意のエイリアスを
指定します。

例：
Device(config-red-app-prot)# name rg1

ステップ 8

timershellotime [msec] numberholdtime
[msec] number
例：

hello メッセージが送信される間隔と、デバイスがダウン
状態と宣言されるまでの時間を指定します。
• hellotime のデフォルト時間は 3 秒、holdtime のデフォ
ルト時間は 10 秒です。

Device(config-red-app-prot)# timers
hellotime 3 holdtime 10

ステップ 9

authentication {textstring| md5key-string[0 認証情報を指定します。
| 7] key| md5key-chainkey-chain-name}
例：
Device(config-red-app-prot)#
authentication text password

ステップ 10

bfd
例：

BFD プロトコルを使用してコントロール インターフェイ
スで実行されているフェールオーバー プロトコルを統合
し、ミリ秒単位での障害検出を達成できるようにします。

Device(config-red-app-prot)# bfd

• BFD はデフォルトでイネーブルになっています。
ステップ 11

冗長アプリケーション プロトコル コンフィギュレーショ
ン モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Device(config-red-app-prot)# end

冗長グループの設定
冗長グループは、次の設定要素で構成されます
• オブジェクトごとに優先度を減らす量。
• 優先度を減らす障害（オブジェクト）。
• フェールオーバー優先度。
• フェールオーバーしきい値。
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• グループ インスタンス。
• グループ名。
• 初期化遅延タイマー。
• 冗長性グループ（RG）に関連付けられているインターフェイス。
• コントロール インターフェイスとして使用するインターフェイス。
• データ インターフェイスとして使用するインターフェイス。
• RG インターフェイスの冗長性インターフェイス識別子（RII）番号。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. redundancy
4. applicationredundancy
5. group {1 | 2}
6. namegroup-name
7. preempt
8. prioritynumberfailover-thresholdnumber
9. trackobject-number[decrementnumber| shutdown]
10. timers delayseconds [reloadseconds]
11. controlinterface-nameprotocolinstance
12. datainterface-name
13. 他の冗長グループを作成するには、ステップ 3 ～ 12 を繰り返します。
14. end
15. configure terminal
16. interfacetype number
17. redundancy groupnumberipaddressexclusive[decrementnumber]
18. redundancy riinumber
19. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

redundancy

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

applicationredundancy

冗長アプリケーション コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Device(config-red)# application redundancy

ステップ 5

group {1 | 2}
例：

冗長グループ インスタンスを指定し、冗長アプリ
ケーション グループ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Device(config-red-app)# group 1

ステップ 6

namegroup-name

（任意）プロトコル インスタンスに任意のエイリ
アスを指定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# name rg1

ステップ 7

preempt
例：
Device(config-red-app-grp)# preempt

ステップ 8

prioritynumberfailover-thresholdnumber

グループに対するプリエンプションを有効化し、
どちらのデバイスの優先度が高いかに関係なくス
タンバイ デバイスがアクティブ デバイスをプリエ
ンプション処理できるようにします。
冗長グループの初期優先度とフェールオーバーし
きい値を指定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# priority 120
failover-threshold 80

ステップ 9

trackobject-number[decrementnumber| shutdown] イベント発生時に冗長グループの優先度を減らす
量を指定します。
例：
Device(config-red-app-grp)# track 44 decrement
20

ステップ 10

timers delayseconds [reloadseconds]
例：
Device(config-red-app-grp)# timers delay 10
reload 20
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ジェクトを追跡できます。
障害の発生後またはシステムのリロード後に冗長
グループが役割ネゴシエーションを遅延させる時
間を指定します。
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

controlinterface-nameprotocolinstance

冗長グループに使用されるコントロール インター
フェイスを指定します。

例：

• このインターフェイスは、コントロール イン

Device(config-red-app-grp)# control
GigabitEthernet0/1/0 protocol 1

ステップ 12

ターフェイス プロトコルのインスタンスにも
関連付けられます。
冗長グループに使用されるデータ インターフェイ
スを指定します。

datainterface-name
例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet0/1/2

ステップ 13

他の冗長グループを作成するには、ステップ 3 —
～ 12 を繰り返します。

ステップ 14

end

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレー
ション モードを終了し、特権 EXEC モードを開始
します。

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 15

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 16

interfacetype number

冗長性グループ（RG）に関連付けるインターフェ
イスを選択し、インターフェイスコンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/1

ステップ 17

redundancy
number引数で指定した冗長グループにインターフェ
groupnumberipaddressexclusive[decrementnumber] イスを関連付けます。
例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ip
10.10.1.1 exclusive decrement 20

ステップ 18

redundancy riinumber
例：
Device(config-if)# redundancy rii 40

このインターフェイスに関連付ける RII の番号を指
定します。
• この番号は、冗長グループ内の他のインター
フェイスの RII と一致している必要がありま
す。
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ステップ 19

コマンドまたはアクション

目的

end

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-if)# end

冗長トラフィック インターフェイスの設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interfacetype number
4. ip addressip-address mask
5. ip nat outside
6. ip virtual-reassembly
7. negotiation auto
8. redundancy riinumber
9. redundancy groupnumberipaddressexclusive[decrementnumber]
10. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetype number
例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/1/5
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ip addressip-address mask

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレス
またはセカンダリ IP アドレスを設定します。

例：
Device(config-if)# ip address 10.1.1.2
255.0.0.0

ステップ 5

IP アドレス変換用の外部インターフェイスを設定
します。

ip nat outside
例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 6

インターフェイス上で Virtual Fragmentation
Reassembly（VFR）を有効化します。

ip virtual-reassembly
例：
Device(config-if)# ip virtual-reassembly

ステップ 7

ギガビットイーサネットインターフェイスの速度、
デュプレックス、および自動フロー制御を自動ネゴ
シエーションプロトコルで設定できるようにしま
す。

negotiation auto
例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 8

このインターフェイスに関連付ける冗長性インター
フェイス識別子（RII）の番号を指定します。

redundancy riinumber
例：

• この番号は、冗長グループ内の他のインター

Device(config-if)# redundancy rii 200

フェイスの RII と一致している必要がありま
す。
ステップ 9

redundancy
number引数で指定した冗長グループにインターフェ
groupnumberipaddressexclusive[decrementnumber] イスを関連付けます。
例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ip
10.1.1.200 exclusive decrement 10

ステップ 10

end

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-if)# end

ステートフル シャーシ間冗長性を使用する NAT の設定
ネットワーク アドレス変換（NAT）を冗長グループに関連付けるには、マッピング ID を使用す
る必要があります。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ip nat poolname start-ip end-ip{netmasknetmask| prefix-lengthprefix-length}
4. ip nat inside sourcelist{{access-list-number| access-list-name} | route-mapname}
poolname[redundancyredundancy-id[mapping-idmap-id| overload| reversible| vrfname]]
5. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configureterminal

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip nat poolname start-ip end-ip{netmasknetmask|
prefix-lengthprefix-length}

NAT で使用される IP アドレス プールを定義し
ます。

例：
Device(config)# ip nat pool VPN-18 10.10.0.0
10.10.255.255 netmask 255.255.0.0

ステップ 4

ip nat inside sourcelist{{access-list-number|
内部送信元アドレスの NAT を有効化します。
access-list-name} | route-mapname}
• NAT を冗長グループに関連付けるには、
poolname[redundancyredundancy-id[mapping-idmap-id|
マッピング ID を使用する必要がありま
overload| reversible| vrfname]]
す。
例：
Device(config)# ip nat inside source list acl-18
pool VPN-18 redundancy 2 mapping-id 152

ステップ 5

end
例：
Device(config)# end
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ステートフル シャーシ間冗長性の管理とモニタリング
この作業における設定コマンドはすべて任意です。show コマンドは任意の順序で使用できます。

手順の概要
1. enable
2. redundancyapplicationreloadgroupnumber[peer | self]
3. showredundancyapplicationgroup [group-id |all]
4. showredundancyapplicationtransport {clients| group[group-id]}
5. showredundancyapplicationprotocol {protocol-id | group[group-id]}
6. showredundancyapplicationfaultsgroup[group-id]
7. showredundancyapplicationif-mgr group[group-id]
8. showredundancyapplicationcontrol-interface group[group-id]
9. showredundancyapplicationdata-interface group[group-id]
10. showmonitorevent-tracerg_infra all

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

redundancyapplicationreloadgroupnumber[peer アクティブ冗長グループ（RG）を強制的にリロード
| self]
させ、スタンバイ RG をアクティブ RG にします。
• 冗長設定が有効かどうかを検証するには、

例：
Device# redundancy application reload group
2 self

ステップ 3

redundancy application reload コマンドを使用
します。このコマンドは、アクティブ RG 上で
入力する必要があります。

showredundancyapplicationgroup [group-id |all] 指定されたグループまたはすべてのグループの情報
を表示します。
例：
Device# show redundancy application group 2

ステップ 4

showredundancyapplicationtransport {clients|
group[group-id]}

指定されたグループまたはすべてのグループの変換
情報を表示します。

例：
Device# show redundancy application transport
group 2
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

showredundancyapplicationprotocol {protocol-id 指定されたグループまたはすべてのグループのプロ
| group[group-id]}
トコル情報を表示します。
例：
Device# show redundancy application protocol
2

ステップ 6

showredundancyapplicationfaultsgroup[group-id] 指定されたグループまたはすべてのグループの障害
情報を表示します。
例：
Device# show redundancy application faults
group 2

ステップ 7

showredundancyapplicationif-mgr group[group-id] 指定されたグループまたはすべてのグループのイン
ターフェイス マネージャ（if-mgr）情報を表示しま
例：
す。
Device# show redundancy application if-mgr
group 2

ステップ 8

showredundancyapplicationcontrol-interface
group[group-id]

指定したコントロール インターフェイスの冗長グ
ループに関連付けられているインターフェイス情報
を表示します。

例：
Device# show redundancy application
control-interface group IF-2

ステップ 9

showredundancyapplicationdata-interface
group[group-id]

指定したデータ インターフェイスの冗長グループに
関連付けられているインターフェイス情報を表示し
ます。

例：
Device# show redundancy application
data-interface group IF-2

ステップ 10

showmonitorevent-tracerg_infra all

すべての冗長グループに関連付けられているイベン
ト トレース情報を表示します。

例：
Device# show monitor event-trace rg_infra
all

ステートフル シャーシ間冗長性の設定例
例：コントロール インターフェイス プロトコルの設定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
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例：冗長グループの設定

Device(config-red)# mode none
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# protocol 4
Device(config-red-app-prot)# name rg1
Device(config-red-app-prot)# timers hellotime 3 holdtime 10
Device(config-red-app-prot)# authentication text password
Device(config-red-app-prot)# bfd

例：冗長グループの設定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name rg1
Device(config-red-app-grp)# preempt
Device(config-red-app-grp)# priority 120 failover-threshold 80
Device(config-red-app-grp)# track 44 decrement 20
Device(config-red-app-grp)# timers delay 10 reload 20
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet0/1/0 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet0/1/2
Device(config-red-app-grp)# end
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/1
Device(config-if)# redundancy group 1 ip 10.10.1.1 exclusive decrement 20
Device(config-if)# redundancy rii 40

例：冗長トラフィック インターフェイスの設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/5
Device(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.0.0.0
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# ip virtual-reassembly
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# redundancy rii 200
Device(config-if)# redundancy group 1 ip 10.1.1.200 exclusive decrement 10

例：ステートフル シャーシ間冗長性を使用する NAT の設定
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat pool VPN-18 10.10.0.0 10.10.255.255 netmask 255.255.0.0
Device(config)# ip nat inside source list acl-18 pool VPN-18 redundancy 2 mapping-id 152

ステートフルシャーシ間冗長性に関する追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
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関連項目

マニュアル タイトル

IP アドレッシング コマンド：コマンド
構文の詳細、コマンド モード、コマン
ド履歴、デフォルト、使用上の注意事
項、および例

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

IP アドレッシング IP ルーティングの基 『IP Routing Primer』
本原理

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 791

Internet Protocol（インターネット プロトコル）

RFC 1338

『Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address
Assignment and Aggregation Strategy』

RFC 1466

『Guidelines for Management of IP Address Space』

RFC 1716

『Towards Requirements for IP Routers』

RFC 1918

『Address Allocation for Private Internets』

RFC 3330

『Special-Use IP Addresses』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。
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ステートフル シャーシ間冗長性の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 6：ステートフル シャーシ間冗長性の機能情報

機能名

リリース

機能情報

ステートフル シャーシ間 Cisco IOS XE Release 3.1S
冗長性
Cisco IOS XE リリース
3.14S

ステートフル シャーシ間冗長性では、相
互にバックアップとして機能するデバイ
スのペアを設定できます。
Cisco IOS XE リリース 3.14S では、Cisco
CSR1000v シリーズ ルータ上でこの機能
がサポートされました。
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8

章

ゾーンベースのファイアウォールおよび
NAT
対応のシャーシ間非対称ルーティング サ
ポート
ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT 対応のシャーシ間非対称ルーティング サポート機
能では、パケット処理のためのスタンバイ冗長グループからアクティブ冗長グループへのパケッ
トの転送をサポートします。この機能が有効でない場合、初期同期（SYN）メッセージを受信し
なかったルータに転送されたリターン TCP パケットは、既知のセッションに所属していないた
め、破棄されます。
このモジュールでは、非対称ルーティングの概要を述べ、非対称ルーティングの設定方法を説明
します。
• 機能情報の確認, 136 ページ
• ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT 対応のシャーシ間非対称ルーティングサポー
トの制約事項, 136 ページ
• ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT 対応のシャーシ間非対称ルーティングサポー
トについて, 137 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応のシャーシ間非対称ルーティング サポートの設定方法,
142 ページ
• ゾーンベース ファイアウォールおよび NAT 対応シャーシ間非対称ルーティング サポートの
設定例, 152 ページ
• ゾーンベース ファイアウォールおよび NAT 対応シャーシ間非対称ルーティング サポートの
その他の参考資料, 156 ページ
• ゾーンベース ファイアウォールおよび NAT 対応シャーシ間非対称ルーティング サポートに
関する機能情報, 157 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ゾーンベースのファイアウォールおよびNAT対応のシャー
シ間非対称ルーティングサポートの制約事項
シャーシ間非対称ルーティング サポート機能には、次の制約事項が適用されます。
• 仮想 IP アドレスおよび仮想 MAC（VMAC）アドレスを使用する LAN では、非対称ルーティ
ングをサポートしません。
• インサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）はサポートされません。
VRF 対応非対称ルーティング サポート機能 では、次の機能をサポートしていません。
• Cisco TrustSec
• エッジ スイッチング サービス
• ヘッダー圧縮
• IPSec
• ポリシーベースルーティング
• ポート バンドル
• 合法的傍受
• レイヤ 2 トンネリング プロトコル（L2TP）
• Locator/ID Separation Protocol（LISP）インナー パケット インスペクション
• セキュア シェル（SSH）VPN
• セッション ボーダー コントローラ（SBC）
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ゾーンベースのファイアウォールおよびNAT対応のシャー
シ間非対称ルーティングサポートについて
非対称ルーティングの概要
非対称ルーティングは、TCP または UDP 接続からのパケットが、異なるルートを通って異なる方
向に流れると発生します。非対称ルーティングでは、1 つの TCP または UDP 接続に属するパケッ
トは、冗長グループ（RG）の 1 つのインターフェイス経由で転送されますが、同じ RG の別のイ
ンターフェイス経由で返されます。非対称ルーティングでは、パケット フローは同じ RG に残り
ます。非対称ルーティングを設定した場合、スタンバイ RG で受信されたパケットは、処理のた
めにアクティブ RG にリダイレクトされます。非対称ルーティングを設定しない場合、スタンバ
イ RG で受信したパケットはドロップされることがあります。
非対称ルーティングは、特定のトラフィック フローの RG を決定します。RG の状態は、パケッ
トの処理を決定する上で重要です。RG がアクティブの場合、通常のパケット処理が行われます。
RG がスタンバイ状態にあり、非対称ルーティングと asymmetric-routing always-divert enable コマ
ンドを設定した場合、パケットはアクティブ RG に転送されます。スタンバイ RG で受信したパ
ケットを常にアクティブ RG に転送するには、asymmetric-routing always-divert enable コマンドを
使用します。
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次の図は、アクティブ RG にパケットを転送する、個別の非対称ルーティングの interlink インター
フェイスをもつ非対称ルーティングのシナリオを示します。
図 8：非対称ルーティングのシナリオ

非対称ルーティングには次のルールが適用されます。
• 冗長インターフェイス ID（RII）とインターフェイス間に 1:1 マッピングが存在する。
• インターフェイスと RG 間に 1:n マッピングが存在する。（非対称ルーティング インターフェ
イスは、複数の RG からのトラフィックを受信し、複数の RG にトラフィックを送信できる。
非対称ルーティング インターフェイス（通常の LAN インターフェイス）では、インターフェ
イスと RG 間に 1:1 マッピングが存在する）。
• RG と、それを使用するアプリケーション間に、1:n マッピングが存在する。（複数のアプリ
ケーションが同じ RG を使用できる）。
• RG とトラフィック フロー間に 1:1 マッピングが存在する。トラフィック フローは、1 つの
RG のみにマッピングする必要がある。トラフィック フローを複数の RG にマッピングする
と、エラーになる。
• interlink にすべての RG interlink トラフィックをサポートする十分な帯域幅があるかぎり、RG
と非対称ルーティング interlink 間に 1:1 または 1:n マッピングが 存在する。
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非対称ルーティングは、転送されるすべてのトラフィックを処理する interlink インターフェイス
で構成されています。非対称ルーティング interlink インターフェイスの帯域幅は、すべての予想
されるトラフィックを処理するのに十分な大きさがある必要があります。IPv4 アドレスは非対称
ルーティング interlink インターフェイス上に設定され、この非対称ルーティング インターフェイ
スの IP アドレスがこのインターフェイスから到達可能である必要があります。

（注）

非対称ルーティング interlink インターフェイス上のトラフィック量はかなり多いため、非対称
ルーティング interlink インターフェイスは interlink トラフィックのみに使用し、ハイ アベイラ
ビリティ制御またはデータ インターフェイスとは共有しないことを推奨します。

ファイアウォールの非対称ルーティング サポート
intrabox の非対称ルーティングをサポートするため、ファイアウォールは、Internet Control Message
Protocol（ICMP）、TCP、および UDP パケットの レイヤ 3 およびレイヤ 4 のステートフル検査を
行います。ファイアウォールは、ウィンドウ サイズとパケット順を確認することで、TCP パケッ
トのステートフルインスペクションを実行します。またファイアウォールは、ステートフルイン
スペクションのため、トラフィックの両方向からのステート情報が必要です。ファイアウォール
は、ICMP 情報フローの限られた検査を行います。これは、ICMP エコー要求および応答に関連付
けられたシーケンス番号を確認します。ファイアウォールは、パケット用にセッションが確立さ
れるまで、スタンバイ冗長グループ（RG）へのパケット フローを同期しません。確立されるセッ
ションは、TCP の場合は 3 ウェイ ハンドシェイク、UDP の場合は 2 番目のパケット、ICMP の場
合は情報メッセージです。すべての ICMP フローはアクティブ RG に送信されます。
ファイアウォールは、ICMP、TCP および UDP プロトコルに属さないパケットについて、ポリシー
のステートレス確認を行います。
ファイアウォールは、双方向トラフィックに応じて、パケット フローをいつ使用不可にし、すべ
ての検査済みパケット フローをアクティブ RG に転送するかを判断します。パスのポリシーがあ
り、ポリシーがない、またはドロップしたポリシーがあるゾーンを含むパケット フローは転送さ
れません。

（注）

ファイアウォールは、スタンバイ RG で受信したパケットをアクティブ RG に転送する
asymmetric-routing always-divert enable コマンドをサポートしていません。デフォルトでは、
ファイアウォールがすべてのパケット フローをアクティブ RG に強制的に転送させます。

NAT での非対称ルーティング
デフォルトでは、非対称ルーティングが設定されている場合、ネットワークアドレス変換（NAT）
はアクティブにパケットを転送するのではなく、スタンバイ RG の非 ALG パケットを処理しま
す。NAT のみの設定（ファイアウォールが設定されていない場合）では、パケットを処理するた
めにアクティブ RG とスタンバイ RG を使用できます。NAT のみの設定をし、非対称ルーティン
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グを設定した場合、デフォルトの非対称ルーティング ルールは、NAT が選択的にスタンバイ RG
のパケットを処理するものになります。スタンバイ RG で受信したパケットをアクティブ RG に
転送するため、asymmetric-routing always-divert enable コマンドを設定できます。または NAT と
共にファイアウォールを設定している場合、デフォルトの非対称ルーティング ルールは、常にア
クティブ RG にパケットを転送するものになります。
NAT がスタンバイ RG のパケットを受信し、パケットの転送を設定していない場合、NAT はその
パケットのセッションが存在するかどうかを確認するため、検索を実行します。セッションが存
在し、そのセッションに関連付けられている ALG がない場合、NAT はスタンバイ RG のパケッ
トを処理します。セッションがある場合、スタンバイ RG のパケットの処理は、NAT トラフィッ
クの帯域幅を大幅に増加させます。
ALG は、NAT によって、ペイロードを特定、変換し、子のフローを作成するために使用されま
す。ALG には双方向トラフィックが正しく機能することが必要です。NAT は、ALG に関連付け
られたパケット フローについて、アクティブ RG にすべてのトラフィックを転送する必要があり
ます。これは、セッションと関連付けられた ALG データがスタンバイ RG にあるかどうかを確認
することによって実現します。ALG データが存在する場合、パケットは非対称ルーティングで転
送されます。
VRF 対応ソフトウェア インフラストラクチャ（VASI）サポートが、Cisco IOS XE リリース 3.16
S で追加されました。マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）の非対称ルーティングも
サポートされています。
Cisco IOS XE リリース 3.16S では、NAT は ALG の非対称ルーティング、キャリア グレード NAT
（CGN）、および Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスをサポートします。ALG、
CGN、または VRF の非対称ルーティングを有効にするために、設定を変更する必要はありませ
ん。詳細については、「例：VRF の非対称ルーティングの設定」のセクションを参照してくださ
い。

WAN-LAN トポロジでの非対称ルーティング
非対称ルーティングは、WAN-LAN トポロジのみサポートしています。WAN-LAN トポロジでは、
デバイスは内部の LAN インターフェイスと外部の WAN インターフェイスを介して接続されま
す。WAN リンク経由で受信するリターン トラフィックのルーティングは制御できません。非対
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称ルーティングは、WAN-LAN トポロジ内の WAN リンクを介して受信したリターン トラフィッ
クのルーティングを制御します。次の図は WAN-LAN トポロジを示します。
図 9：WAN-LAN トポロジでの非対称ルーティング

ゾーン ベースのファイアウォールにおける VRF 対応非対称ルーティン
グ
Cisco IOS XE リリース 3.14S では、ゾーン ベースのファイアウォールで VRF 対応シャーシ間非対
称ルーティング機能をサポートしています。この機能では、マルチプロトコルラベルスイッチン
グ（MPLS）をサポートしています。
非対称ルーティング転送中に、転送パケットと共に VPN ルーティングおよび転送（VRF）名の
ハッシュ値が送信されます この VRF 名ハッシュ値は、転送後、アクティブ デバイス上でローカ
ル VRF ID およびテーブル ID に変換されます
ネットワーク アドレス変換（NAT）およびゾーン ベースのファイアウォールが設定されているア
クティブ デバイスに転送パケットが到着すると、ファイアウォールが NAT または NAT64 から
VRF ID を取得し、その VRF ID をファイアウォール セッション キーに保存します。
デバイス上でゾーン ベースのファイアウォールのみが設定されている場合の非対称ルーティング
パケット フローについて次の項で説明します。
• デバイス上で MPLS が設定されていれば、転送パケットの VRF ID 処理は、非対称ルーティ
ングの転送パケットの処理と同じになります。MPLS パケットは、スタンバイ デバイス側で
MPLS ラベルが削除されていてもアクティブ デバイスに転送されます ゾーン ベースのファ
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イアウォールは出力インターフェイスでパケットを検査し、このインターフェイスで MPLS
が検出された場合は出力 VRF ID がゼロに設定されます。入力インターフェイスで MPLS が
設定されていれば、ファイアウォールは入力 VRF ID をゼロに設定します。
• マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）パケットがスタンバイ デバイスからアク
ティブ デバイスに転送されると、非対称ルーティング転送の実行前に MPLS ラベルが削除さ
れます
• デバイス上で MPLS が設定されていなければ、IP パケットがアクティブ デバイスに転送さ
れ、VRF ID が設定されます。ファイアウォールは、出力インターフェイスでパケットを検
査するときにローカル VRF ID を取得します。
アクティブ デバイスおよびスタンバイ デバイス間の VRF マッピングには、設定変更は不要です。

NAT における VRF 対応非対称ルーティング
Cisco IOS XE リリース 3.14S では、ネットワーク アドレス変換で VRF 対応シャーシ間非対称ルー
ティングをサポートしています。VRF 対応シャーシ間非対称ルーティングでは、VPN ルーティン
グおよび転送（VRF）名のメッセージ ダイジェスト（MD）5 ハッシュを使用して、アクティブ
デバイスおよびスタンバイ デバイスの VRF とデータパスを識別し、VRF 名ハッシュからローカ
ル VRF ID を取得するか、またはローカル VRF ID から VRF 名ハッシュを取得します。
VRF 対応シャーシ間非対称ルーティングでは、アクティブ デバイスおよびスタンバイ デバイス上
の VRF が同じ VRF 名を持つ必要があります。ただし、VRF ID は非対称ルーティング転送または
ボックスツーボックス ハイ アベイラビリティ同期中にスタンバイ デバイスおよびアクティブ デ
バイス上の VRF 名に基づいてマッピングされるため、VRF ID が両方のデバイス上で同一である
必要はありません。
VRF 名で MD5 ハッシュの衝突が生じる場合は、VRF に所属するファイアウォールおよび NAT
セッションがスタンバイ デバイスに同期されません。
アクティブ デバイスおよびスタンバイ デバイス間の VRF マッピングには、設定変更は不要です。

ファイアウォールおよび NAT 対応のシャーシ間非対称
ルーティング サポートの設定方法
冗長アプリケーション グループおよび冗長グループ プロトコルの設
定
冗長グループは、次の設定要素で構成されます
• オブジェクトごとに優先度を減らす量。
• 優先度を減らす障害（オブジェクト）。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
142

ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT 対応のシャーシ間非対称ルーティング サポート
冗長アプリケーション グループおよび冗長グループ プロトコルの設定

• フェールオーバー優先度。
• フェールオーバーしきい値。
• グループ インスタンス。
• グループ名
• 初期化遅延タイマー。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. redundancy
4. application redundancy
5. group id
6. name group-name
7. priority value [failover threshold value]
8. preempt
9. track object-number decrement number
10. exit
11. protocol id
12. timers hellotime {seconds | msec msec} holdtime {seconds | msec msec}
13. authentication {text string | md5 key-string [0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain key-chain-name}
14. bfd
15. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
す。
グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

application redundancy

アプリケーション冗長性を設定して、冗長アプリケーショ
ン コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 5

group id

冗長グループを指定し、冗長アプリケーション グループ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 6

name group-name

プロトコル インスタンスに任意のエイリアスを指定しま
す。

例：
Device(config-red-app-grp)# name
group1

ステップ 7

priority value [failover threshold value]

冗長グループの初期優先度とフェールオーバーしきい値を
指定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# priority
100 failover threshold 50

ステップ 8

preempt
例：

冗長グループに対するプリエンプションを有効化し、スタ
ンバイ デバイスがアクティブ デバイスをプリエンプショ
ン処理できるようにします。

Device(config-red-app-grp)# preempt

• スタンバイ デバイスがプリエンプション処理するの
は、スタンバイ デバイスの優先度がアクティブ デバ
イスより高い場合だけです。
ステップ 9

track object-number decrement number
例：

冗長グループの優先度を指定します。この値は、追跡対象
のオブジェクトでイベントが発生した場合に減らされま
す。

Device(config-red-app-grp)# track 50
decrement 50

ステップ 10

exit
例：

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレーション
モードを終了し、冗長アプリケーションコンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device(config-red-app-grp)# exit

ステップ 11

protocol id
例：
Device(config-red-app)# protocol 1
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

timers hellotime {seconds | msec msec}
holdtime {seconds | msec msec}

hello メッセージが送信される間隔と、デバイスがダウン
状態と宣言されるまでの時間を指定します。
• holdtime は、hellotime の少なくとも 3 倍にする必要が

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 3 holdtime 10

ステップ 13

あります。

authentication {text string | md5 key-string 認証情報を指定します。
[0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain
key-chain-name}
例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1
timeout 100

ステップ 14

bfd
例：
Device(config-red-app-prtcl)# bfd

双方向フォワーディング検出（BFD）を使用してコント
ロール インターフェイスで実行されているフェールオー
バー プロトコルを統合し、ミリ秒単位での障害検出を達
成できるようにします。
• BFD はデフォルトでイネーブルになっています。

ステップ 15

冗長アプリケーション プロトコル コンフィギュレーショ
ン モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Device(config-red-app-prtcl)# end

データ、コントロール、および非対称ルーティングインターフェイス
の設定
このタスクでは、次の冗長グループ（RG）要素を設定します。
• コントロール インターフェイスとして使用するインターフェイス。
• データ インターフェイスとして使用するインターフェイス。
• 非対称ルーティングに使用するインターフェイス。これはオプションのタスクです。このタ
スクは、ネットワーク アドレス変換（NAT）用の非対称ルーティングを設定する場合にのみ
実行してください。
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（注）

このタスクは、ネットワーク アドレス変換（NAT）用の非対称ルーティングを設定する場合
にのみ実行してください。ただし、ネットワーク アドレス変換（NAT）、非対称ルーティン
グ、データ、およびコントロールは、同じインターフェイス上で設定できます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. redundancy
4. application redundancy
5. group id
6. data interface-type interface-number
7. controlinterface-type interface-number protocol id
8. timers delay seconds [reload seconds]
9. asymmetric-routing interfacetype number
10. asymmetric-routing always-divert enable
11. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

application redundancy
例：
Device(config-red)# application
redundancy
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ション コンフィギュレーション モードを開始します。
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データ、コントロール、および非対称ルーティング インターフェイスの設定

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

group id

冗長グループ（RG）を設定し、冗長アプリケーション
グループ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 6

data interface-type interface-number

RG に使用されるデータ インターフェイスを指定しま
す。

例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet 0/0/1

ステップ 7

controlinterface-type interface-number protocol RG に使用されるコントロール インターフェイスを指
id
定します。
• コントロール インターフェイスは、コントロール

例：

インターフェイス プロトコルのインスタンスにも
関連付けられます。

Device(config-red-app-grp)# control
GigabitEthernet 1/0/0 protocol 1

ステップ 8

timers delay seconds [reload seconds]

障害の発生後またはシステムのリロード後に開始され
る役割ネゴシエーションを RG が遅延させるために必
要な時間を指定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# timers delay
100 reload 400

ステップ 9

asymmetric-routing interfacetype number

RG に使用される非対称ルーティング インターフェイ
スを指定します。

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing interface
GigabitEthernet 0/1/1

ステップ 10

受信したパケットを常にスタンバイ RG からアクティ
ブ RG へ転送します。

asymmetric-routing always-divert enable
例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing always-divert enable

ステップ 11

end

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレーショ
ン モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-red-app-grp)# end

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
147

ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT 対応のシャーシ間非対称ルーティング サポート
インターフェイス上での冗長インターフェイス ID および非対称ルーティングの設定

インターフェイス上での冗長インターフェイス ID および非対称ルー
ティングの設定
• データ インターフェイスまたはコントロール インターフェイスのいずれかとして設定さ

（注）

れているインターフェイスでは、冗長インターフェイス ID（RII）を設定しないでくださ
い。
• RII および 非対称ルーティングは、アクティブ デバイスおよびスタンバイ デバイスの両
方で設定する必要があります。
• 仮想 IP アドレスが設定されたインターフェイスでは、非対称ルーティングを有効化でき
ません。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. redundancy rii id
5. redundancy group id [decrement number]
6. redundancy asymmetric-routing enable
7. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type number
例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet 0/1/3
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冗長性グループ（RG）に関連付けるインターフェイスを
選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
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非対称ルーティングによるダイナミック内部送信元変換の設定

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

redundancy rii id

冗長性インターフェイス識別子（RII）を設定します。

例：
Device(config-if)# redundancy rii 600

ステップ 5

redundancy group id [decrement number] 冗長性トラフィック インターフェイス設定を有効化し、
インターフェイスがダウンした場合に優先度から減らす
例：
量を指定します。
Device(config-if)# redundancy group 1
decrement 20
（注）

ステップ 6

redundancy asymmetric-routing enable

非対称ルーティングが有効化されているトラ
フィック インターフェイスでは、RG の設定は
不要です。

RG ごとに非対称フロー転送トンネルを 1 つずつ確立しま
す。

例：
Device(config-if)# redundancy
asymmetric-routing enable

ステップ 7

end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-if)# end

非対称ルーティングによるダイナミック内部送信元変換の設定
次の設定は、非対称ルーティングを使用するダイナミック内部送信元変換の例です。非対称ルー
ティングは、ダイナミック外部送信元、スタティック内部および外部送信元、およびポート アド
レス変換（PAT）内部および外部送信元変換の各 NAT 設定と共に設定できます。各種 NAT 設定
の詳細については、「IP アドレス節約のための NAT 設定」の章を参照してください。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip address ip-address mask
5. ip nat outside
6. exit
7. redundancy
8. application redundancy
9. group id
10. asymmetric-routing always-divert enable
11. end
12. configure terminal
13. ip nat pool name start-ip end-ip {mask | prefix-length prefix-length}
14. exit
15. ip nat inside source list acl-number pool name redundancy redundancy-id mapping-id map-id
16. access-list standard-acl-number permit source-address wildcard-bits
17. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/3

ステップ 4

ip address ip-address mask
例：
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1
255.255.255.0
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インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し
ます。
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非対称ルーティングによるダイナミック内部送信元変換の設定

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ip nat outside

外部と接続されることを示すマークをインターフェイ
スに付けます。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 6

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に入ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 7

冗長を設定して、冗長コンフィギュレーション モード
を開始します。

redundancy
例：
Device(config)# redundancy

ステップ 8

アプリケーション冗長性を設定して、冗長アプリケー
ション コンフィギュレーション モードを開始します。

application redundancy
例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 9

group id

冗長グループを指定し、冗長アプリケーション グルー
プ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 10

アクティブなデバイスにトラフィックを転送します。

asymmetric-routing always-divert enable
例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing always-divert enable

ステップ 11

end

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレーショ
ン モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 12

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 13

ip nat pool name start-ip end-ip {mask |
prefix-length prefix-length}
例：

グローバル アドレスのプールを定義します。
• IP NAT コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

Device(config)# ip nat pool pool1
prefix-length 24
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

exit

IP NAT プール コンフィギュレーション モードを終了
し、グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device(config-ipnat-pool)# exit

ステップ 15

ip nat inside source list acl-number pool name 内部送信元アドレスの NAT を有効化し、マッピング
redundancy redundancy-id mapping-id map-id ID を使用して NAT を冗長グループに関連付けます。
例：
Device(config)# ip nat inside source
list pool pool1 redundancy 1 mapping-id
100

ステップ 16

access-list standard-acl-number permit
source-address wildcard-bits

変換する内部アドレスを許可する標準のアクセス リス
トを定義します。

例：
Device(config)# access-list 10 permit
10.1.1.1 255.255.255.0

ステップ 17

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config)# end

ゾーンベース ファイアウォールおよび NAT 対応シャーシ
間非対称ルーティング サポートの設定例
例：冗長アプリケーション グループおよび冗長グループ プロトコル
の設定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name group1
Device(config-red-app-grp)# priority 100 failover threshold 50
Device(config-red-app-grp)# preempt
Device(config-red-app-grp)# track 50 decrement 50
Device(config-red-app-grp)# exit
Device(config-red-app)# protocol 1
Device(config-red-app-prtcl)# timers hellotime 3 holdtime 10
Device(config-red-app-prtcl)# authentication md5 key-string 0 n1 timeout 100
Device(config-red-app-prtcl)# bfd
Device(config-red-app-prtcl)# end
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例：データ、コントロール、および非対称ルーティング インターフェイスの設定

例：データ、コントロール、および非対称ルーティングインターフェ
イスの設定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 0/0/1
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 1/0/0 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# timers delay 100 reload 400
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing interface GigabitEthernet 0/1/1
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# end

例：インターフェイス上の冗長インターフェイスIDと非対称ルーティ
ングの設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/3
Device(config-if)# redundancy rii 600
Device(config-if)# redundancy group 1 decrement 20
Device(config-if)# redundancy asymmetric-routing enable
Device(config-if)# end

例：非対称ルーティングによるダイナミック内部送信元変換の設定
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/3
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# exit
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# end
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat pool pool1 prefix-length 24
Device(config-ipnat-pool)# exit
Device(config)# ip nat inside source list pool pool1 redundancy 1 mapping-id 100
Device(config)# access-list 10 permit 10.1.1.1 255.255.255.0

例：対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN
トポロジ向け VRF 対応 NAT の設定
WAN-WAN 対称ルーティング設定の例を次に示します。
vrf definition Mgmt-intf
address-family ipv4
exit-address-family
!
address-family ipv6
exit-address-family
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例：対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN トポロジ向け VRF 対応 NAT の設定

!
!
vrf definition VRFA
rd 100:1
route-target export 100:1
route-target import 100:1
address-family ipv4
exit-address-family
!
!
no logging console
no aaa new-model
!
multilink bundle-name authenticated
!
redundancy
mode sso
application redundancy
group 1
preempt
priority 120
control GigabitEthernet 0/0/1 protocol 1
data GigabitEthernet 0/0/2
!
!
!
!
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
ip tftp blocksize 8192
!
track 1 interface GigabitEthernet 0/0/4 line-protocol
!
interface Loopback 0
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet 0/0/0
vrf forwarding VRFA
ip address 192.168.0.1 255.255.255.248
ip nat inside
negotiation auto
bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3
redundancy rii 2
!
interface GigabitEthernet 0/0/1
ip address 209.165.202.129 255.255.255.224
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/0/2
ip address 192.0.2.1 255.255.255.224
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/0/3
ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/0/4
ip address 203.0.113.1 255.255.255.240
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0
vrf forwarding Mgmt-intf
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
negotiation auto
!
interface vasileft 1
vrf forwarding VRFA
ip address 10.4.4.1 255.255.0.0
ip nat outside
no keepalive
!
interface vasiright 1
ip address 10.4.4.2 255.255.0.0
no keepalive
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!
router mobile
!
router bgp 577
bgp router-id 1.1.1.1
bgp log-neighbor-changes
neighbor 203.0.113.1 remote-as 223
neighbor 203.0.113.1 description PEERING to PTNR neighbor 10.4.4.1 remote-as 577
neighbor 10.4.4.1 description PEEERING to VASI VRFA interface
!
address-family ipv4
network 203.0.113.1 mask 255.255.255.240
network 10.4.0.0 mask 255.255.0.0
network 209.165.200.224 mask 255.255.255.224
neighbor 203.0.113.1 activate
neighbor 10.4.4.1 activate
neighbor 10.4.4.1 next-hop-self
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf VRFA
bgp router-id 4.4.4.4
network 192.168.0.0 mask 255.255.255.248
network 10.4.0.0 mask 255.255.0.0
redistribute connected
redistribute static
neighbor 192.168.0.2 remote-as 65004
neighbor 192.168.0.2 fall-over bfd
neighbor 192.168.0.2 activate
neighbor 10.4.4.2 remote-as 577
neighbor 10.4.4.2 description PEERING to VASI Global intf
neighbor 10.4.4.2 activate
exit-address-family
!
ip nat switchover replication http
ip nat pool att_pool 209.165.200.225 209.165.200.225 prefix-length 16
ip nat inside source list 4 pool att_pool redundancy 1 mapping-id 100 vrf VRFA overload
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 203.0.113.1 255.255.255.224 10.4.4.1
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.4.4.1
ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 10.4.4.1
ip route vrf Mgmt-intf 209.165.200.1 255.255.255.224 172.16.0.0
!
ip prefix-list VRF_Pool seq 5 permit 209.165.200.0/27
ip prefix-list p1-adv-1 seq 5 permit 209.165.200.0/27
ip prefix-list p1-exist-1 seq 5 permit 203.0.113.193/27
logging esm config
access-list 4 permit 203.0.113.193 255.255.255.224
!
control-plane
line console 0
stopbits 1
!
line vty 0 3
login
!
line vty 4
password lab
login
!
end
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例：VRF による非対称ルーティングの設定
次の例では、Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスにより非対称ルーティングを設
定する方法を示しています。
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# mode sso
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name RG1
Device(config-red-app-grp)# preempt
Device(config-red-app-grp)# priority 100 failover threshold 40
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 1/0/3 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 1/0/3
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing interface GigabitEthernet 1/0/4
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# exit
Device(config-red-app)# exit
Device(config-red)# exit
!
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 2/0/0
Device(config-if)# ip vrf forwarding vrf001
Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 3/0/0
Device(config-if)# ip vrf forwarding vrf001
Device(config-if)# ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# exit
!
Device(config-if)# ip nat pool pool-vrf001 209.165.201.1 209.165.201.30 prefix-length 24
Device(config-if)# ip nat inside source list 1 pool pool-vrf001 redundancy 1 mapping-id 1
vrf vrf001 match-in-vrf overload
Device(config-if)# end

ゾーンベース ファイアウォールおよび NAT 対応シャーシ
間非対称ルーティング サポートのその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

Cisco IOS Master Command List, All Releases
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ゾーンベース ファイアウォールおよび NAT 対応シャーシ間非対称ルーティング サポートに関する機能情
報

関連項目
セキュリティ コマンド

マニュアル タイトル
• Cisco IOS Security Command Reference
Commands A to C
• Cisco IOS Security Command Reference
Commands D to L
• Cisco IOS Security Command Reference
Commands M to R
• Cisco IOS Security Command Reference
Commands S to Z

ファイアウォール シャーシ間冗長性

「ファイアウォール ステートフル シャーシ間
冗長性の設定」モジュール

NAT シャーシ間冗長性

「ステートフル シャーシ間冗長性の設定」モ
ジュール

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

ゾーンベース ファイアウォールおよび NAT 対応シャーシ
間非対称ルーティング サポートに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
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ゾーンベース ファイアウォールおよび NAT 対応シャーシ間非対称ルーティング サポートに関する機能情
報

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 7：ゾーンベース ファイアウォールおよび NAT 対応シャーシ間非対称ルーティング サポートに関する機能
情報

機能名

リリース

NAT44 対応非対称ルーティン Cisco IOS XE リリース
3.16S
グの強化

機能情報
NAT44 対応非対称ルーティングの強化
機能は、CGN、ALG、MPLS、VRF、
VASI および MPLS の非対称ルーティ
ングをサポートします。
追加または変更されたコマンドはあり
ません。

ゾーンベース ファイアウォー Cisco IOS XE Release 3.5S ゾーンベース ファイアウォールおよび
ルおよび NAT 対応シャーシ間
NAT 機能対応シャーシ間非対称ルー
非対称ルーティング サポート
ティング は、パケット処理用に、スタ
ンバイ冗長グループからアクティブ冗
長グループへのパケット送信をサポー
トします。
次のコマンドが導入または変更されま
した。asymmetric-routing、 redundancy
asymmetric-routing enable。
ゾーンベース ファイアウォー Cisco IOS XE リリース
ル向け VRF 対応シャーシ間非 3.14S
対称ルーティング サポート

ゾーンベース ファイアウォールは、
VRF 対応シャーシ間非対称ルーティン
グ機能をサポートします。この機能
は、MPLS をサポートします。この機
能の設定変更はありません。
追加または変更されたコマンドはあり
ません。

NAT 向け VRF 対応シャーシ Cisco IOS XE リリース
間非対称ルーティング サポー 3.14S
ト

NAT は、VRF 対応シャーシ間非対称
ルーティング機能をサポートします。
この機能は、MPLSをサポートします。
この機能の設定変更はありません。
追加または変更されたコマンドはあり
ません。
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対称ルーティング ボックスツーボックス冗
長性を持つWAN-WANトポロジの場合のVRF
対応 NAT
Cisco IOS XE リリース 3.14S では、ネットワーク アドレス変換（NAT）で対称ルーティング ボッ
クスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN トポロジの場合の VRF 対応 NAT 機能をサポートし
ています。WAN-LAN トポロジの場合の VRF 対応 NAT は NAT ですでにサポートされています。
このモジュールでは、この機能について説明します。
• 機能情報の確認, 159 ページ
• 対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN トポロジの場合の VRF 対
応 NAT の制約事項, 160 ページ
• 対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN トポロジの場合の VRF 対
応 NAT について, 160 ページ
• 対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN トポロジ向け VRF 対応
NAT の設定方法, 163 ページ
• 対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN トポロジ向け VRF 対応
NAT の設定例, 164 ページ
• 対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN トポロジ向けの VRF 対応
NAT に関する追加の参考資料, 166 ページ
• 対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN トポロジ向けの VRF 対応
NAT の機能情報, 167 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
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事項

プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ
WAN-WAN トポロジの場合の VRF 対応 NAT の制約事項
次の機能はサポートされていません。
• 非対称ルーティング
• Cisco TrustSec
• エッジ スイッチング サービス
• ヘッダー圧縮
• IPSec
• 合法的傍受（2 回傍受、アクティブ時に 1 回傍受、およびスタンバイ時に 1 回傍受）
• レイヤ 2 トンネリング プロトコル（L2TP）
• Locator ID Separation Protocol（LISP）内部パケット インスペクション
• ポート バンドル
• Stile および Ceasr
• セキュア ソケット レイヤ（SSL）VPN
• セッション ボーダー コントローラ（SBC）

対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ
WAN-WAN トポロジの場合の VRF 対応 NAT について
VRF 対応ボックスツーボックス ハイ アベイラビリティ サポート
Cisco IOS XE リリース 3.14S では、ネットワーク アドレス変換（NAT）で WAN-WAN トポロジ内
の VRF 対応ボックスツーボックス ハイ アベイラビリティをサポートしています。
NAT では、VRF 対応ボックスツーボックス ハイ アベイラビリティをサポートするために、冗長
性グループ（RG）の設定時に NAT マッピングを必須設定のマッピング ID と関連付けます。スタ

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
160

対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN トポロジの場合の VRF 対応 NAT
VRF 対応ボックスツーボックス ハイ アベイラビリティ サポート

ンバイ デバイスは、同期後にマッピング ID から正しいローカルで有効な VRF ID を取得します。
VRF ID は、NAT がアクティブ デバイス上のパケットを処理または変換する前に設定されます。
VRF 対応ボックスツーボックス ハイ アベイラビリティ設定は、アクティブ デバイスおよびスタ
ンバイ デバイス間で同一である必要があります。VRF 設定には、アクティブ デバイスおよびスタ
ンバイ デバイスで同一の VRF 名を使用する必要があります。NAT は、ハイ アベイラビリティ
メッセージ内のハッシュ化された VRF 名値を提供し、それをアクティブ デバイスおよびスタンバ
イ デバイスに送信します。このため、VRF 名ハッシュ値と VRF ID のマッピングを使用して、対
応するローカル VRF ID がピア デバイスで変換されます

ステートフル シャーシ間冗長性の概要
ステートフル シャーシ間冗長性機能を設定すると、いくつかのフェールオーバー条件に基づい
て、デバイスのグループからアクティブ デバイスを決定できます。フェールオーバーが発生する
と、中断なくスタンバイ デバイスが引き継ぎ、トラフィック フォワーディング サービスの実行
とダイナミック ルーティング テーブルのメンテナンスを開始します。

NAT のステートフル シャーシ間冗長動作
相互にホット スタンバイとして動作するようにデバイスのペアを設定できます。冗長性は、イン
ターフェイス ベースで設定します。冗長インターフェイスのペアは、冗長グループ（RG）と呼ば
れます。冗長性はアプリケーション レベルで発生し、インターフェイスまたはデバイスに完全な
物理障害が発生しなくてもアプリケーションのスイッチオーバーが発生します。スイッチオーバー
が発生すると、アプリケーション アクティビティは冗長インターフェイス上で中断なく動作を継
続します。
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下の図は、アクティブ/スタンバイ ロードシェアリング シナリオを示しています。この図は、1 つ
の発信インターフェイスを持つデバイス ペア用に RG を設定する方法を示しています。ルータ 1
上のグループ A がアクティブ RG、ルータ 2 上のグループ 2 がスタンバイ RG です。
図 10：WAN-WAN トポロジにおけるステートフル シャーシ間冗長動作

設定可能なコントロール リンクおよびデータ同期リンクによっ冗長デバイスが結合されます。コ
ントロール リンクは、デバイスのステータスを通信するために使用されます。データ同期リンク
は、ネットワーク アドレス変換（NAT）およびファイアウォールからステートフル情報を転送
し、ステートフル データベースを同期するために使用されます。冗長インターフェイスのペア
は、冗長インターフェイス ID（RII）と呼ばれる同一の固有 ID 番号が割り当てられています。
冗長グループ メンバーのステータスは、コントロール リンクで送信される hello メッセージを使
用することで判断できます。いずれかのデバイスが設定時間内に helloメッセージに応答しなけれ
ば、そのデバイスに障害が発生しているとみなされ、スイッチオーバーが開始されます ミリ秒
単位でエラーを検出するには、双方向フォワーディング検出（BFD）プロトコルと統合された
フェールオーバー プロトコルをコントロール リンクで実行します。hello メッセージについて次
のパラメータを設定できます。
• Hello time - hello メッセージが送信される時間間隔。
• Hold time - アクティブまたはスタンバイ デバイスがダウンしていると判断されるまでの時
間。
hello time のデフォルトは、ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）に合わせるために 3 秒
です。また、hold time のデフォルトは 10 秒です。また、timers hellotime msec コマンドを使用し
て、これらのタイマーをミリ秒単位で設定することもできます。
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スイッチオーバーの影響を受けるインターフェイスのペアを判断するには、冗長インターフェイ
スの各ペアについて、固有の ID を設定する必要があります。この ID は RII と呼ばれ、インター
フェイスに関連付けられています。
スタンバイ デバイスへのスイッチオーバーは、各デバイス上で設定されている優先度設定が変更
されたときに発生します。優先度値が最も高いデバイスは、アクティブ デバイスとして動作しま
す。アクティブデバイスまたはスタンバイデバイスで障害が発生した場合、重みと呼ばれる設定
可能な数値分、ルータの優先度が減らされます。アクティブデバイスの優先度が、スタンバイデ
バイスの優先度を下回る場合、スイッチオーバーが発生し、スタンバイデバイスがアクティブデ
バイスになります。このデフォルトの動作を無効にするには、RG について preemption 属性をディ
セーブルにします。また、インターフェイスのレイヤ 1 状態がダウン状態になった場合、各イン
ターフェイスを設定して優先度を減らします。設定した優先度によって、RG のデフォルト優先度
がオーバーライドされます
RG の優先度が変更されるエラー イベントごとに、タイム スタンプ、影響を受けた RG に関する
情報、以前の優先度、新しい優先度、およびエラー イベントの原因の説明を含む syslog エントリ
が生成されます。
デバイスまたはインターフェイスの優先度が設定可能なしきい値レベルを下回った場合にも、ス
イッチオーバーが発生します。
スタンバイ デバイスへのスイッチオーバーは、次の場合に発生します。
• アクティブ デバイス上で電力損失またはリロードが発生した場合（リロードを含む）。
• アクティブ デバイスのランタイム優先度がスタンバイ デバイスより低くなった場合（preempt
が設定されている場合）。
• アクティブ デバイスのランタイム優先度が設定されたしきい値より低くなった場合。
• アクティブ デバイスの冗長性グループが手動でリロードされた場合。手動リロードには、
redundancyapplicationreloadgrouprg-number コマンドを使用します。

対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ
WAN-WAN トポロジ向け VRF 対応 NAT の設定方法
VRF 対応ボックスツーボックス冗長性の設定は、ステートフル シャーシ間冗長性の設定と同じで
す。詳細については、『IP Addressing - ARP Configuration Guide』の「Configuring Stateful Interchassis
Redundancy」のモジュールを参照してください。
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対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ
WAN-WAN トポロジ向け VRF 対応 NAT の設定例
例：対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN
トポロジ向け VRF 対応 NAT の設定
WAN-WAN 対称ルーティング設定の例を次に示します。
vrf definition Mgmt-intf
address-family ipv4
exit-address-family
!
address-family ipv6
exit-address-family
!
!
vrf definition VRFA
rd 100:1
route-target export 100:1
route-target import 100:1
address-family ipv4
exit-address-family
!
!
no logging console
no aaa new-model
!
multilink bundle-name authenticated
!
redundancy
mode sso
application redundancy
group 1
preempt
priority 120
control GigabitEthernet 0/0/1 protocol 1
data GigabitEthernet 0/0/2
!
!
!
!
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
ip tftp blocksize 8192
!
track 1 interface GigabitEthernet 0/0/4 line-protocol
!
interface Loopback 0
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet 0/0/0
vrf forwarding VRFA
ip address 192.168.0.1 255.255.255.248
ip nat inside
negotiation auto
bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3
redundancy rii 2
!
interface GigabitEthernet 0/0/1
ip address 209.165.202.129 255.255.255.224
negotiation auto
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!
interface GigabitEthernet 0/0/2
ip address 192.0.2.1 255.255.255.224
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/0/3
ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/0/4
ip address 203.0.113.1 255.255.255.240
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0
vrf forwarding Mgmt-intf
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
negotiation auto
!
interface vasileft 1
vrf forwarding VRFA
ip address 10.4.4.1 255.255.0.0
ip nat outside
no keepalive
!
interface vasiright 1
ip address 10.4.4.2 255.255.0.0
no keepalive
!
router mobile
!
router bgp 577
bgp router-id 1.1.1.1
bgp log-neighbor-changes
neighbor 203.0.113.1 remote-as 223
neighbor 203.0.113.1 description PEERING to PTNR neighbor 10.4.4.1 remote-as 577
neighbor 10.4.4.1 description PEEERING to VASI VRFA interface
!
address-family ipv4
network 203.0.113.1 mask 255.255.255.240
network 10.4.0.0 mask 255.255.0.0
network 209.165.200.224 mask 255.255.255.224
neighbor 203.0.113.1 activate
neighbor 10.4.4.1 activate
neighbor 10.4.4.1 next-hop-self
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf VRFA
bgp router-id 4.4.4.4
network 192.168.0.0 mask 255.255.255.248
network 10.4.0.0 mask 255.255.0.0
redistribute connected
redistribute static
neighbor 192.168.0.2 remote-as 65004
neighbor 192.168.0.2 fall-over bfd
neighbor 192.168.0.2 activate
neighbor 10.4.4.2 remote-as 577
neighbor 10.4.4.2 description PEERING to VASI Global intf
neighbor 10.4.4.2 activate
exit-address-family
!
ip nat switchover replication http
ip nat pool att_pool 209.165.200.225 209.165.200.225 prefix-length 16
ip nat inside source list 4 pool att_pool redundancy 1 mapping-id 100 vrf VRFA overload
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 203.0.113.1 255.255.255.224 10.4.4.1
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.4.4.1
ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 10.4.4.1
ip route vrf Mgmt-intf 209.165.200.1 255.255.255.224 172.16.0.0
!
ip prefix-list VRF_Pool seq 5 permit 209.165.200.0/27
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ip prefix-list p1-adv-1 seq 5 permit 209.165.200.0/27
ip prefix-list p1-exist-1 seq 5 permit 203.0.113.193/27
logging esm config
access-list 4 permit 203.0.113.193 255.255.255.224
!
control-plane
line console 0
stopbits 1
!
line vty 0 3
login
!
line vty 4
password lab
login
!
end

対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ
WAN-WAN トポロジ向けの VRF 対応 NAT に関する追加の
参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NAT ステートフル シャーシ間冗長性

『Configuring Stateful Interchassis Redundancy』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ
WAN-WAN トポロジ向けの VRF 対応 NAT の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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報

表 8：対称ルーティング ボックスツーボックス冗長性を持つ WAN-WAN トポロジ向けの VRF 対応 NAT の機能
情報

機能名

リリース

機能情報

対称ルーティング ボックス
ツーボックス冗長性を持つ
WAN-WAN トポロジの場合の
VRF 対応 NAT

Cisco IOS XE リリー Cisco IOS XE リリース 3.14S では、ネット
ス 3.14S
ワーク アドレス変換（NAT）で対称ルー
ティング ボックスツーボックス冗長性を
持つ WAN-WAN トポロジの場合の VRF
対応 NAT 機能をサポートしています。こ
の機能は、VRF 対応ステートフル シャー
シ間冗長性および VRF 対応シャーシ間対
称ルーティングの 2 つの機能で構成され
ます
この機能によって導入または変更された
コマンドはありません。
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MPLS VPN と NAT の統合
MPLS VPN とのネットワーク アドレス変換（NAT）統合機能により、複数の マルチプロトコル
ラベル スイッチング（MPLS）バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）を単一デバイス
に設定して、連動するようにできます。MPLS VPN がすべて同じ IP アドレッシング スキームを
使用していたとしても、NAT は、どの MPLS VPN から IP トラフィックを受信するのかを区別で
きます。この拡張により、複数の MPLS VPN の顧客がサービスを共有しながら、各 MPLS VPN
が互いに完全に分離していることが保証されます。
• 機能情報の確認, 169 ページ
• MPLS VPN と NAT 統合の前提条件, 170 ページ
• MPLS VPN と NAT 統合の制約事項, 170 ページ
• MPLS VPN と NAT の統合について, 170 ページ
• NAT と MPLS VPN との統合方法, 172 ページ
• MPLS VPN と NAT 統合の設定例, 179 ページ
• 次の作業, 180 ページ
• MPLS VPN と NAT の統合に関する追加の参考資料, 181 ページ
• MPLS VPN と NAT の統合に関する機能情報, 181 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

MPLS VPN と NAT 統合の前提条件
• このモジュールの作業を実行する前に、「Configuring NAT for IP Address Conservation」モ
ジュールで説明されている概念をよく理解しておく必要があります。
• このモジュールの作業で使用する必要のあるアクセス リストはすべて、設定作業を開始する
前に設定しておく必要があります。アクセス リストの設定方法については、次の URL にあ
る『IP Access List Sequence Numbering』マニュアルを参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122s/122snwft/release/122s14/fsaclseq.htm

（注）

NAT コマンドで使用するアクセス リストが指定されている場合、NAT は一般によく使用され
る permit ip any any コマンドを、このアクセス リストではサポートしません。

MPLS VPN と NAT 統合の制約事項
内部 VPN 間と NAT との統合はサポートされていません。

MPLS VPN と NAT の統合について
NAT と MPLS VPN との統合の利点
MPLS サービス プロバイダーは、インターネット接続、ドメイン ネーム サーバ（DNS）、および
Voice over IP（VoIP）サービスなどの付加価値サービスを顧客に提供します。プロバイダーでは、
顧客がサービスに到達する際に顧客同士の IP アドレスが異なっていることを求めます。MPLS
VPN では、ネットワーク内で重複する IP アドレスを使用できるため、サービスを使用できるよう
に NAT を実装する必要があります。

NAT と MPLS VPN との統合に関する実装オプション
MPLS VPN ネットワークでの NAT 統合には 2 種類の手法があります。NAT は、すでに NAT でサ
ポートされている カスタマー エッジ（CE）ルータに実装するか、プロバイダー エッジ（PE）ルー
タに実装できます。NAT と MPLS VPN の統合機能によって、MPLS クラウド内の PE ルータ上に
NAT を実装できます。
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PE ルータ上での NAT 統合のシナリオ
次のシナリオで、PE ルータ上で NAT を統合できます。
• サービス ポイント：共有アクセスは、汎用インターフェイスまたは VPN インターフェイス
から可能です。
• NAT ポイント：NAT は、共有アクセス ゲートウェイに直接接続された PE ルータ、または
共有アクセス ゲートウェイに直接接続されていない PE ルータに設定できます。
• NAT インターフェイス：共有アクセス ゲートウェイ インターフェイスは、NAT の外部イン
ターフェイスとして設定されることも多くあります。NAT の内部インターフェイスには、
VPN の PE-CE インターフェイス、MPLS バックボーンへのインターフェイス、またはその両
方のいずれかです。共有アクセス ゲートウェイ インターフェイスは、内部インターフェイ
スとして設定することもできます。
• ルーティング タイプ：コモン サービスは、インターネット接続またはコモン サーバとする
ことができます。インターネット接続に対して、デフォルト ルートがサービスを使用するす
べての VPN カスタマーに伝播されます。共通サーバ アクセスに対して、スタティックまた
はダイナミックに学習されるルートが VPN カスタマーに伝播されます。
• NAT 設定：NAT は異なる設定（スタティック、ダイナミック、プール/インターフェイス
オーバーロード、ルート マップ）を持つことができます。
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図 に、MPLS VPN との典型的な NAT 統合を示します。インターネットおよび集中型メール サー
ビスに接続された PE ルータが、アドレス変換を実行するために使用されます。
図 11：MPLS VPN との典型的な NAT 統合

NAT と MPLS VPN との統合方法
ネットワークを設定する変換のタイプに応じて次の 1 つ以上の作業を実行します。

MPLS VPN を使用した内部ダイナミック NAT の設定
この作業を実行して、MPLS VPN と統合するためのダイナミック変換を行う NAT PE ルータを設
定します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmask
4. ipnat [inside | outside] source [list {access-list-number | access-list-name} | route-map name] [interface
type number | pool pool-name] vrf vrf-name[overload]
5. 設定する各 VPN に対してステップ 4 を繰り返します。
6. iproutevrfvrf-nameprefixmaskinterface-typeinterface-numbernext-hop-address
7. 設定する各 VPN に対してステップ 6 を繰り返します。
8. exit
9. showipnattranslationsvrfvrf-name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードなど、高位
の権限レベルをイネーブルにし
ます。

例：
Router> enable

• パスワードを入力します
（要求された場合）。

ステップ 2

グローバル コンフィギュレー
ション モードを開始します。

configureterminal
例：
Router# configure terminal

ステップ 3

NAT で使用される IP アドレス
プールを定義します。

ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmask
例：
Router(config)# ip nat pool inside 2.2.2.10 2.2.2.10 netmask
255.255.255.0

ステップ 4

ipnat [inside | outside] source [list {access-list-number | access-list-name} |
route-map name] [interface type number | pool pool-name] vrf
vrf-name[overload]

特定の VPN に NAT を設定で
きるようにします。

例：
Router(config)# ip nat inside source list 1 pool mypool vrf shop
overload

ステップ 5

設定する各 VPN に対してステップ 4 を繰り返します。

--
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

iproutevrfvrf-nameprefixmaskinterface-typeinterface-numbernext-hop-address 特定の VPN に NAT を設定で
きるようにします。
例：
Router(config)#
ip route vrf shop 0.0.0.0 0.0.0.0 ethernet 0 168.58.88.2

ステップ 7

設定する各 VPN に対してステップ 6 を繰り返します。

--

ステップ 8

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# exit

ステップ 9

showipnattranslationsvrfvrf-name
例：

（任意）仮想ルーティング/転
送（VRF）テーブル変換で使用
される設定を表示します。

Router# show ip nat translations vrf shop

MPLS VPN を使用した内部スタティック NAT の設定
この作業を実行して、MPLS VPN と統合するためにスタティック変換を行う NAT PE ルータを設
定します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnatinsidesource {static {esp local-ip interface type number | local-ip global-ip}} [extendable |
mapping-id map-id| no-alias | no-payload | redundancy group-name | route-map | vrf name]
4. 設定する各 VPN に対してステップ 3 を繰り返します。
5. iproutevrfvrf-nameprefixprefixmasknext-hop-addressglobal
6. 設定する各 VPN に対してステップ 5 を繰り返します。
7. exit
8. showipnattranslationsvrfvrf-name
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベ
ルをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求され

Router> enable

ステップ 2

た場合）。
グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

configureterminal
例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipnatinsidesource {static {esp local-ip interface type number VRF で内部スタティック変換をイネーブ
| local-ip global-ip}} [extendable | mapping-id map-id|
ルにします。
no-alias | no-payload | redundancy group-name | route-map
| vrf name]
例：
Router(config)#
ip nat inside source static 192.168.121.113 2.2.2.1
vrf shop

ステップ 4

設定する各 VPN に対してステップ 3 を繰り返します。 --

ステップ 5

iproutevrfvrf-nameprefixprefixmasknext-hop-addressglobal 複数のカスタマーでルートを共有できる
ようになります。
例：
Router(config)#
ip route vrf shop 0.0.0.0 0.0.0.0 168.58.88.2 global

ステップ 6

設定する各 VPN に対してステップ 5 を繰り返します。 --

ステップ 7

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# exit

ステップ 8

（任意）VRF 変換に使用される設定を表
示します。

showipnattranslationsvrfvrf-name
例：
Router# show ip nat translations vrf shop
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MPLS VPN との外部ダイナミック NAT 設定
この手順を実行して、MPLS VPN と統合するためのダイナミック外部変換を行う NAT PE ルータ
を設定します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnatpooloutsideglobal-iplocal-ipnetmasknetmask
4. ipnatinsidesourcestaticlocal-ipglobal-ipvrfvrf-name
5. 設定する各 VRF に対してステップ 4 を繰り返します。
6. ipnatoutsidesourcestaticglobal-iplocal-ipvrfvrf-name
7. exit
8. showipnattranslationsvrfvrf-name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイ
ネーブルにします。

例：
Router> enable

ステップ 2

configureterminal

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipnatpooloutsideglobal-iplocal-ipnetmasknetmask

設定済みの VRF を NAT 変換ルールと関連付け
ることができるようにします。

例：
Router(config)#
ip nat pool outside 4.4.4.1 4.4.4.254 netmask
255.255.255.00

ステップ 4

ipnatinsidesourcestaticlocal-ipglobal-ipvrfvrf-name 複数のカスタマーでルートを共有できるように
なります。
例：
Router(config)#
ip nat inside source static 192.168.121.113
2.2.2.1 vrf shop
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

設定する各 VRF に対してステップ 4 を繰り返し 複数のカスタマーでルートを共有できるように
ます。
なります。

ステップ 6

ipnatoutsidesourcestaticglobal-iplocal-ipvrfvrf-name 外部送信元アドレスの NAT 変換をイネーブル
にします。
例：
Router(config)#
ip nat outside source static 168.58.88.2
4.4.4.1 vrf shop

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

exit
例：
Router(config)# exit

ステップ 8

（任意）VRF 変換に使用される設定を表示しま
す。

showipnattranslationsvrfvrf-name
例：
Router# show ip nat translations vrf shop

MPLS VPN との外部スタティック NAT 設定
この作業を実行して、MPLS VPN と統合するためにスタティック外部変換を行う NAT PE ルータ
を設定します。

手順の概要
1. enable
2. configure {terminal | memory | network}
3. ipnatpoolinsideglobal-iplocal-ipnetmasknetmask
4. 設定するプールごとにステップ 3 を繰り返します。
5. ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpoolpool-namevrfvrf-name
6. 設定するプールごとにステップ 5 を繰り返します。
7. ipnatoutsidesourcestaticglobal-iplocal-ipvrf vrf-name
8. 設定するすべての VPN に対してステップ 7 を繰り返します。
9. exit
10. showipnattranslationsvrfvrf-name
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限
レベルをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求

Router> enable

ステップ 2

configure {terminal | memory | network}

された場合）。
グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipnatpoolinsideglobal-iplocal-ipnetmasknetmask
例：

設定済みの VRF を NAT 変換ルール
と関連付けることができるようにし
ます。

Router(config)# ip nat pool inside1 2.2.1.1 2.2.1.254
netmask 255.255.255.0

ステップ 4

設定するプールごとにステップ 3 を繰り返します。

ステップ 5

ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpoolpool-namevrfvrf-name 複数のカスタマーでルートを共有で
きるようになります。

--

例：
Router(config)#
ip nat inside source list 1 pool inside2 vrf shop

ステップ 6

設定するプールごとにステップ 5 を繰り返します。

アクセス リストを定義します。

ステップ 7

ipnatoutsidesourcestaticglobal-iplocal-ipvrf vrf-name

複数のカスタマーでルートを共有で
きるようになります。

例：
Router(config)#
ip nat outside source static 168.58.88.2 4.4.4.1 vrf shop

ステップ 8

設定するすべての VPN に対してステップ 7 を繰り返します。 --

ステップ 9

exit
例：
Router(config)# exit
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

showipnattranslationsvrfvrf-name

（任意）VRF 変換に使用される設定
を表示します。

例：
Router# show ip nat translations vrf shop

MPLS VPN と NAT 統合の設定例
MPLS VPN との内部ダイナミック NAT の設定：例
次に、MPLS VPN との内部ダイナミック NAT の設定例を示します。
!
ip nat pool inside 2.2.2.10 2.2.2.10 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool inside vrf bank overload
ip nat inside source list 1 pool inside vrf park overload
ip nat inside source list 1 pool inside vrf shop overload
!
ip route vrf shop 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet1/3 168.58.88.2
ip route vrf bank 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet1/3 168.58.88.2
ip route vrf park 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet1/3 168.58.88.2
!
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

MPLS VPN との内部スタティック NAT の設定：例
次に、MPLS VPN との内部スタティック NAT の設定例を示します。
!
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
!
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip

nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat

inside
inside
inside
inside
inside
inside
inside
inside
inside

route
route
route
route
route
route
route
route
route

source
source
source
source
source
source
source
source
source

static
static
static
static
static
static
static
static
static

192.168.121.113 2.2.2.1 vrf shop
192.168.122.49 2.2.2.2 vrf shop
192.168.121.113 2.2.2.3 vrf bank
192.168.22.49 2.2.2.4 vrf bank
192.168.121.113 2.2.2.5 vrf park
192.168.22.49 2.2.2.6 vrf park
192.168.11.1 2.2.2.11 vrf shop
192.168.11.3 2.2.2.12 vrf shop
140.48.5.20 2.2.2.13 vrf shop

2.2.2.1 255.255.255.255 Ethernet1/0 192.168.121.113
2.2.2.2 255.255.255.255 Ethernet1/0 192.168.121.113
2.2.2.3 255.255.255.255 Serial2/1.1 192.168.121.113
2.2.2.4 255.255.255.255 Serial2/1.1 192.168.121.113
2.2.2.5 255.255.255.255 FastEthernet0/0 192.168.121.113
2.2.2.6 255.255.255.255 FastEthernet0/0 192.168.121.113
2.2.2.11 255.255.255.255 Ethernet1/0 192.168.121.113
2.2.2.12 255.255.255.255 Ethernet1/0 192.168.121.113
2.2.2.13 255.255.255.255 Ethernet1/0 192.168.121.113
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MPLS VPN との外部ダイナミック NAT の設定：例
次に、MPLS VPN との外部ダイナミック NAT の設定例を示します。
!
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
!

nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat
nat

pool outside 4.4.4.1 4.4.4.254 netmask 255.255.255.0
inside source static 192.168.121.113 2.2.2.1 vrf shop
inside source static 192.168.122.49 2.2.2.2 vrf shop
inside source static 192.168.121.113 2.2.2.3 vrf bank
inside source static 192.168.22.49 2.2.2.4 vrf bank
inside source static 192.168.121.113 2.2.2.5 vrf park
inside source static 192.168.22.49 2.2.2.6 vrf park
outside source list 1 pool outside

MPLS VPN との外部スタティック NAT の設定：例
次に、MPLS VPN との外部スタティック NAT の設定例を示します。
!
ip default-gateway 10.1.15.1
ip nat pool inside1 2.2.1.1 2.2.1.254 netmask 255.255.255.0
ip nat pool inside2 2.2.2.1 2.2.2.254 netmask 255.255.255.0
ip nat pool inside3 2.2.3.1 2.2.3.254 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool inside2 vrf bank
ip nat inside source list 1 pool inside3 vrf park
ip nat inside source list 1 pool inside1 vrf shop
ip nat outside source static 168.58.88.2 4.4.4.1 vrf bank
ip nat outside source static 18.68.58.1 4.4.4.2 vrf park
ip nat outside source static 168.58.88.1 4.4.4.3 vrf shop
ip classless
ip route 192.170.10.0 255.255.255.0 Ethernet1/0 192.168.121.113
ip route 192.170.11.0 255.255.255.0 Serial2/1.1 192.168.121.113
ip route 192.170.12.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0 192.168.121.113
ip route vrf shop 0.0.0.0 0.0.0.0 168.58.88.2 global
ip route vrf bank 0.0.0.0 0.0.0.0 168.58.88.2 global
ip route vrf park 0.0.0.0 0.0.0.0 168.58.88.2 global
no ip http server
!
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

次の作業
• ネットワーク アドレス変換の詳細と IP アドレス変換のための NAT の設定については、「IP
アドレス保護用 NAT 設定」モジュールを参照してください。
• NAT の検証、モニタリング、およびメンテナンスについては、「Monitoring and Maintaining
NAT」モジュールを参照してください。
• NAT とアプリケーション レベル ゲートウェイを使用するには、「アプリケーション レベル
ゲートウェイでの NAT の使用」モジュールを参照してください。
• ハイ アベイラビリティを得るための NAT の設定については、「Configuring NAT for High
Availability」モジュールを参照してください。
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MPLS VPN と NAT の統合に関する追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 2547

『BGP/MPLS VPNs』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

MPLS VPN と NAT の統合に関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 9：MPLS VPN と NAT の統合に関する機能情報

機能名

リリース

機能の設定情報

『Integrating NAT with MPLS
VPNs』

12.1(13)T

MPLS VPN と NAT の統合機能では、複数の
マルチプロトコル ラベル スイッチング
（MPLS）VPN を単一のデバイス上で設定し
て連携させることができます。

15.1(1)SY
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NAT のモニタリングおよびメンテナンス
NAT のモニタリングおよびメンテナンス機能は、変換情報や統計情報の表示を使用して、ネッ
トワーク アドレス変換（NAT）のモニタリングを可能にします。これにより NAT 変換のロギン
グが可能になり、システム エラー メッセージや例外を記録、追跡できます。NAT のモニタリン
グおよびメンテナンス機能では、タイムアウトが期限切れになる前に NAT 変換をクリアするこ
とで、NAT を維持します。
このモジュールが NAT 機能のモニタリングおよびメンテナンスを行います。
• 機能情報の確認, 183 ページ
• NAT のモニタリングおよびメンテナンスの前提条件, 184 ページ
• NAT のモニタリングおよびメンテナンスの制約事項, 184 ページ
• NAT のモニタリングとメンテナンスについて, 184 ページ
• NAT のモニタリング方法とメンテナンス方法, 186 ページ
• NAT のモニタリングおよびメンテナンスの例, 190 ページ
• NAT のモニタリングおよびメンテナンスに関する追加の参考資料, 191 ページ
• NAT のモニタリングとメンテナンスの機能情報, 191 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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NAT のモニタリングおよびメンテナンスの前提条件
このモジュールの作業を実行する前に、「IP アドレス節約のための NAT 設定」モジュールに記載
された概念を理解し、ネットワーク内で NAT を設定しておく必要があります。

NAT のモニタリングおよびメンテナンスの制約事項
ネットワーク アドレス変換（NAT）用の Syslog はサポートされません。

NAT のモニタリングとメンテナンスについて
NAT の表示内容
IP ネットワーク アドレス変換（NAT）の変換情報には、2 つの基本タイプがあります。

変換エントリ
次の内容を含む、変換エントリ情報。
• アドレスを識別するポートのプロトコル。
• 1 つ以上の内部のローカル IP アドレスを外部に対して表すために使用できる合法的な IP ア
ドレス。
• 内部ネットワーク上のホストに割り当てられた IP アドレス（多くの場合 NIC やサービス プ
ロバイダーにより割り当てられた合法的アドレスではない）。
• 外部ホストが内部ネットワークに出現するときの IP アドレス（多くの場合 NIC やサービス
プロバイダーにより割り当てられた合法的アドレスではない）。
• 外部ネットワーク上のホストに、所有者が割り当てた IP アドレス。
• エントリが作成されてからの経過時間（「時間：分：秒」形式）。
• エントリが最後に使用されてからの経過時間（「時間：分：秒」形式）。
• 変換タイプを示すフラグ。次のようなフラグがあります。
• extended：拡張変換。
• static：スタティック変換。
• destination：循環式変換。
• outside：外部変換。
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• timing out：TCP finish（FIN）または reset（RST）フラグにより、以後変換を使用しな
い。

統計情報
統計情報には次のような内容が含まれます。
• システム内でアクティブな変換の総数。この数値は、変換が作成されるたびに増加し、変換
がクリアまたはタイムアウトになるたびに減少します。
• ipnatoutside コマンドで outside とマークされたインターフェイスのリスト。
• ipnatinside コマンドで inside とマークされたインターフェイスのリスト。
• ソフトウェアが変換テーブル参照を行ってエントリを発見した回数。
• ソフトウェアが変換テーブル参照を行ったが、エントリが見つからず、エントリ作成を試行
する必要があった回数。
• ルータが起動されてから、期限切れになった変換の累積数。
• ダイナミック マッピングについての情報。
• 内部の発信元変換に関する情報。
• 変換に使用されているアクセス リスト番号。
• プールの名前。
• そのプールを使用している変換の数。
• プールで使用されている IP ネットワーク マスク。
• プール範囲の開始 IP アドレス。
• プール範囲の終了 IP アドレス。
• プールのタイプ。汎用タイプまたは循環タイプです。
• 変換に使用可能なプール内のアドレスの数。
• 使用されているアドレスの数。
• プールからの割り当てに失敗した数。
NAT では、ログ オプションを設定したアクセス コントロール リスト（ACL）をサポートしてい
ません。同様の機能は、次のオプションのいずれかを使用して実現できます。
• ロギング オプションを持つ物理インターフェイスまたは 仮想 LAN（VLAN）。
• NetFlow の使用。
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ダイナミック NAT ハーフエントリの NAT 強制的クリア
ダイナミック NAT ハーフエントリの NAT 強制的クリア機能は、内部または外部アドレスを指定
することで、変換テーブルの表示をフィルタします。この機能は、子変換があるアクティブなダ
イナミック ネットワーク アドレス変換（NAT）の ハーフエントリを強制的にクリアする、clear
ip nat translation forced コマンドを実装します。

NAT のモニタリング方法とメンテナンス方法
NAT 変換情報の表示
手順の概要
1. enable
2. showipnattranslations [verbose]
3. showipnatstatistics

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

showipnattranslations [verbose]

（任意）アクティブな NAT 変換を表示します。

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 3

（任意）アクティブな NAT 変換の統計を表示しま
す。

showipnatstatistics
例：
Device# show ip nat statistics

例：
次に、showipnattranslations コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat translations
Pro Inside global

Inside local
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Outside global
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tcp 192.168.1.1:514
192.168.2.3:53
tcp 192.168.1.1:513
192.168.2.2:53
tcp 192.168.1.1:512
192.168.2.4:53
Total number of translations: 3

192.168.2.22:256
192.168.2.22:256
192.168.2.22:256

192.168.2.22:256
192.168.2.22:256
192.168.2.22:256

次に、 show ip nat translations verbose コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat translations verbose
Pro Inside global
Inside local
Outside local
Outside global
tcp 192.168.1.1:514
192.168.2.3:53
192.168.2.22:256
192.168.2.22:256
create 04/09/11 10:51:48, use 04/09/11 10:52:31, timeout: 00:01:00
Map-Id(In):1, Mac-Address: 0000.0000.0000 Input-IDB: GigabitEthernet0/3/1
entry-id: 0x8ef80350, use_count:1
tcp 192.168.1.1:513
192.168.2.2:53
192.168.2.22:256
192.168.2.22:256
create 04/09/11 10:51:48, use 04/09/11 10:52:31, timeout: 00:01:00
Map-Id(In):1, Mac-Address: 0000.0000.0000 Input-IDB: GigabitEthernet0/3/1
entry-id: 0x8ef801b0, use_count:1
tcp 192.168.1.1:512
192.168.2.4:53
192.168.2.22:256
192.168.2.22:256
create 04/09/11 10:51:48, use 04/09/11 10:52:31, timeout: 00:01:00
Map-Id(In):1, Mac-Address: 0000.0000.0000 Input-IDB: GigabitEthernet0/3/1
entry-id: 0x8ef80280, use_count:1
Total number of translations: 3

次に、showipnatstatistics コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat statistics
Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)
Outside interfaces:
GigabitEthernet0/3/0
Inside interfaces:
GigabitEthernet0/3/1
Hits: 3228980 Misses: 3
CEF Translated packets: 0, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 pool pool1 refcount 3
pool pool1: netmask 255.255.255.0
start 198.168.1.1 end 198.168.254.254
type generic, total addresses 254, allocated 0 (0%), misses 0
longest chain in pool: pool1's addr-hash: 0, average len 0,chains 0/256
Pool stats drop: 0 Mapping stats drop: 0
Port block alloc fail: 0
IP alias add fail: 0
Limit entry add fail: 0

タイムアウト前の NAT エントリのクリア
デフォルトでは、ある時点でダイナミック アドレス変換は NAT 変換テーブルからタイムアウト
になります。タイムアウトの前にエントリをクリアするには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. clearipnattranslationinsideglobal-iplocal-ipoutsidelocal-ipglobal-ip
3. clearipnattranslationoutsideglobal-iplocal-ip
4. clearipnattranslationprotocolinsideglobal-ipglobal-portlocal-iplocal-portoutsidelocal-iplocal-port
global-ipglobal-port
5. clearipnattranslation {* | [forced] | [insideglobal-iplocal-ip] [outsidelocal-ipglobal-ip]}
6. clearipnattranslationinsideglobal-iplocal-ip [forced]
7. clearipnattranslationoutsidelocal-ipglobal-ip [forced]
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手順の詳細
コマンドまたはアクション
enable
ス
テッ
プ 1 例：

目的
特権 EXEC モードを
イネーブルにしま
す。

Device> enable

• パスワードを入
力します（要求
された場合）。
clearipnattranslationinsideglobal-iplocal-ipoutsidelocal-ipglobal-ip
ス
テッ
プ 2 例：
Device# clear ip nat translation inside 192.168.2.209 192.168.2.95 outside
192.168.2.100 192.168.2.101

（任意）内部変換を
含む単一のダイナ
ミック ハーフエント
リ、またはダイナ
ミック設定で作成さ
れた内部変換と外部
変換の両方をクリア
します。
• ダイナミック
ハーフエントリ
がクリアされる
のは、子変換を
持たない場合だ
けです。

clearipnattranslationoutsideglobal-iplocal-ip
ス
テッ
プ 3 例：
Device# clear ip nat translation outside 192.168.2.100 192.168.2.80

（任意）ダイナミッ
ク設定で作成された
外部変換を含む単一
のダイナミック ハー
フエントリをクリア
します。
• ダイナミック
ハーフエントリ
がクリアされる
のは、子変換を
持たない場合だ
けです。
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コマンドまたはアクション

目的

clearipnattranslationprotocolinsideglobal-ipglobal-portlocal-iplocal-portoutsidelocal-iplocal-port （任意）UDP 変換エ
ス
テッ global-ipglobal-port
ントリだけをクリア
プ4
します。
例：
Device # clear ip nat translation udp inside 192.168.2.209 1220 192.168.2.195 1220
outside 192.168.2.13 53 192.168.2.132 53

clearipnattranslation {* | [forced] | [insideglobal-iplocal-ip] [outsidelocal-ipglobal-ip]}
ス
テッ
プ 5 例：
Device# clear ip nat translation *

（任意）ダイナミッ
ク変換すべて（*もし
くは forced キーワー
ドを使用）、内部変
換を含む単一のダイ
ナミック ハーフエン
トリ、外部変換を含
む単一のダイナミッ
ク ハーフエントリの
いずれかをクリアし
ます。
• 単一のダイナ
ミック ハーフエ
ントリがクリア
されるのは、子
変換を持たない
場合だけです。

clearipnattranslationinsideglobal-iplocal-ip [forced]
ス
テッ
プ 6 例：
Device# clear ip nat translation inside 192.168.2.209 192.168.2.195 forced

（任意）対応する外
部変換の有無にかか
わらず、ダイナミッ
ク設定で作成された
内部変換を含む単一
のダイナミック ハー
フエントリおよびそ
の子変換を、強制的
にクリアします。
• ダイナミック
ハーフエントリ
は、子変換の有
無にかかわら
ず、必ずクリア
されます。
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コマンドまたはアクション

目的

clearipnattranslationoutsidelocal-ipglobal-ip [forced]
ス
テッ
プ 7 例：

（任意）ダイナミッ
ク設定で作成された
外部変換を含む単一
のダイナミック ハー
フエントリおよびそ
の子変換を、強制的
にクリアします。

Device# clear ip nat translation outside 192.168.2.100 192.168.2.80 forced

• ダイナミック
ハーフエントリ
は、子変換の有
無にかかわら
ず、必ずクリア
されます。

NAT のモニタリングおよびメンテナンスの例
例：UDP NAT 変換 のクリア
次の例では、UDP エントリがクリアされる前後のネットワーク アドレス変換（NAT）エントリを
示しています。
Device# show ip nat translation
Pro Inside global
Inside local
udp 192.168.2.20:1220
192.168.2.95:1220
tcp 192.168.2.20:11012
192.168.2.209:11012
tcp 192.168.2.20:1067
192.168.2.20:1067

Outside local
192.168.2.22:53
171.69.1.220:23
192.168.2.20:23

Outside global
192.168.2.20:53
192.168.2.20:23
192.168.2.20:23

Device# clear ip nat translation udp inside 192.168.2.20:1067 192.168.2.20:1067 outside
192.168.2.20:23 192.168.2.20:23
Device# show ip nat translation
Pro Inside global
Inside local
Outside local
udp 192.168.2.20:1220 192.168.2.95:1220
192.168.2.22:53
tcp 192.168.2.20:11012 192.168.2.209:11012 171.69.1.220:23
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NAT のモニタリングおよびメンテナンスに関する追加の
参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド：コマンド構文、コマンド モー 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド、コマンド履歴、デフォルト、使用に関する Reference』
注意事項、および例
IP アドレス節約のための NAT

IP アドレス節約のための NAT 設定モジュール

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

NAT のモニタリングとメンテナンスの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 10：NAT のモニタリングとメンテナンスの機能情報

機能名

リリース

機能情報

ダイナミック NAT ハーフエン Cisco IOS XE Release ダイナミック NAT ハーフエントリの NAT
2.4
トリの NAT 強制的クリア
強制的クリア機能では、内部または外部ア
ドレスの指定により、変換テーブルの表示
をフィルタリングします。
clear ip nat translations forced コマンドと
show ip nat translations コマンドが導入ま
たは変更されています。
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VRF ごとの NAT の高速ロギングの有効化
VRF ごとの NAT の高速ロギング機能では、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンス
のネットワーク アドレス変換（NAT）の高速ロギング（HAL）を有効または無効にすることが
できます。
このモジュールでは、VRF の HSL を有効化する方法を説明しています。
• 機能情報の確認, 193 ページ
• VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化について, 194 ページ
• VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化の設定方法, 195 ページ
• VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化の設定例, 197 ページ
• VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化に関する追加の参考資料, 197 ページ
• VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化の設定例, 198 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化について
NAT の高速ロギング
ネットワーク アドレス変換（NAT）は、高速ロギング（HSL）をサポートします。HSL が設定さ
れている場合、NAT はルーティング デバイス（バージョン 9 の NetFlow に似た記録と同様）を通
じて外部コレクタに流れるパケットのログを提供します。記録は各バインディング（バインディ
ングは、ローカル アドレスと、ローカル アドレスが変換されるグローバル アドレス間のアドレ
ス バインディング）に、セッションが作成されて破棄されるときに送信されます。セッション記
録には、情報の完全な 5 タプル（送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、送信元ポート、宛先ポー
ト、およびプロトコル）が含まれます。1 つのタプルは、要素の番号付きリストです。NAT は、
NAT プールのアドレスが不足した（プールの枯渇とも呼ばれます）場合も、HSL メッセージを送
信します。プールの枯渇メッセージはレート制限であるため、プールの枯渇状態に当たる各パケッ
トは HSL メッセージをトリガーしません。
次の表は、HSL バインドおよびセッションの作成または破棄のテンプレートを示します。
表 11：HSL バインドおよびセッションの作成または破棄のテンプレート

フィールド

書式

ID

値

Source IP address

IPv4 アドレス

8

不定

Translated source IP
address

IPv4 アドレス

225

不定

Destination IP address

IPv4 アドレス

12

不定

226

不定

Translated destination IP IPv4 アドレス
address
Original source port

16 ビット ポート

7

不定

Translated source port

16 ビット ポート

227

不定

11

不定

Original destination port 16 ビット ポート
Translated destination
port

16 ビット ポート

228

不定

Virtual routing and
forwarding (VRF) ID

32 ビット ID

234

不定

Protocol

8 ビット値

4

不定
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フィールド

書式

ID

値

Event

8 ビット値

230

0：無効
1：イベントの追加
2：イベントの削除

Unix timestamp in
milliseconds

64 ビット値

323

不定
（注）

お使いのリ
リース バー
ジョンに応じ
て、この
フィールドを
使用できま
す。

次の表は、HSL プールの枯渇のテンプレートについて示したものです。
表 12：HSL プールの枯渇のテンプレート

フィールド

書式

ID

値

NAT pool ID

32 ビット値

283

不定

NAT event

8 ビット値

230

3：プールの枯渇

VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化の設定方法
NAT 変換の高速ロギングの有効化
高速ロギング（HSL）は、すべてのネットワーク アドレス変換（NAT）に対してか、または特定
の VPN の変換に対して有効化または無効化できます。
すべての VPN 変換および 非 VPN 変換に対して HSL を有効化するには、ipnatlogtranslations
flow-exportv9udpdestination コマンドを最初に使用する必要があります。VPN 変換は、Virtual
Routing and Forwarding（VRF）変換とも呼ばれます。
HSL をすべての NAT 変換に対して有効化した後、ipnatlogtranslationsflow-exportv9vrf-name コマ
ンドを使用すると、変換を特定のVPNに対して有効化または無効化できます。このコマンドを使
用すると、コマンドが明示的に有効化されている VPN を除くすべての VPN に対して HSL が無効
化されます
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnatlogtranslationsflow-exportv9udpdestinationaddrportsourceinterfaceinterface-number
4. ipnatlogtranslationsflow-exportv9 {vrf-name | global-on}
5. exit

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイ
ネーブルにします。

例：
Device> enable

• パスワードを入力
します（要求され
た場合）。

ステッ
プ2

configureterminal
例：

グローバル コンフィ
ギュレーション モード
を開始します。

Device# configure terminal

ステッ
プ3

ipnatlogtranslationsflow-exportv9udpdestinationaddrportsourceinterfaceinterface-number すべての VPN および非
VPN 変換に対して高速
例：
ロギングを有効にしま
Device(config)# ip nat log translations flow-export v9 udp destination 10.10.0.1
す。
1020 source GigabitEthernet 0/0/0

ステッ
プ4

ipnatlogtranslationsflow-exportv9 {vrf-name | global-on}
例：
Device(config)# ip nat log translations flow-export v9 VPN-18

ステッ
プ5

exit
例：
Device(config)# exit
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に対して高速ロギング
を有効化または無効化
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（任意）グローバル コ
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EXEC モードを開始し
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VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化の設定例
例：NAT 変換の高速ロギングの有効化
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat log translations flow-export v9 udp destination 10.10.0.1 1020 source
GigabitEthernet 0/0/0
Device(config)# ip nat log translations flow-export v9 VPN-18
Device(config)# exit

VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化に関する追加の参
考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。
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VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化の設定例
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 13：VRF ごとの NAT 高速ロギングの有効化の機能情報

機能名

リリース

VRF ごとの NAT の高 Cisco IOS XE Release
3.1S
速ロギングの有効化

機能情報
VRF ごとの NAT の高速ロギング機能では、仮
想ルーティングおよび転送（VRF）インスタン
スのネットワーク アドレス変換（NAT）の高速
ロギング（HAL）を有効または無効にすること
ができます。
ip nat log translations flow-export コマンドが導
入または変更されています。
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ステートレス ネットワーク アドレス変換 64
ステートレス ネットワーク アドレス変換 64（NAT64）機能では、IPv6 パケットと IPv4 パケッ
トを相互に変換する変換メカニズムを提供します。この変換処理では、IPv6 ヘッダー全体（拡張
ヘッダーを含む）の解析、関連情報の抽出、および IPv4 ヘッダーへの変換を行います。同様に、
IPv4 ヘッダーについても IPv4 オプションを含む全体を解析して、IPv6 ヘッダーを構築します。
この処理は、ステートレス NAT64 変換が設定されているインターフェイス上で、パケットごと
に行われます。
ステートレス NAT64 トランスレータは、ネイティブ IPv6 または IPv4 通信を可能にし、IPv4 ネッ
トワークと IPv6 ネットワークの共存を図ります。
ステートレス NAT64 トランスレータでは、データパス内の状態情報を維持しません。このトラ
ンスレータは、IPv4/IPv6 変換用のフレームワークに関する IETF ワーキング グループの Behavior
Engineering for Hindrance Avoidance（BEHAVE）ドラフトに基づいています。このドラフトには、
トランスポート層ヘッダーおよび Internet Control Message Protocol（ICMP）を含め、IPv6 パケッ
トと IPv4 パケットを相互に変換するためのメカニズムが記載されています。
• 機能情報の確認, 200 ページ
• ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 の制約事項, 200 ページ
• ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 について, 200 ページ
• ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 の設定方法, 204 ページ
• ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 の設定例, 214 ページ
• ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 に関する追加の参考資料, 215 ページ
• ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 の機能情報, 216 ページ
• 用語集, 216 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 の制約事項
ステートレス NAT64 機能には次の制限が適用されます。
• 有効な IPv4 変換可能アドレスだけがステートレス変換に使用できます。
• マルチキャストはサポートされません。
• 対応するアプリケーション レイヤ ゲートウェイ（ALG）のないアプリケーションでは、ス
テートレス NAT64 トランスレータを適切に使用出来ないことがあります。
• IPv4 オプション、IPv6 ルーティング ヘッダ、ホップバイホップ拡張ヘッダー、宛先オプショ
ン ヘッダー、および送信元ルーティング ヘッダーの変換はサポートされません。
• UDP チェックサムを含まないフラグメント化された IPv4 UDP パケットは変換されません。
• ゼロ UDP チェックサムの IPv6 パケットは変換されません。
• NAT44（スタティック、ダイナミック、およびポート アドレス変換 [PAT]）の設定とステー
トレス NAT64 の設定は、同じインターフェイスではサポートされていません。

ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 について
IPv6 および IPv4 ネットワークでの IP データグラムのフラグメンテー
ション
IPv4 ネットワークでは、任意の中継ルータが IP データグラムのフラグメンテーションを行うこと
ができます。ただし IPv6 ネットワークでは、フラグメンテーションは発信元の IPv6 ホストのみ
行うことができます。IPv6 ネットワークでのフラグメンテーションは IPv6 ホストで行われるた
め、パス最大伝送ユニット（PMTU）ディスカバリも IPv6 ホストで行われるべきです。ただし
PMTU ディスカバリは、ルータがパケットをフラグメント化できる IPv4 ネットワークではできま
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せん。IPv4 ネットワークでは、IPv6 データグラムをフラグメント化するためにステートレス NAT64
トランスレータが使用され、IPv4 ヘッダーに Don't Fragment（DF）ビットを設定します。同様に、
IPv4 フラグメントを受信すると、トランスレータは IPv6 パケットにフラグメント ヘッダーを追
加できます。

ステートレス NAT64 変換向けの ICMP の変換
IP/ICMP 変換アルゴリズムの IETF ドラフトでは、IPv4 と IPv6 間での変換が必要な ICMP タイプ
またはコードについて説明します。ICMP エラーは実際の IP ヘッダーと転送ヘッダーを埋め込み
ます。ICMP エラーが IP ヘッダーに組み込まれるため、IP ヘッダーは正しく変換されません。
ICMP エラー パケットでは、ステートレス NAT64 変換は 2 回（外側のヘッダー用に 1 回、組み込
みヘッダー用にもう 1 回）適用する必要があります。

IPv4 変換可能 IPv6 アドレス
IPv4 変換可能 IPv6 アドレスは、ステートレス変換機能で使用するために IPv6 ノードに割り当て
られた IPv6 アドレスです。IPv4 変換可能アドレスは、可変長プレフィックス、組み込み IPv4 ア
ドレス、固定ユニバーサル ビット（U ビット）、および場合によってサフィックスで構成されま
す。IPv4 組み込み IPv6 アドレスは、その中の 32 ビットが IPv4 アドレスを含む IPv6 アドレスで
す。この形式は、IPv4 変換済み、および IPv4 変換可能 IPv6 アドレスで同じです。
次の図は、複数の異なるプレフィックスと組み込み IPv4 アドレス位置を含む、IPv4 変換可能 IPv6
アドレス形式を示します。
図 12：IPv4 変換可能 IPv6 アドレスの形式

プレフィックスの形式
IPv6 アドレスの先頭のビットのセットは、プレフィックスと呼ばれます。プレフィックス長は、
アドレスの上位連続ビット何個でプレフィックスが構成されているかを示す 10 進数値です。
IPv6 パケットからの IPv4 アドレスの構築には、組み込み IPv4 アドレスが使用されます。ステー
トレス NAT64 トランスレータでは、プレフィックス長を使用して、IPv6 変換可能アドレスに埋め
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込まれた IPv4 アドレスを導出する必要があります。トランスレータでは、プレフィックスとプレ
フィックス長に基づいて IPv6 変換可能アドレスを構築し、アルゴリズムに基づいて IPv4 アドレ
スを埋め込む必要があります。
IETF アドレス形式 BEHAVE ドラフトによると、IPv6 アーキテクチャで定義されている u ビット
（ビット 70）はゼロに設定する必要があります。u ビットの使用法の詳細については、RFC 2464
を参照してください。予約オクテット（u オクテット）は、IPv6 アドレスアーキテクチャで定義
されているホスト識別子形式との互換性のために予約されています。トランスレータでは、IPv6
パケットの構築時に、u ビットが改ざんされておらず、RFC 2373 の推奨値に設定されていること
を確認する必要があります。サフィックスは、トランスレータによりすべてゼロに設定されます。
IETF では、u オクテット の 8 ビット（ビット範囲 64 ～ 71）をゼロに設定することを推奨してい
ます。
32、40、48、56、64、または 96 のプレフィックス長はステートレス NAT64 変換に対してサポー
トされています。ウェルノウン プレフィックス（WKP）はサポートされていません。トラフィッ
クが IPv4 から IPv6 の方向に流れるときは、ステートフル変換でのみ WKP または設定済みプレ
フィックスを追加できます。

サポートされるステートレス NAT64 シナリオ
IPv4/IPv6 トランスレータの IETF フレームワーク ドラフト では、ステートレス NAT64 変換用に
8 つのネットワーク通信シナリオを記載しています。次のシナリオが Cisco IOS ステートレス NAT64
機能によってサポートさており、この項で説明しています。
• シナリオ 1 - IPv6 ネットワークから IPv4 インターネット
• シナリオ 2 - IPv4 インターネットから IPv6 ネットワーク
• シナリオ 5 - IPv6 ネットワークから IPv4 ネットワーク
• シナリオ 6 - IPv4 ネットワークから IPv6 ネットワーク
シナリオ 1 および 2 のステートレス変換を下の図に示します。IPv6 のみのネットワークが IPv4 イ
ンターネットと通信します。
図 13：シナリオ 1 および 2 のステートレス変換

シナリオ 1 は、IPv6 で開始される接続であり、シナリオ 2 は IPv4 で開始される接続です。これら
の 2 つのシナリオでステートレス NAT64 による変換が行われるのは、IPv6 アドレスが IPv4 に変
換可能な場合だけです。これらの 2 つのシナリオでは、IPv4 インターネットと通信する各 IPv6 ホ
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ストがグローバルにルーティング可能な IPv4 アドレスであるため、ステートレス NAT64 機能は
IPv4 アドレス枯渇の問題の回避に役立ちません。この消費は、デュアルスタックとしての IPv4 消
費率に似ています。一方、利点は、内部ネットワークが 100 % IPv6 であることです。これによ
り、管理（アクセス コントロール リスト、ルーティング テーブル）が容易になり、IPv4 はステー
トレス トランスレータが存在するエッジにのみ存在します。
以下の図は、シナリオ 5 と 6 のステートレス変換を示しています。IPv4 ネットワークと IPv6 ネッ
トワークは同じ組織内にあります。
図 14：シナリオ 5 および 6 のステートレス変換

使用される IPv4 アドレスは、パブリック IPv4 アドレスまたは RFC 1918 アドレスです。使用され
る IPv6 アドレスは、パブリック IPv6 アドレスまたは固有ローカル アドレス（ULA）です。
これらのシナリオは、いずれも、IPv4 ネットワークと通信する IPv6 ネットワークで構成されま
す。シナリオ 5 は IPv6 によって開始された接続で、シナリオ 6 は IPv4 によって開始された接続
です。IPv4 および IPv6 アドレスはパブリック アドレスではない場合があります。これらのシナ
リオは、シナリオ 1 および 2 に似ています。ステートレス NAT64 機能では、IPv6 アドレスが IPv4
に変換可能な場合に、これらのシナリオをサポートします。

ステートレス NAT64 変換用の複数のプレフィックス サポート
送信元アドレスと宛先アドレスの両方に同じ IPv6 プレフィックスを使用するネットワーク トポロ
ジは、ルーティングを正しく処理できず、トラブルシューティングしにくい場合があります。ス
テートレス NAT64 機能は、ステートレス変換用の複数のプレフィックスをサポートすることで、
Cisco IOS XE リリース 3.3S 以降のリリースにおいて、これらの課題に対処しています。IPv4 イン
ターネット全体は、IPv6 ネットワークに使用されるものとは別のプレフィックスを使用している
ように表示されます。
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ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 の設定方法
ステートレス NAT64 通信用のルーティング ネットワークの設定
このタスクを実行して、ステートレス NAT64 通信用のルーティング ネットワークを設定および
検証します。ステートレス NAT64 は、NAT 設定がスタティック、ダイナミック、オーバーロー
ドのいずれの場合も設定できます。

はじめる前に
• ネットワーク内の任意のホストに割り当てられる IPv6 アドレスは、有効な IPv4 変換可能ア
ドレスを持つ必要があります（ホストに割り当てられるIPv4アドレスについても同様です）。
• この設定を有効にするには、ipv6unicast-routing コマンドを有効化する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6unicast-routing
4. interface typenumber
5. description string
6. ipv6enable
7. ipv6address {ipv6-address/prefix-length | prefix-namesub-bits/prefix-length}
8. nat64enable
9. exit
10. interface typenumber
11. descriptionstring
12. ipaddress ip-addressmask
13. nat64enable
14. exit
15. nat64prefixstateless ipv6-prefix/length
16. nat64route ipv4-prefix/maskinterface-typeinterface-number
17. ipv6 routeipv4-prefix/length interface-type interface-number
18. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

IPv6 ユニキャスト データグラムの転送をイネーブルに
します。

ipv6unicast-routing
例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 4

interface typenumber

インターフェイス タイプを設定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/0

ステップ 5

description string

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description interface
facing ipv6

ステップ 6

ipv6enable

インターフェイス上で IPv6 処理を有効化します。

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 7

ipv6address {ipv6-address/prefix-length |
prefix-namesub-bits/prefix-length}

IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6 アドレ
スを設定し、インターフェイスにおける IPv6 処理をイ
ネーブルにします。

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8::1/128
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

nat64enable

IPv6 インターフェイス上でステートレス NAT64 変換
を有効化します。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 9

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 10

interface typenumber

インターフェイス タイプを設定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
1/2/0

ステップ 11

descriptionstring

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description interface
facing ipv4

ステップ 12

ipaddress ip-addressmask

インターフェイスに IPv4 アドレスを設定します。

例：
Device(config-if)# ip address
198.51.100.1 255.255.255.0

ステップ 13

nat64enable

IPv4 インターフェイス上でステートレス NAT64 変換
を有効化します。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 14

exit
例：
Device(config-if)# exit
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ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

nat64prefixstateless ipv6-prefix/length

IPv4 アドレスを IPv6 アドレスに変換するために IPv4
ホストに付加するステートレス NAT64 プレフィックス
を定義します。

例：
Device(config)# nat64 prefix stateless
2001:0db8:0:1::/96

ステップ 16

• このコマンドでは、IPv6 ホスト用に IPv4 変換可
能アドレスを作成するときに使用する必要がある
プレフィックスも指定します。

nat64route
正しい IPv6 インターフェイスへ向けて IPv4 トラフィッ
ipv4-prefix/maskinterface-typeinterface-number クをルーティングします。
例：
Device(config)# nat64 route
203.0.113.0/24 gigabitethernet 0/0/0

ステップ 17

ipv6 routeipv4-prefix/length interface-type
interface-number
例：
Device(config)# ipv6 route
2001:DB8:0:1::CB00:7100/120
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 18

end

変換したパケットを IPv4 アドレスへルーティングしま
す。
• ネットワークで IPv6 ルーティング プロトコルを
実行していない場合は、ipv6 route コマンドを設
定する必要があります。
グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステートレス NAT64 変換用の複数のプレフィックスの設定
このタスクは、ステートレス NAT64 変換用の複数のプレフィックスの設定時に実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipv6unicast-routing
4. interfacetypenumber
5. ipv6address {ipv6-address/prefix-length | prefix-namesub-bits/prefix-length}
6. ipv6enable
7. nat64enable
8. nat64 prefix stateless v6v4ipv6-prefix/length
9. exit
10. interfacetypenumber
11. ipaddressip-addressmask
12. negotiation auto
13. nat64 enable
14. exit
15. nat64prefixstateless v4v6ipv6-prefix/length
16. nat64routeipv4-prefix/maskinterface-typeinterface-number
17. ipv6 routeipv6-prefix/lengthinterface-type interface-number
18. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6unicast-routing
例：
Router(config)# ipv6 unicast-routing
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

interfacetypenumber

インターフェイス タイプを設定し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0

ステップ 5

IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6
アドレスを設定し、インターフェイスにおける
IPv6 処理をイネーブルにします。

ipv6address {ipv6-address/prefix-length |
prefix-namesub-bits/prefix-length}
例：
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8::1/128

ステップ 6

インターフェイス上で IPv6 処理を有効化しま
す。

ipv6enable
例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 7

IPv6 インターフェイス上でステートレス NAT64
変換を有効化します。

nat64enable
例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 8

ステートレス NAT 64 変換の IPv4 ホストに IPv6
アドレスをマッピングします。

nat64 prefix stateless v6v4ipv6-prefix/length
例：

• このコマンドのNAT64プレフィックスは、

Device(config-if)# nat64 prefix stateless v6v4
2001:0db8:0:1::/96

ステップ 9

IPv6 から IPv4 への方向に到着したソース
パケットと同じです。
インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードに戻ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 10

インターフェイス タイプを設定し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface gigabitethernet 1/2/0

ステップ 11

インターフェイスに IPv4 アドレスを設定しま
す。

ipaddressip-addressmask
例：
Device(config-if)# ip address 203.0.113.1
255.255.255.0
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

negotiation auto

インターフェイスの速度、デュプレックス、お
よび自動フロー制御を自動ネゴシエーションプ
ロトコルで設定できるようにします。

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 13

nat64 enable

IPv4 インターフェイス上でステートレス NAT64
変換を有効化します。

例：
Router(config-if)# nat64 enable

ステップ 14

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードに戻ります。

Router(config-if)# exit

ステップ 15

nat64prefixstateless v4v6ipv6-prefix/length
例：
Device(config)# nat64 prefix stateless v4v6
2001:DB8:2::/96

ステップ 16

ステートレス NAT 64 変換の IPv6 ホストに IPv4
アドレスをマッピングします。
• このコマンドでは、IPv6 ホスト用の IPv4
変換可能アドレスを作成するためのプレ
フィックスを指定します。

nat64routeipv4-prefix/maskinterface-typeinterface-number 正しい IPv6 インターフェイスへ向けて IPv4 ト
ラフィックをルーティングします。
例：
Device(config)# nat64 route 203.0.113.0/24
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 17

ipv6 routeipv6-prefix/lengthinterface-type interface-number 変換したパケットを IPv4 アドレスへルーティン
グします。
例：
Device(config)# ipv6 route
2001:DB8:0:1::CB00:7100/120 gigabitethernet 0/0/0

ステップ 18

end
例：
Device(config)# end
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ステートレス NAT64 ルーティング ネットワークのモニタリングとメン
テナンス
ステートレス NAT64 ルーティング ネットワークを検証およびモニタリングするには、このタス
クを実行します。特権 EXEC モードになったら、コマンドを任意の順序で入力できます。

手順の概要
1. shownat64statistics
2. showipv6route
3. showiproute
4. debugnat64{all | ha {all | info | trace | warn} | id-manager | info | issu {all | message | trace} | memory
| statistics | trace | warn}
5. ping [protocol [tag]] {host-name | system-address}

手順の詳細
ステップ 1

shownat64statistics
このコマンドは、変換されて廃棄されるパケットのグローバルおよびインターフェイス固有の統計情報を
表示します。
例：
Device# show nat64 statistics
NAT64 Statistics
Global Stats:
Packets translated (IPv4 -> IPv6): 21
Packets translated (IPv6 -> IPv4): 15
GigabitEthernet0/0/1 (IPv4 configured, IPv6 configured):
Packets translated (IPv4 -> IPv6): 5
Packets translated (IPv6 -> IPv4): 0
Packets dropped: 0
GigabitEthernet1/2/0 (IPv4 configured, IPv6 configured):
Packets translated (IPv4 -> IPv6): 0
Packets translated (IPv6 -> IPv4): 5
Packets dropped: 0

ステップ 2

showipv6route
このコマンドは、IPv6 側へ向けた IPv4 組み込み IPv6 アドレスで設定されたステートレス プレフィックス
と特定のルートを表示します。
例：
Device# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2
IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external
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ND - Neighbor Discovery
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
LC 2001::1/128 [0/0] via FastEthernet0/3/4, receive
S
2001::1B01:10A/128 [1/0] via FastEthernet0/3/4, directly connected
S
3001::/96 [1/0] via ::42, NVI0
S
3001::1E1E:2/128 [1/0] via FastEthernet0/3/0, directly connected
LC 3001::C0A8:64D5/128 [0/0] via FastEthernet0/3/0, receive
L
FF00::/8 [0/0] via Null0, receive

ステップ 3

showiproute
このコマンドは、IPv4 側に到達したインターネットの IPv4 アドレスを表示します。
例：
Device# show ip route
Codes: R - RIP derived, O - OSPF derived,
C - connected, S - static, B - BGP derived,
* - candidate default route, IA - OSPF inter area route,
i - IS-IS derived, ia - IS-IS, U - per-user static route,
o - on-demand routing, M - mobile, P - periodic downloaded static route,
D - EIGRP, EX - EIGRP external, E1 - OSPF external type 1 route,
E2 - OSPF external type 2 route, N1 - OSPF NSSA external type 1 route,
N2 - OSPF NSSA external type 2 route
Gateway of last resort is 10.119.254.240 to network 10.140.0.0
O E2 10.110.0.0 [160/5] via 10.119.254.6, 0:01:00, Ethernet2
E
10.67.10.0 [200/128] via 10.119.254.244, 0:02:22, Ethernet2
O E2 10.68.132.0 [160/5] via 10.119.254.6, 0:00:59, Ethernet2
O E2 10.130.0.0 [160/5] via 10.119.254.6, 0:00:59, Ethernet2
E
10.128.0.0 [200/128] via 10.119.254.244, 0:02:22, Ethernet2
E
10.129.0.0 [200/129] via 10.119.254.240, 0:02:22, Ethernet2
E
10.65.129.0 [200/128] via 10.119.254.244, 0:02:22, Ethernet2
E
10.10.0.0 [200/128] via 10.119.254.244, 0:02:22, Ethernet2
E
10.75.139.0 [200/129] via 10.119.254.240, 0:02:23, Ethernet2
E
10.16.208.0 [200/128] via 10.119.254.244, 0:02:22, Ethernet2
E
10.84.148.0 [200/129] via 10.119.254.240, 0:02:23, Ethernet2
E
10.31.223.0 [200/128] via 10.119.254.244, 0:02:22, Ethernet2
E
10.44.236.0 [200/129] via 10.119.254.240, 0:02:23, Ethernet2
E
10.141.0.0 [200/129] via 10.119.254.240, 0:02:22, Ethernet2
E
10.140.0.0 [200/129] via 10.119.254.240, 0:02:23, Ethernet2
IPv6 Routing Table - default - 6 entries

ステップ 4

debugnat64{all | ha {all | info | trace | warn} | id-manager | info | issu {all | message | trace} | memory | statistics
| trace | warn}
このコマンドは、ステートレス NAT64 デバッグを有効化します。
例：
Device# debug nat64 statistics
NAT64 statistics debugging is on
Sep 16 18:26:24.537 IST: NAT64 (stats): Received stats update for IDB(FastEthernet0/3/5)
Sep 16 18:26:24.537 IST: NAT64 (stats): Updating pkts_translated_v4v6 from 94368894 to 95856998
(is_delta(TRUE) value(1488104))
Sep 16 18:26:24.537 IST: NAT64 (stats): Received stats update for IDB(FastEthernet0/3/4)
Sep 16 18:26:24.537 IST: NAT64 (stats): Updating pkts_translated_v6v4 from 7771538 to 7894088
(is_delta(TRUE) value(122550))
Sep 16 18:26:24.537 IST: NAT64 (stats): Received global stats update
Sep 16 18:26:24.537 IST: NAT64 (stats): Updating pkts_translated_v4v6 from 1718650332 to 1720138437
(is_delta(TRUE) value(1488105))
Sep 16 18:26:24.537 IST: NAT64 (stats): Updating pkts_translated_v6v4 from 1604459283 to 1604581833
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(is_delta(TRUE) value(122550))

ステップ 5

ping [protocol [tag]] {host-name | system-address}
IPv4 インターフェイスと IPv6 インターフェイスの両方で nat64enable コマンドを設定した後 ping198.168.0.2
コマンドを設定したときに IPv6 側からキャプチャされるパケットの例を次に示します。
例：
Device# ping 198.168.0.2
Time
Source
Destination
Protocol
Info
1 0.000000
2001::c6a7:2
2001::c6a8:2
ICMPv6
Echo request
Frame 1: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits)
Arrival Time: Oct 8, 2010 11:54:06.408354000 India Standard Time
Epoch Time: 1286519046.408354000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
Frame Number: 1
Frame Length: 118 bytes (944 bits)
Capture Length: 118 bytes (944 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocol in frame: eth:1pv6:icmpv6: data]
Ethernet II, Src:Cisco_c3:64:94 (00:22:64:c3:64:94), Dst: Cisco_23:f2:30 (00:1f:6c:23:f2:30)
Destination: Cisco_23:f2:30 (00:1f:6c:23:f2:30)
Address: Cisco_23:f2:30 (00:1f:6c:23:f2:30)
.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
.... ...0 .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Source: Cisco_c3:64:94 (00:22:64:c3:64:94)
Address: Cisco_c3:64:94 (00:22:64:c3:64:94)
.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
.... ...0 .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Type: IPv6 (0x86dd)
Internet Protocol Version 6, src: 2001::c6a7:2 (2001::c6a7:2), Dst: 2001::c6a8:2 (2001::c6a8:2)
0110 .... = Version: 6
[0110 .... = This field makes the filter “ip.version ==6” possible:: 6]
.... 0000 0000 ... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
.... 0000 00.. .... .... .... .... .... = Differentiated Services Field: Default (0x00000000)
.... .... ..0. .... .... .... ... .... = ECN-Capable Transport (ECT): Not set
.... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
Payload length: 64
Next header: 64
Hop limit: 64
Source: 2001::c6a7:2 (2001::c6a7:2)
[Source Teredo Server IPv4: 0.0.0.0 (0.0.0.0)]
[Source Teredo Port: 6535]
[Source Teredo Client IPv4: 198.51.100.1 (198.51.100.1)]
Destination: 2001:c6a8:2 (2001::c6a8:2)
[Destination Teredo Server IPv4: 0.0.0.0 {0.0.0.0)]
[Destination Teredo Port: 65535]
[Destination Teredo Client IPv4: 198.51.100.2 {198.51.100.2)]
Internet Control Message Protocol v6
Type: 128 (Echo request)
Code: 0 (Should always be zero)
Checksum: 0xaed2 [correct]
ID: 0x5018
Sequence: 0x0000
Data (56 bytes)
Data: 069ae4c0d3b060008090a0b0c0d0e0f1011121314151617...
[Length: 57]
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ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 の設定例
例：ステートレス NAT64 通信用のルーティング ネットワークの設定
次の例では、ステートレス NAT64 変換用のルーティング ネットワークを設定する方法を示して
います。
ipv6 unicast-routing
!
interface gigabitethernet 0/0/0
description interface facing ipv6
ipv6 enable
ipv6 address 2001:DB8::1/128
nat64 enable
!
interface gigabitethernet 1/2/0
description interface facing ipv4
ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
nat64 enable
!
nat64 prefix stateless 2001:0db8:0:1::/96
nat64 route 203.0.113.0/24 gigabitethernet 0/0/0
ipv6 route 2001:DB8:0:1::CB00:7100/120 gigabitethernet 0/0/0

例：ステートレス NAT64 変換用の複数のプレフィックスの設定
ipv6 unicast-routing
!
interface gigabitethernet 0/0/0
ipv6 address 2001:DB8::1/128
ipv6 enable
nat64 enable
nat64 prefix stateless v6v4 2001:0db8:0:1::/96
!
interface gigabitethernet 1/2/0
ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
negotiation auto
nat64 enable
!
nat64 prefix stateless v4v6 2001:DB8:2::/96
nat64 route 203.0.113.0/24 gigabitethernet 0/0/0
ipv6 route 2001:DB8:0:1::CB00:7100/120 gigabitethernet 0/0/0
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ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 に関する追
加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

標準および RFC
標準/RFC

マニュアル タイトル

RFC 6052

IPv4/IPv6 トランスレータの IPv6 アドレッシン
グ

RFC 6144

IPv4/IPv6 変換のフレームワーク

RFC 6145

IP/ICMP 変換アルゴリズム

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。
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ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 14：ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 の機能情報

機能名

リリース

ステートレス ネットワー Cisco IOS XE Release
3.2S
ク アドレス変換 64
Cisco IOS XE Release
3.10S

機能情報
ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 機
能では、IPv6 パケットと IPv4 パケットを相互
に変換する変換メカニズムを提供します。この
変換処理では、IPv6 ヘッダー全体（拡張ヘッ
ダーを含む）の解析、関連情報の抽出、および
IPv4 ヘッダーへの変換を行います。同様に、
IPv4 ヘッダーについても IPv4 オプションを含
む全体を解析して、IPv6 ヘッダーを構築しま
す。この処理は、ステートレス NAT64 変換が
設定されているインターフェイス上で、パケッ
トごとに行われます。
次のコマンドが導入または変更されています。
clearnat64hastatistics, clearnat64statistics,
debugnat64, nat64enable, nat64prefix, nat64route,
shownat64adjacency, shownat64hastatus,
shownat64prefixstateless, shownat64routes,
shownat64statistics
Cisco IOS XE Release 3.10S では、Cisco ISR 4400
シリーズルータのサポートが追加されました。

用語集
ALG：アプリケーション層ゲートウェイまたはアプリケーション レベル ゲートウェイ。
FP：転送プロセッサ。
IPv4 変換済みアドレス：IPv4 ホストを表すために使用される IPv6 アドレス。これらには、IPv4
アドレスとの明示的なマッピング関係があります。この関係は、IPv6 アドレス内の IPv4 アドレス
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をマッピングすることで、自ら認識します。ステートレスおよびステートフル トランスレータ
は、IPv4 ホストを表すため、IPv4 変換済みの IPv6 アドレスを使用します。
IPv6 変換済みアドレス：ステートレス変換用に IPv6 ホストに割り当てられた IPv6 アドレス。こ
れらの IPv6 変換済みアドレスには、IPv4 アドレスとの明示的なマッピング関係があります。この
関係は、IPv6 アドレス内の IPv4 アドレスをマッピングすることで、自ら認識します。ステートレ
ス トランスレータは、IPv6 ホストを表すため、対応する IPv4 アドレスを使用します。IPv6 ホス
トはダイナミック ステート経由のトランスレータの IPv4 アドレス プールによって示されるため、
ステートフルトランスレータは IPv6 変換済みアドレスを使用しません。
NAT：ネットワーク アドレス変換。
RP：ルート プロセッサ。
ステートフル変換：ステートフル変換では、フローの最初のパケットを受信すると、フローごと
のステートが作成されます。変換アルゴリズムは、パケットの送受信が関連ネットワーク要素の
データ構造を作成または変更する場合、ステートフルと呼ばれます。ステートフル変換により、
複数のトランスレータを交換して使用、およびいくつかの拡張性レベルを使用できます。ステー
トフル変換は、マッピングされた IPv4 アドレスを持たない IPv6 クライアントとピアが、IPv4 専
用サーバとピアに接続できるよう定義されています。
ステートレス変換：ステートフルではない変換アルゴリズムはステートレスと呼ばれます。ステー
トレス変換は、静的変換テーブルを設定する必要があります。または変換しているメッセージか
らアルゴリズムで指定された情報を取得できます。ステートレス変換はステートフル変換に比べ
て計算のオーバーヘッドが少なくてすみます。また、変換テーブルおよび関連付けられた手法や
プロセスは、ステートフルアルゴリズムにはありますが、ステートレスアルゴリズムにはないた
め、ステートレス変換は状態を維持するために必要なメモリも少なくてすみます。ステートレス
変換により、IPv4 専用クライアントとピアが、IPv4 組み込み IPv6 アドレスを備えた IPv6 専用サー
バまたはピアへの接続を開始できます。また、IPv4 専用スタブ ネットワークまたは ISP の IPv6
専用ネットワークのスケーラブルな調整も可能になります。IPv6 から IPv4 への変換内の送信元
ポートは、適切なフロー判断を提供するよう変更しなければならないため、IPv4 から IPv6 方向へ
の送信元ポートを変更する必要はありません。
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ステートフル ネットワーク アドレス変換 64
ステートレス ネットワーク アドレス変換 64 機能では、IPv6 パケットと IPv4 パケットを相互に
変換する変換メカニズムを提供します。ステートフル NAT64 トランスレータは、設定されたス
テートフル プレフィックスを使用して、IPv4 ホストの IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをアルゴリ
ズムにより相互に変換します。同様に、IPv6 ホストの IPv6 アドレスは、ネットワーク アドレス
変換（NAT）を通じて IPv4 アドレスと相互に変換されます ステートフル ネットワーク アドレ
ス変換 64（NAT64）では、プロトコルと IP アドレスも変換します。ステートフル NAT64 トラ
ンスレータは、ネイティブ IPv6 または IPv4 通信を可能にし、IPv4 ネットワークと IPv6 ネット
ワークの共存を図ります。
本書では、ステートフル NAT64 の動作の仕組みと ステートフル NAT64 変換のためにネットワー
クを設定する方法を説明します。
• 機能情報の確認, 219 ページ
• ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 に関する前提条件, 220 ページ
• ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の制約事項, 220 ページ
• ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 について, 221 ページ
• ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の設定方法, 229 ページ
• ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の設定例, 240 ページ
• ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 に関する追加の参考資料, 243 ページ
• ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の機能情報, 245 ページ
• 用語集, 247 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
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ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 に関する前
提条件
• ドメイン ネーム システム（DNS）トラフィックを機能させるには、別の DNS64 をインス
トールして稼働させる必要があります。

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の制約事項
• 対応するアプリケーション レイヤ ゲートウェイ（ALG）のないアプリケーションでは、ス
テートレス NAT64 トランスレータを適切に使用出来ないことがあります。
• IP マルチキャストはサポートされません。
• IPv4 オプション、IPv6 ルーティング ヘッダ、ホップバイホップ拡張ヘッダー、宛先オプショ
ン ヘッダー、および送信元ルーティング ヘッダーの変換はサポートされません。
• Virtual Routing and Forwarding（VRF）対応 NAT64 は、サポートされません。
• トラフィックが IPv6 から IPv4 へ流れる場合は、ヘアピニング ループを防止するために、設
定した宛先 IP アドレスがステートフル プレフィックスに一致している必要があります。た
だし、送信元 IP アドレス（IPv6 ホストの送信元アドレス）はステートフル プレフィックス
に一致していてはなりません。送信元 IP アドレスがステートフル プレフィックスに一致し
ていると、パケットが破棄されます
ヘアピニングは、エンドポイントがお互いの外部 IP アドレスとポートだけを通信に使用して
いる場合でも、ネットワーク アドレス変換（NAT）内の 2 つのエンドポイントが互いに通信
することを可能にします。
• ヘッダー変換では、TCP および UDP レイヤ 4 プロトコルのみがサポートされています。
• ルートマップはサポートされていません。
• アプリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）FTP および ICMP はサポートされません。
• 既存の状態が NAT 64 に存在しない場合、ステートフル変換では IPv6 で開始されたセッショ
ンのみをサポートします。
• IPv6 ホストのスタティック マッピング ホスト バインディング エントリが存在すれば、IPv4
ノードが通信を開始できます。ダイナミック マッピングでは、同じまたは異なる IPv4 ホス
トに対して以前に確立された接続を通じて IPv6 ホストのホスト バインディング エントリが
作成されている場合に限り、IPv4 ノードが通信を開始できます。
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ポート アドレス変換（PAT）を使用するダイナミック マッピング ルールの場合、PAT を通
じて IPv4 で通信を開始できないため、ホスト バインディング エントリは作成できません。
• NAT44（スタティック、ダイナミック、および PAT）設定およびステートフル NAT64 設定
は、同じインターフェイス上でサポートされません。

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 について
ステートフル ネットワーク アドレス変換 64
ステートフル NAT64 機能は、IPv6 パケットと IPv4 パケットを相互に変換する変換メカニズムを
提供します。
ステートフル NAT64 では、Internet Control Message Protocol（ICMP）、TCP、および UDP のトラ
フィックをサポートしています。IPv6 ネットワーク内で生成され、IPv4 ネットワークへ送信され
るパケットは、IPv6 ネットワーク内でステートフル NAT64 トランスレータへ向けてルーティング
されます ステートフル NAT64 は、パケットを変換し、IPv4 ネットワークを通じてそれらのパ
ケットを IPv4 パケットとして転送します。IPv4 ネットワークに接続されているホストで生成さ
れ、IPv6 レシーバへ送信されるトラフィックについては、このプロセスが逆になります。
IPv6 アドレス空間は IPv4 アドレス空間より大きく、1 対 1 のアドレス マッピングができないた
め、ステートフル NAT64 変換は非対称になります。ステートフル NAT64 で IPv6 から IPv4 への
変換を可能にするには、IPv6 アドレスおよび TCP/UDP ポートを IPv4 アドレスにバインドするた
めの状態が必要です。このバインディング状態は、静的に設定するか、または IPv6 ネットワーク
から IPv4 ネットワークへ送られる最初のパケットの変換時に動的に作成します。バインディング
状態の作成後は、双方向に送信されるパケットが変換されるようになります。ダイナミック バイ
ンディングでは、開始 IPv6 のみのノードから IPv4 のみのノードへ開始された通信を ステートフ
ル NAT64 がサポートします。スタティック バインディングでは、IPv4 のみのノードから IPv6 の
みのノードへ開始された通信と逆方向の通信をサポートします。NAT オーバーロードを使用する
ステートフル NAT64 またはポート アドレス変換（PAT）では、IPv4 アドレスと IPv6 アドレス間
の 1 対 n（多）のマッピングを提供します。
IPv6 ノードがステートフル NAT64 を通じてトラフィックを開始したときに、着信パケットに既存
の状態がなければ、次のイベントが発生します。
• 送信元 IP6 アドレス（および送信元ポート）が IPv4 の設定済みプール アドレス（設定によっ
ては、これに加えてポート）に関連付けられます。
• 宛先 IPv6 アドレスは、BEHAVE 変換ドラフトに基づき、設定済みの NAT64 ステートフル
プレフィックスまたはウェルノウン プレフィックス（WKP）のいずれかを使用して機械的に
変換されます
• パケットは IPv6 から IPv4 へ変換され、IPv4 ネットワークへ転送されます
着信パケットがステートフルの場合（着信パケットに状態が存在する場合）は、NAT64 がその状
態を識別し、その状態を使用してパケットを変換します。
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ステートフル NAT64 をインターフェイス上で設定すると、Virtual Fragmentation Reassembly（VFR）
が自動的に設定されます

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 のプレフィックス形式
IPv6 アドレスの先頭のビットのセットは、プレフィックスと呼ばれます。プレフィックス長は、
アドレスの上位連続ビット何個でプレフィックスが構成されているかを示す 10 進数値です。
パケットが IPv6 から IPv4 の方向に流れるときは、プレフィックス長を使用する IPv6 パケットの
IP アドレスの宛先から IPv4 ホスト・アドレスが得られます。パケットが IPv4 から IPv6 の方向へ
流れるときは、ステートフル プレフィックスを使用して IPv4 ホスト アドレスが構築されます。
IETF アドレス形式 BEHAVE ドラフトによると、IPv6 アーキテクチャで定義されている u ビット
（ビット 70）はゼロに設定する必要があります。u ビットの使用法の詳細については、RFC 2464
を参照してください。予約オクテット（u オクテット）は、IPv6 アドレスアーキテクチャで定義
されているホスト識別子形式との互換性のために予約されています。トランスレータでは、IPv6
パケットの構築時に、u ビットが改ざんされておらず、RFC 2373 の推奨値に設定されていること
を確認する必要があります。サフィックスは、トランスレータによりすべてゼロに設定されます。
IETF では、u オクテット の 8 ビット（ビット範囲 64 ～ 71）をゼロに設定することを推奨してい
ます。

ウェルノウン プレフィックス
ウェルノウン プレフィックス 64:FF9B::/96 は、ステートフル NAT64 についてサポートされていま
す。。ステートフル変換中に、ステートフル プレフィックスが（インターフェイス上か、または
グローバルに）設定されていない場合は、WKP プレフィックスを使用して IPv4 ホスト・アドレ
スが変換されます

IPv4 から IPv6 へのステートフル パケット フロー
ステートフル NAT64 の場合、IPv4 で開始されたパケットのパケット フローは次のようになりま
す。
• 宛先アドレスは、NAT 仮想インターフェイス（NVI）にルーティングされます
ステートフル NAT64 を設定すると、仮想インターフェイスが作成されます ステートフル
NAT64 変換を機能させるには、すべてのパケットを NVI にルーティングする必要がありま
す。アドレス プールを設定すると、プール内の すべての IPv4 アドレスにルートが自動的に
追加されます ルートは、自動的に NVI を指します。
• IPv4 で開始されたパケットは、スタティックまたはダイナミックバインディングにヒットし
ます。
ダイナミック アドレス バインディングは、ダイナミック ステートフル NAT64 の設定時にス
テートフル NAT64 トランスレータによって作成されます バインディングは、IPv6 アドレス
プールと IPv4 アドレス プール間に動的に作成されます ダイナミック バインディングは IPv6
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から IPv4 へのトラフィックによりトリガーされ、アドレスが動的に割り当てられます。設定
により、バインディングはスタティックかダイナミックのいずれかになります。
• IP v4 で開始されたパケットはプロトコル変換され、パケットの宛先 IP アドレスはスタティッ
クまたはダイナミック バインディングに基づいて IP v6 に設定されます。ステートフル NAT64
トランスレータがステートフル NAT64 プレフィックスを使用するか（ステートフル プレ
フィックスが設定されている場合）、またはウェルノウン プレフィックス（WKP）を使用し
て（ステートフル プレフィックスが設定されていない場合）、送信元 IP アドレスを IPv6 に
変換します。
• 変換情報に基づいてセッションが作成されます
これ以降、IPv4 で開始されたすべてのパケットは作成されたセッションに基づいて変換されます

IPv6 から IPv4 へのステートフル パケット フロー
IPv6 で開始されたステートフル パケット フローは次のとおりです。
• ステートフル プレフィックスに対して設定された自動ルーティング セットアップに基づい
て、最初の IPv6 パケットが NAT 仮想インターフェイス（NVI）にルーティングされます
ステートフル NAT64 が一連のルックアップを実行し、アクセス コントロール リスト（ACL）
ルックアップに基づいて、IPv6 パケットが設定済みのマッピングのいずれかに一致するかど
うかを判断します。マッピングに基づいて、IPv6 宛先アドレスに IPv4 アドレス（およびポー
ト）が関連付けられます。IPv6 パケットが変換され、次の方法により IPv4 パケットが作成
されます
◦ IPv6 アドレスからプレフィックスを削除して IPv4 アドレスを抽出します。送信元アド
レスを割り当てられている IPv4 アドレス（およびポート）で置換します。
◦ 残りのフィールドを IPv6 から IPv4 へ変換して、有効な IPv4 パケットを作成します。

（注）

このプロトコル変換は、ステートレス NAT64 の場合と同じです。

• 新しい NAT64 変換がセッション データベース内とバインド データベース内に作成されま
す。プールおよびポート データベースが設定に応じて更新されます リターン トラフィック
およびこれ以降の IPv6 パケット フローのトラフィックでは、このセッション データベース
エントリを変換に使用します。

IP パケット フィルタリング
ステートフル ネットワーク アドレス変換 64（NAT64）は、IPv4 および IPv6 パケットをフィルタ
します。ステートフルに変換された IPv6 パケットはトランスレータのリソースを消費するため、
ステートフル トランスレータに送信されるすべての IPv6 パケットはフィルタされます。これらの
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パケットは、パケット処理にプロセッサリソースを、スタティック設定にメモリリソース（常に
セッション メモリ）を、動的設定に IPv4 アドレス リソースを、ポート アドレス変換（PAT）に
IPv4 アドレスとポート リソースを消費します。
ステートフル NAT64 は、設定されたアクセス コントロール リスト（ACL）およびプレフィック
ス リストを利用し、NAT64 ステートの作成を許可された、IPv6 で開始されたトラフィック フロー
をフィルタします。IPv6 パケットのフィルタリングは、IPv4 から IPv6 方向で行われます。IPv6
ホストと IPv4 アドレス間マッピングの動的割り当てができるのはこの方向のみだからです。
ステートフル NAT64 は、PAT 設定の IPv4 から IPv6 へのパケット フローにおいて、エンドポイ
ントに応じたフィルタリングをサポートしています。ステートフル NAT64 PAT 設定では、パケッ
ト フローは IPv6 レルムから発信され、NAT64 ステート テーブルにステータス情報を作成してお
く必要があります。以前作成したステートがない IPv4 側からのパケットはドロップされます。エ
ンドポイント固有のフィルタリングは、スタティック ネットワーク アドレス変換（NAT）および
非 PAT 設定でサポートされます。

ステートフル NAT64 とステートレス NAT64 の違い
次の表は、ステートフル NAT64 とステートレス NAT64 の違いを示したものです。
表 15：ステートフル NAT64 とステートレス NAT64 の違い

サポートされる機能 ステートフル NAT64

ステートレス NAT64

アドレスの節約

PAT 用 N:1 マッピングまたは IPv4 ア
ドレスを節約するオーバーロード設
定。

1 対 1 のマッピング—各 IPv6 ホス
トに 1 つの IPv4 アドレスが使用さ
れる）。

アドレス レンジ

IPv6 システムは、IPv6 アドレスのす
べてのタイプを使用できる。

IPv6 システムは、（RFC 6052 に基
づく）IPv4 変換可能アドレスを
もっている必要がある。

サポートされるALG FTP64

なし

サポートされるプロ ICMP、TCP、UDP
トコル

すべて（All）

標準

Draft-ieft-behave-v6v4-xlate-stateful-12

Draft-ietf-behave-v6v4-xlate-05

状態の作成

各トラフィック フローは NAT64 トラ
ンスレータに状態を作成する。状態の
最大数は、サポートする変換数によっ
て異なる。

トラフィック フローは NAT64 トラ
ンスレータに状態を作成しない。
アルゴリズムの動作はパケット
ヘッダーで実行される。
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NAT64 の高速ロギング
お使いのリリースに応じて、ステートフル NAT64 は高速ロギング（HSL）をサポートします。
HSL が設定されている場合、NAT64 はルーティング デバイス（バージョン 9 の NetFlow に似た記
録と同様）を通じて外部コレクタに流れるパケットのログを提供します。記録は各バインディン
グ（バインディングは、ローカル アドレスと、ローカル アドレスが変換されるグローバル アド
レス間のアドレス バインディング）に、セッションが作成されて破棄されるときに送信されま
す。セッション記録には、情報の完全な 5 タプル（送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、送信
元ポート、宛先ポート、およびプロトコル）が含まれます。1 つのタプルは、要素の番号付きリ
ストです。NAT64 は、NAT64 プールのアドレスが不足（プールの枯渇とも呼ばれます）した場合
も、HSL メッセージを送信します。プールの枯渇メッセージはレート制限であるため、プールの
枯渇状態に当たる各パケットは HSL メッセージをトリガーしません。
NAT64 HSL のロギングを有効にするには、nat64 logging translations flow-export v9 udp destination
コマンドを設定します。
次の表は、HSL バインドおよびセッションの作成または破棄のテンプレートを示します。これら
のフィールド（ログに表示される順）は、ログ コレクタが HSL 記録のバイトをどのように変換す
る必要があるかを説明します。フィールドの値は、セッションが作成、破棄、または変更される
かに応じて異なります。
表 16：HSL バインドおよびセッションの作成または破棄のテンプレート

フィールド

書式

ID

値

Original IPv6 address

IPv6 アドレス

27

不定

Translated IPv4 address

IPv6 アドレス

282

不定

Translated IPv6 address

IPv4 アドレス

225

不定

Original IPv4 address

IPv4 アドレス

12

不定

Original IPv6 port

16 ビット ポート

7

不定

Translated IPv6 port

16 ビット ポート

227

不定

Translated IPv4 port

16 ビット ポート

11

不定

Original IPv4 port

16 ビット ポート

228

不定

Timestamp for an event

64 ビット - ミリ秒（こ 323
れは、記録のイベント
が発生したときの
UNIX の時間をミリ秒
単位で保持する 64 ビッ
ト フィールドです）。

不定
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フィールド

書式

ID

値

VRF ID

32 ビット ID

234

0

Protocol

8 ビット値

4

不定

Event

8 ビット値

230

0：無効
1：イベントの追加
2：イベントの削除

次の表は、HSL プールの枯渇のテンプレート（テンプレートで使用できる順）について示したも
のです。
表 17：HSL プールの枯渇のテンプレート

フィールド

書式

ID

値

NAT pool ID

32 ビット値

283

不定

NAT event

8 ビット値

230

3：プールの枯渇

FTP64 アプリケーション レベル ゲートウェイのサポート
FTP64（またはサービス FTP）アプリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）は、ステートフル
ネットワーク アドレス変換 64（NAT64）がレイヤ 7 データで動作するために役立ちます。FTP64
ALG は、IP アドレス、および FTP 制御セッションのペイロードに埋め込まれる TCP ポート情報
を変換します。
NAT は、アプリケーション データ ストリームで送信元および宛先 IP アドレスを伝送しない
TCP/UDP トラフィックを変換します。ペイロード（またはアプリケーション データ ストリーム）
に IP アドレス情報を埋め込むプロトコルでは、ALG のサポートが必要です。ALG は、パケット
ペイロードに埋め込まれた IP アドレスやポート番号の変換や、制御チャネルからの新しい接続ま
たはセッション情報の取得などの、アプリケーション データストリーム（レイヤ 7）プロトコル
固有のサービスを処理します。
FTP64 は、ステートフル NAT64 が有効になっている場合に自動的に有効になります。NAT64 FTP
サービスを無効にするには、no nat64 service ftp コマンドを使用します。

（注）

FTP64 ALG は、ステートレス NAT64 変換ではサポートされていません。
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（注）

FTP64 ALG は、IPv4 互換 IPv6 アドレスはサポートしていません。
IPv6 から IPv4 への変換 FTP の注意事項 draft-ietf-behave-ftp64-02 および RFC 2228 に基づき、コマ
ンドと応答が FTP クライアントと FTP サーバ間を流れるとき、FTP64 ALG はトランスペアレン
トモードにスイッチする必要があります（トランスペアレントモードのデバイスはネットワーク
では見えませんが、ブリッジのように振る舞い、パケットを検査またはフィルタすることができ
ます）。クライアントが FTP AUTH コマンドを発行した場合、FTP64 ALG は、制御チャネル セッ
ションが終了するまで、両方向（入力および出力）の制御チャネルのすべてのデータを透過的に
転送します。同様に、AUTH ネゴシエーション中、ネゴシエーションが成功したかどうかにかか
わらず、ALG はトランスペアレント モードである必要があります。
RFC 6384 に応じて、クライアント/サーバ通信中の FTP64 ALG の動作は異なります。IPv4 から
IPv6 への変換中、transport layer security（TLS）セッションが正常に動作するよう、FTP64 ALG は
制御チャネル上を送信されるデータを透過的にコピーする必要があります。ただし、クライアン
トのコマンドとサーバの応答は、FTP64 ALG からは隠されています。動作の一貫性を確保するた
め、クライアントによって最初の FTP AUTH コマンドが発行されるとすぐに、FTP64 ALG はコマ
ンドの変換と応答を停止し、サーバからクライアント、およびその逆方向に送信される TCP デー
タを透過的にコピーし始めなければなりません。サーバの応答が 4xx または 5xx の範囲にある、
つまり FTP エラー/警告メッセージを含む場合、FTP64 ALG は AUTH コマンドを無視し、トラン
スペアレント モードに入らないようにする必要があります。
CSCtu37975 以前、IPv6 FTP クライアントが FTP AUTH コマンドを発行する場合、IPv4 FTP サー
バがその認証ネゴシエーションを承認するか拒否するかにかかわらず、FTP64 ALG は AUTH セッ
ションをトランスペアレントモード（またはバイパスモード）に移動します。セッションがトラ
ンスペアレントモードの場合、NATはセッション内のパケット上では変換できません。CSCtu37975
では、クライアント/サーバの通信中、FTP64 ALG の動作は RFC 6384 に準拠します。

FTP64 NAT ALG Intrabox のハイ アベイラビリティのサポート
リリースに応じて、FTP64 アプリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）は、ステートフル
NAT64 のハイ アベイラビリティのサポートを追加します。FTP64 NAT ALG Intrabox HA サポート
機能は、単一シャーシ内の冗長転送プロセッサ（FP）間のステートフル スイッチオーバーをサ
ポートします。FTP64 ALG が提供する HA サポートは、intrabox HA および In-Service Software
Upgrade（ISSU）の両方に適用されます。
NAT64 ALG サービスを無効にするには、no nat64 service ftp コマンドを使用します。
FTP64 ALG は、次のメッセージを受信する場合にデータを同期します。
• 230 応答の後のユーザ認証フラグ。
• ALG ENABLE および ALG DISABLE メッセージを受信後の ALG 無効/有効フラグ。
• 最初のセグメント化されたパケットが検出された後のフラグメント検出情報。
• セグメンテーションの最後が検出された後のフラグメント検出情報。
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（注）

• 一部のリリースでは、ステートフル NAT64 は intrabox HA のみをサポートします。
• FTP64 ALG の統計情報と FTP64 のデバッグ ログは、FTP64 ALG によるスタンバイ デバ
イスとは同期されません。

ステートフル NAT64 - シャーシ内冗長性
お使いのリリースによっては、ステートフル NAT64 のシャーシ内冗長性機能のサポートを利用で
きます。単一のシャーシ内で 2 番目のフォワード プロセッサを使用できる場合は、ステートフル
NAT64 のシャーシ内冗長性機能により 2 番目の FP をスタンバイ エンティティとして設定できま
す。2 番目の FP をプラグインすると、明示的な設定なしで自動的に冗長性が開始します。スタン
バイ FP が「ホット スタンバイ」になるまで（すべてのセッションが同期されるようになるまで）
少し遅延時間が生じます。スタンバイ FP はステートフル NAT64 セッション情報のバックアップ
を維持します。アクティブ（最初の）FP に障害が発生した場合、ほとんど中断なく NAT64 セッ
ションが継続されます。
NAT64 冗長性情報は、次の場合にスタンバイ FP に送信されます
• セッションまたはダイナミック バインドが作成されたとき。
• セッションまたはダイナミック バインドが削除されたとき。
• 定期的更新の実行中。アクティブ FP は、経過時間に基づいて定期的に最新の状態情報をス
タンバイに送信します。複製オブジェクトの変更については、変更後即時にスタンバイに送
信されないことがあります。最重要な更新が即時に送信され、その他の変更は定期的更新に
より伝達されます
スタンバイ FP が挿入されるか、スタンバイ FP がリロードから復帰すると、アクティブ FP がバ
ルク同期を実行することにより、スタンバイ FP がアクティブ FP と同期されます NAT では、ア
クティブ FP がすべての状態情報をスタンバイ FP に強制的にプッシュするアグレッシブ同期を実
行します。
NAT64 セッション情報に加え、アプリケーション固有の情報（アプリケーションレベルゲート
ウェイ [ALG] 情報）もスタンバイ FP に伝達する必要があります。各 ALG には、スタンバイに同
期する必要のあるセッションごとの状態があります。ALG は、スタンバイ FP へのすべての ALG
状態情報の送信をトリガーします。NAT は、ALG 状態を実際に送信して状態を特定のセッション
に関連付けるためのメカニズムを提供します。
HTTP セッションは、スタンバイ FP 上にバックアップされません。スイッチオーバー中にスタン
バイ FP 上に HTTP セッションを複製するには、nat64 switchover replicate http enable コマンドを
設定する必要があります。
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（注）

ステートフル NAT64 のシャーシ内冗長性機能では、ボックスツーボックス（B2B）冗長性や
非対称ルーティングをサポートしていません。

NAT64 向けの非対称ルーティング サポート
Cisco IOS XE の本リリースおよび以降のリリースでは、ネットワーク アドレス変換 64（NAT64）
でマルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）による非対称ルーティングおよび非対称ルー
ティングをサポートしています。NAT 64 では、MPLS は IPv4 インターフェイスで有効になって
います。IPv6 インターフェイスからのパケットは IPv4 インターフェイスにスイッチングされま
す。非対称ルーティングまたは MPLS での非対称ルーティングを有効にするために、設定を変更
する必要はありません。
詳細については、「例：NAT64 向けの非対称ルーティング サポートの設定」のセクションを参照
してください。

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の設定方法
ネットワーク構成に基づいて、スタティックまたはダイナミックのいずれかのポート アドレス変
換（PAT）ステートフル NAT64 を設定できます。

（注）

ステートフル NAT64 を機能させるには、次のタスクに記述されている設定のうち、少なくと
も 1 つを設定する必要があります。

スタティック ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の設定
スタティック IP6 アドレスと IPv4 アドレスを相互に割り当てることができます。必要に応じて、
ポートの有無を指定してスタティック ステートフル NAT64 を設定できます。このタスクは、ス
タティック ステートフル NAT64 の設定時に実行します。
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手順の概要
1. イネーブル化
2. configure terminal
3. ipv6 unicast-routing
4. interface type number
5. description string
6. ipv6 enable
7. ipv6 address {ipv6-address/prefix-length | prefix-name sub-bits/prefix-length}
8. nat64 enable
9. exit
10. interface type number
11. description string
12. ip address ip-address mask
13. nat64 enable
14. exit
15. nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length
16. nat64 v6v4 static ipv6-address ipv4-address
17. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

イネーブル化

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 unicast-routing

IPv6 ユニキャスト データグラムの転送をイネーブルに
します。

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 4

interface type number
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

description string

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description
interface facing ipv6

ステップ 6

ipv6 enable

インターフェイス上で IPv6 処理を有効化します。

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 7

ipv6 address {ipv6-address/prefix-length |
prefix-name sub-bits/prefix-length}

IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6 アドレ
スを設定し、インターフェイスにおける IPv6 処理をイ
ネーブルにします。

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:1::1/96

ステップ 8

nat64 enable

IPv6 インターフェイス上で NAT64 変換を有効化しま
す。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 9

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに入
ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 10

interface type number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 1/2/0

ステップ 11

description string

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description
interface facing ipv4

ステップ 12

ip address ip-address mask

インターフェイスに IPv4 アドレスを設定します。

例：
Device(config-if)# ip address
209.165.201.1 255.255.255.0

ステップ 13

nat64 enable

IPv4 インターフェイス上で NAT64 変換を有効化しま
す。

例：
Device(config-if)# nat64 enable
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに入
ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 15

nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length
例：
Device(config)# nat64 prefix stateful
2001:DB8:1::1/96

IPv4 アドレスを IPv6 アドレスに変換するために IPv4
ホストに付加するステートフル NAT64 プレフィックス
を定義します。
• ステートフル NAT64 プレフィックスは、グロー
バル コンフィギュレーションでもインターフェイ
ス レベルでも設定できます。

ステップ 16

nat64 v6v4 static ipv6-address ipv4-address NAT64 の IPv6 から IPv4 へのスタティック アドレス
マッピングを有効化します。
例：
Device(config)# nat64 v6v4 static
2001:DB8:1::FFFE 209.165.201.1

ステップ 17

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config)# end

ダイナミック ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の設定
ダイナミック ステートフル NAT64 設定では、IPv6 アドレスがアドレス プール内の IPv4 アドレス
に 1 対 1 でマッピングされます ダイナミック ステートフル NAT64 設定は、アクティブ IPv6 ホ
ストの数がプール内の IPv4 アドレスより少ない場合に使用できます。このタスクは、ダイナミッ
ク ステートフル NAT64 の設定時に実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 unicast-routing
4. interface type number
5. description string
6. ipv6 enable
7. ipv6 {ipv6-address/prefix-length | prefix-name sub-bits/prefix-length}
8. nat64 enable
9. exit
10. interface type number
11. description string
12. ip address ip-address mask
13. nat64 enable
14. exit
15. ipv6 access-list access-list-name
16. permit ipv6 ipv6-address any
17. exit
18. nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length
19. nat64 v4 pool pool-name start-ip-address end-ip-address
20. nat64 v6v4 list access-list-name pool pool-name
21. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 unicast-routing

IPv6 ユニキャスト データグラムの転送をイネーブル
にします。

例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
233

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64
ダイナミック ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の設定

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

インターフェイス タイプを設定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 5

description string

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description interface
facing ipv6

ステップ 6

ipv6 enable

インターフェイス上で IPv6 処理を有効化します。

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 7

ipv6 {ipv6-address/prefix-length | prefix-name IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6 アド
sub-bits/prefix-length}
レスを設定し、インターフェイスにおける IPv6 処理
をイネーブルにします。
例：
Device(config-if)# ipv6 2001:DB8:1::1/96

ステップ 8

nat64 enable

IPv6 インターフェイス上でステートフル NAT64 変換
を有効化します。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 9

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に入ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 10

interface type number

インターフェイス タイプを設定して、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 1/2/0

ステップ 11

description string

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description interface
facing ipv4

ステップ 12

ip address ip-address mask
例：
Device(config-if)# ip address
209.165.201.24 255.255.255.0
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

nat64 enable

IPv4 インターフェイス上でステートフル NAT64 変換
を有効化します。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 14

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に入ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 15

ipv6 access-list access-list-name

IPv6 アクセス リストを定義し、IPv6 アクセス リスト
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ipv6 access-list
nat64-acl

ステップ 16

permit ipv6 ipv6-address any

IPv6 アクセス リストに許可条件を設定します。

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6
2001:DB8:2::/96 any

ステップ 17

IPv6 アクセス リスト コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

exit
例：
Device(config-ipv6-acl# exit

ステップ 18

nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length

NAT64 の IPv6 から IPv4 へのアドレス マッピングを
有効化します。

例：
Device(config)# nat64 prefix stateful
2001:DB8:1::1/96

ステップ 19

nat64 v4 pool pool-name start-ip-address
end-ip-address

ステートフル NAT64 IPv4 アドレス プールを定義しま
す。

例：
Device(config)# nat64 v4 pool pool1
209.165.201.1 209.165.201.254

ステップ 20

nat64 v6v4 list access-list-name pool
pool-name

動的に IPv6 送信元アドレスを IPv6 送信元アドレスに
変換し、IPv6 宛先アドレスを NAT64 の IPv4 宛先アド
レスに変換します。

例：
Device(config)# nat64 v6v4 list
nat64-acl pool pool1
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ステップ 21

コマンドまたはアクション

目的

end

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config)# end

ダイナミック ポート アドレス変換ステートフル NAT64 の設定
ポート アドレス変換（PAT）またはオーバーロード設定を使用すると、複数の IPv6 ホストが先着
順に使用可能な IPv4 アドレスのプールに多重化されます（IPv6 アドレスが単一の IPv4 プール ア
ドレスにマッピングされます）。ダイナミック PAT 設定では、IPv4 インターネットへの接続性を
提供しながら、IPv4 アドレス空間を節約します。PAT アドレス変換を設定するには、nat64 v6v4
list コマンドをoverload キーワードにより設定します。このタスクは、ダイナミック PAT ステー
トフル NAT64 の設定時に実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 unicast-routing
4. interface type number
5. description string
6. ipv6 enable
7. ipv6 {ipv6-address/prefix-length | prefix-name sub-bits/prefix-length}
8. nat64 enable
9. exit
10. interface type number
11. description string
12. ip address ip-address mask
13. nat64 enable
14. exit
15. ipv6 access-list access-list-name
16. permit ipv6 ipv6-address any
17. exit
18. nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length
19. nat64 v4 pool pool-name start-ip-address end-ip-address
20. nat64 v6v4 list access-list-name pool pool-name overload
21. end

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
236

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64
ダイナミック ポート アドレス変換ステートフル NAT64 の設定

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

IPv6 ユニキャスト データグラムの転送をイネーブル
にします。

ipv6 unicast-routing
例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 4

interface type number

インターフェイス タイプを設定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/0

ステップ 5

description string

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description interface
facing ipv6

ステップ 6

インターフェイス上で IPv6 処理を有効化します。

ipv6 enable
例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 7

ipv6 {ipv6-address/prefix-length | prefix-name IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6 アド
sub-bits/prefix-length}
レスを設定し、インターフェイスにおける IPv6 処理
をイネーブルにします。
例：
Device(config-if)# ipv6 2001:DB8:1::1/96

ステップ 8

nat64 enable

IPv6 インターフェイス上でステートフル NAT64 変換
を有効化します。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 9

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に入ります。

Device(config-if)# exit
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

インターフェイス タイプを設定して、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
1/2/0

ステップ 11

description string

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description interface
facing ipv4

ステップ 12

ip address ip-address mask

インターフェイスに IPv4 アドレスを設定します。

例：
Device(config-if)# ip address
209.165.201.24 255.255.255.0

ステップ 13

nat64 enable

IPv6 インターフェイス上でステートフル NAT64 変換
を有効化します。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 14

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に入ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 15

ipv6 access-list access-list-name
例：

IPv6 アクセス リストを定義し、デバイスを IPv6 アク
セス リスト コンフィギュレーション モードにしま
す。

Device(config)# ipv6 access-list
nat64-acl

ステップ 16

permit ipv6 ipv6-address any

IPv6 アクセス リストに許可条件を設定します。

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6
2001:db8:2::/96 any

ステップ 17

exit
例：

IPv6 アクセス リスト コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Device(config-ipv6-acl)# exit

ステップ 18

nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length
例：
Device(config)# nat64 prefix stateful
2001:db8:1::1/96
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ステップ 19

コマンドまたはアクション

目的

nat64 v4 pool pool-name start-ip-address
end-ip-address

ステートフル NAT64 IPv4 アドレス プールを定義し
ます。

例：
Device(config)# nat64 v4 pool pool1
209.165.201.1 209.165.201.254

ステップ 20

nat64 v6v4 list access-list-name pool pool-name NAT64 PAT またはオーバーロード アドレス変換を有
overload
効化します。
例：
Device(config)# nat64 v6v4 list nat64-acl
pool pool1 overload

ステップ 21

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config)# end

ステートフル NAT64 ルーティング ネットワークのモニタリングとメン
テナンス
ステートフル ネットワーク アドレス変換 64（NAT64）設定のステータスを表示するには、次の
コマンドを任意の順序で使用します。

手順の概要
1. show nat64 aliases [lower-address-range upper-address-range]
2. show nat64 logging
3. show nat64 prefix stateful {global | {interfaces | static-routes} [prefix ipv6-address/prefix-length]}
4. show nat64 timeouts

手順の詳細
ステップ 1

show nat64 aliases [lower-address-range upper-address-range]
このコマンドは、NAT64 によって作成された IP エイリアスを表示します。
例：
Device# show nat64 aliases
Aliases configured: 1
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Address
10.1.1.1

ステップ 2

Table ID
0

Inserted
FALSE

Flags
0x0030

Send ARP
FALSE

Reconcilable
TRUE

Stale
FALSE

Ref-Count
1

show nat64 logging
このコマンドは、NAT64 ロギングを表示します。
例：
Device# show nat64 logging
NAT64 Logging Type
Method
translation
flow export

ステップ 3

Protocol

Dst. Address

Dst. Port

Src. Port

UDP

10.1.1.1

5000

60087

show nat64 prefix stateful {global | {interfaces | static-routes} [prefix ipv6-address/prefix-length]}
このコマンドは、NAT64 ステートフル プレフィックスに関する情報を表示します。
例：
Device# show nat64 prefix stateful interfaces
Stateful Prefixes
Interface
GigabitEthernet0/1/0
GigabitEthernet0/1/3

ステップ 4

NAT64
TRUE
TRUE

Enabled
TRUE
FALSE

Global Prefix
2001:DB8:1:1/96
2001:DB8:2:2/96

show nat64 timeouts
このコマンドは、NAT64 変換セッション タイムアウトの統計情報を表示します。
例：
Device# show nat64 timeouts
NAT64 Timeout
Seconds
86400
300
7200
240
60

CLI Cfg
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

Uses 'All'
FALSE
TRUE
TRUE
FALSE
TRUE

all flows
udp
tcp
tcp-transient
icmp

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の設定例
例：スタティック ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の設定
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# description interface facing ipv6
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1::1/96
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Device(confif-if)# nat64 enable
Device(config-fi)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 1/2/0
Device(config-if)# description interface facing ipv4
Device(config-if)# ip address 209.165.201.1 255.255.255.0
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# exit
Device(config)# nat64 prefix stateful 2001:DB8:1::1/96
Device(config)# nat64 v6v4 static 2001:DB8:1::FFFE 209.165.201.1
Device(config)# end

例：ダイナミック ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の設定
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# description interface facing ipv6
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# ipv6 2001:DB8:1::1/96
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 1/2/0
Device(config-if)# description interface facing ipv4
Device(config-if)# ip address 209.165.201.24 255.255.255.0
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# exit
Device(config)# ipv6 access-list nat64-acl
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6 2001:db8:2::/96 any
Device(config-ipv6-acl)# exit
Device(config)# nat64 prefix stateful 2001:db8:1::1/96
Device(config)# nat64 v4 pool pool1 209.165.201.1 209.165.201.254
Device(config)# nat64 v6v4 list nat64-acl pool pool1
Device(config)# end

例：ダイナミック ポート アドレス変換ステートフル NAT64 の設定
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
interface gigabitethernet 0/0/0
description interface facing ipv6
ipv6 enable
ipv6 2001:DB8:1::1/96
nat64 enable
exit
interface gigabitethernet 1/2/0
description interface facing ipv4
ip address 209.165.201.24 255.255.255.0
nat64 enable
exit
ipv6 access-list nat64-acl
permit ipv6 2001:db8:2::/96 any
exit
nat64 prefix stateful 2001:db8:1::1/96
nat64 v4 pool pool1 209.165.201.1 209.165.201.254
nat64 v6v4 list nat64-acl pool pool1 overload
end
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例：NAT64 向けの非対称ルーティング サポートの設定
次の例では、ネットワーク アドレス変換 64（NAT64）用の非対称ルーティングを設定する方法を
示しています。
!RouterA Configuration
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# nat64 prefix stateful 2001:db8:2::/96
Device(config)# nat64 v6v4 static 2001:db8:1::5 150.0.0.1 redundancy 1 mapping-id 150
Device(config)# nat64 v6v4 static 2001:db8:1::6 150.0.0.2 redundancy 1 mapping-id 151
Device(config)# nat64 switchover replicate http enable port 80
!
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name RG1
Device(config-red-app-grp)# data gigabitethernet 1/1/0
Device(config-red-app-grp)# control gigabitethernet 1/1/1 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing interface gigabitethernet 1/1/2
Device(config-red-app-grp)# priority 150 failover threshold 140
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# exit
Device(config-red-app)# exit
Device(config-red)# exit
!
Device(config)# interface gigabitethernet 1/1/0
Device(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface gigabitethernet 1/1/1
Device(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.240.0.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface gigabitethernet 1/1/2
Device(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.0.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface gigabitethernet 1/1/3
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::2/96
Device(config-if)# redundancy rii 100
Device(config-if)# redundancy group 1 ipv6 2001:db8:1::1/96 exclusive decrement 15
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface gigabitethernet 1/1/4
Device(config-if)# ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# redundancy rii 101
Device(config-if)# redundancy asymmetric-routing enable
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# router ospf 90
Device(config-router)# network 192.0.2.0 255.255.255.0 area 0
Device(config-router)# end
! Router B Configuration
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# nat64 prefix stateful 2001:db8:2::/96
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Device(config)# nat64 v6v4 static 2001:db8:1::5 150.0.0.1 redundancy 1 mapping-id 150
Device(config)# nat64 v6v4 static 2001:db8:1::6 150.0.0.2 redundancy 1 mapping-id 151
Device(config)# nat64 switchover replicate http enable port 80
!
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name RG1
Device(config-red-app-grp)# data gigabitethernet 1/2/0
Device(config-red-app-grp)# control gigabitethernet 1/2/1 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing interface gigabitethernet 1/2/2
Device(config-red-app-grp)# priority 140 failover threshold 135
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# exit
Device(config-red-app)# exit
Device(config-red)# exit
!
Device(config)# interface gigabitethernet 1/2/0
Device(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface gigabitethernet 1/2/1
Device(config-if)# ip address 172.16.0.2 255.240.0.0
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface gigabitethernet 1/2/2
Device(config-if)# ip address 192.168.0.2 255.255.0.0
Device(config-if)#no shutdown
Device(config-if)# exit
!
Device(config-if)# interface gigabitethernet 1/2/3
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# ipv6 addr 2001:db8:1::3/96
Device(config-if)# redundancy rii 100
Device(config-if)# redundancy group 1 ipv6 2001:db8:1::1/96 exclusive decrement 15
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# interface gigabitethernet 1/2/4
Device(config-if)# ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# redundancy rii 101
Device(config-if)# redundancy asymmetric-routing enable
Device(config-if)# exit
!
Device(config)# router ospf 90
Device(config-router)# network 198.51.100.0 255.255.255.0 area 0
Device(config-router)# end

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 に関する追
加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List, All Releases』
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関連項目

マニュアル タイトル

NAT コマンド

『IP Addressing Services Command Reference』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

IPv4/IPv6 変換のフレームワーク

IPv4/IPv6 変換のフレームワーク
draft-ietf-behave-v6v4-framework-06

IPv6-IPv4 変換用の FTP ALG

IPv6-IPv4 変換用の FTP ALG draft-ietf-behave-ftp64-06

IP/ICMP 変換アルゴリズム

IP/ICMP 変換アルゴリズム draft-ietf-behave-v6v4-xlate-10

IPv4/IPv6 トランスレータの IPv6 ア IPv4/IPv6 トランスレータの IPv6 アドレッシング
draft-ietf-behave-address-format-07
ドレッシング
RFC 2228

FTP Security Extensions

RFC 2373

『IP Version 6 Addressing Architecture』

RFC 2464

『Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks』

RFC 2765

Stateless IP/ICMP Translation Algorithm (SIIT)

RFC 2766

Network Address Translation - Protocol Translation（NAT-PT）

RFC 4787

UDP ユニキャストのネットワーク アドレス変換（NAT）
の動作要件

RFC 4966

Reasons to Move the Network Address Translator - Protocol
Translator (NAT-PT) to Historic Status

RFC 6384

An FTP Application Layer Gateway (ALG) for IPv6-to-IPv4
Translation

bステートフル NAT64：IPv6 クライ Stateful NAT64: Network Address and Protocol Translation from
アントから IPv4 サーバへのネット IPv6 Clients to IPv4 Servers
ワークアドレスおよびプロトコル変 draft-ietf-behave-v6v4-xlate-stateful-12
換
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 18：ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 の機能情報

機能名

リリース

機能情報

NAT64 向けの非対称ルーティ
ング サポート

Cisco IOS XE リリー Cisco IOS XE の本リリースおよび以降の
ス 3.16S
リリースでは、ネットワーク アドレス変
換 64（NAT64）でマルチプロトコル ラベ
ル スイッチング（MPLS）による非対称
ルーティングおよび非対称ルーティング
をサポートしています。
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機能名

リリース

機能情報

FTP64 NAT ALG ボックス内 HA Cisco IOS XE Release Cisco IOS XE リリース 3.5S では、FTP64
3.5S
サポート
ALG にステートフル NAT64 のサポート
が追加されています。FTP64 NAT ALG
ボックス内 HA サポート機能では、単一
シャーシ内の冗長 FP 間におけるステート
フル スイッチオーバーをサポートしてい
ます。FTP64 ALG で提供される HA サ
ポートは、ボックス内とボックス間の両
方の HA およびインサービス ソフトウェ
ア アップグレード（ISSU）に適用されま
す。
ステートフル NAT64 ALG - ス Cisco IOS XE Release Cisco IOS XE リリース 3.4S および以降の
テートフル FTP64 ALG サポー 3.4S
リリースでは、FTP64（またはサービス
ト
FTP）ALG をサポートしています。FTP64
ALG は、レイヤ 7 データ上におけるス
テートフル NAT64 の動作を支援します。
FTP ALG は、IP アドレスおよび FTP コン
トロール セッションのペイロードに埋め
込まれた TCP ポート情報を変換します。
nat64 service ftp コマンドが導入または変
更されています。
ステートフル NAT64 - シャーシ Cisco IOS XE Release
3.5S
内冗長性
Cisco IOS XE Release
3.10S
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Cisco IOS XE リリース 3.5S および以降の
リリースでは、ステートフル NAT64 の
シャーシ内冗長性機能をサポートしてい
ます。単一シャーシ内で2番目のフォワー
ドプロセッサを使用できる場合は、ステー
トフル NAT64 のシャーシ内冗長性機能に
より 2 番目の FP をスタンバイエンティ
ティとして設定できます。スタンバイ FP
はステートフル NAT64 セッション情報の
バックアップを維持します。アクティブ
（最初の）FP に障害が発生した場合、中
断なく NAT64 セッションが継続されま
す。
nat64 switchover replicate http port コマン
ドが導入または変更されています。

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64
用語集

機能名

リリース

機能情報

ステートフル ネットワーク ア Cisco IOS XE Release ステートフル ネットワーク アドレス変換
3.4S
ドレス変換 64
64 機能は、IPv6 パケットと IPv4 パケッ
トを相互に変換する変換メカニズムを提
供します。ステートフル NAT64 トランス
レータは、設定されたステートフルプレ
フィックスを使用して、IPv4 ホストの
IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをアルゴリ
ズムにより相互に変換します。同様に、
IPv6 ホストの IPv6 アドレスは NAT を通
じて IPv4 アドレスと相互に変換されま
す
次のコマンドが、導入または変更されて
います。clear nat64 statistics, debug nat64,
nat64 logging, nat64 prefix stateful, nat64
translation, nat64 v4, nat64 v4v6, nat64
v6v4, show nat64 aliases, show nat64 limits,
show nat64 logging, show nat64 mappings
dynamic, show nat64 mappings static, show
nat64 services, show nat64 pools, show
nat64 prefix stateful, show nat64 statistics,
show nat64 timeouts, show nat64
translations

用語集
ALG：アプリケーション層ゲートウェイまたはアプリケーション レベル ゲートウェイ。
FP：転送プロセッサ。
IPv4 変換済みアドレス：IPv4 ホストを表すために使用される IPv6 アドレス。これらには、IPv4
アドレスとの明示的なマッピング関係があります。この関係は、IPv6 アドレス内の IPv4 アドレス
をマッピングすることで、自ら認識します。ステートレスおよびステートフル トランスレータ
は、IPv4 ホストを表すため、IPv4 変換済みの IPv6 アドレスを使用します。
IPv6 変換済みアドレス：ステートレス変換用に IPv6 ホストに割り当てられた IPv6 アドレス。こ
れらの IPv6 変換済みアドレスには、IPv4 アドレスとの明示的なマッピング関係があります。この
関係は、IPv6 アドレス内の IPv4 アドレスをマッピングすることで、自ら認識します。ステートレ
ス トランスレータは、IPv6 ホストを表すため、対応する IPv4 アドレスを使用します。IPv6 ホス
トはダイナミック ステート経由のトランスレータの IPv4 アドレス プールによって示されるため、
ステートフルトランスレータは IPv6 変換済みアドレスを使用しません。
NAT：ネットワーク アドレス変換。
RP：ルート プロセッサ。
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ステートフル変換：ステートフル変換では、フローの最初のパケットを受信すると、フローごと
のステートが作成されます。変換アルゴリズムは、パケットの送受信が関連ネットワーク要素の
データ構造を作成または変更する場合、ステートフルと呼ばれます。ステートフル変換により、
複数のトランスレータを交換して使用、およびいくつかの拡張性レベルを使用できます。ステー
トフル変換は、マッピングされた IPv4 アドレスを持たない IPv6 クライアントとピアが、IPv4 専
用サーバとピアに接続できるよう定義されています。
ステートレス変換：ステートフルではない変換アルゴリズムはステートレスと呼ばれます。ステー
トレス変換は、静的変換テーブルを設定する必要があります。または変換しているメッセージか
らアルゴリズムで指定された情報を取得できます。ステートレス変換はステートフル変換に比べ
て計算のオーバーヘッドが少なくてすみます。また、変換テーブルおよび関連付けられた手法や
プロセスは、ステートフルアルゴリズムにはありますが、ステートレスアルゴリズムにはないた
め、ステートレス変換は状態を維持するために必要なメモリも少なくてすみます。ステートレス
変換により、IPv4 専用クライアントとピアが、IPv4 組み込み IPv6 アドレスを備えた IPv6 専用サー
バまたはピアへの接続を開始できます。また、IPv4 専用スタブ ネットワークまたは ISP の IPv6
専用ネットワークのスケーラブルな調整も可能になります。IPv6 から IPv4 への変換内の送信元
ポートは、適切なフロー判断を提供するよう変更しなければならないため、IPv4 から IPv6 方向へ
の送信元ポートを変更する必要はありません。
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ステートフル ネットワーク アドレス変換 64
シャーシ間冗長性
ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 のシャーシ間冗長性機能では、ステートフル ネッ
トワーク アドレス変換 64（NAT64）にシャーシ間冗長性サポートを追加します。ステートフル
シャーシ間冗長性では、相互にバックアップとして機能するデバイスのペアを設定できます。
このモジュールでは、ステートフル NAT64 シャーシ間冗長性の設定方法を説明します。
• 機能情報の確認, 249 ページ
• ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 シャーシ間冗長性の制約事項, 250 ページ
• ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 シャーシ間冗長性について, 250 ページ
• ステートフル ネットワーク変換 64 のシャーシ間冗長性の設定方法, 256 ページ
• ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 シャーシ間冗長性の設定例, 268 ページ
• その他の参考資料, 269 ページ
• ステートフルネットワークアドレス変換 64 シャーシ間冗長性の機能情報, 270 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 シャーシ間
冗長性の制約事項
• 非対称ルーティングはサポートされません。
• シャーシ内冗長性とボックスツーボックス（B2B）冗長性の併用はサポートされません。
• NAT インターフェイス オーバーロード設定はサポートされません。

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 シャーシ間
冗長性について
ステートフル シャーシ間冗長動作
相互にホット スタンバイとして動作するようにデバイスのペアを設定できます。冗長性は、イン
ターフェイス ベースで設定します。冗長インターフェイスのペアは、冗長グループ（RG）と呼ば
れます。冗長性はアプリケーション レベルで発生し、インターフェイスまたはデバイスに完全な
物理障害が発生しなくてもアプリケーションのスイッチオーバーが発生します。スイッチオーバー
が発生すると、アプリケーション アクティビティは冗長インターフェイス上で中断なく動作を継
続します。
下の図は、アクティブ/スタンバイ ロードシェアリング シナリオを示しています。この図は、1 つ
の発信インターフェイスを持つデバイス ペア用に RG を設定する方法を示しています。ルータ 1
上のグループ A がアクティブ RG、ルータ 2 上のグループ 2 がスタンバイ RG です。
設定可能なコントロール リンクおよびデータ同期リンクによっ冗長デバイスが結合されます。コ
ントロール リンクは、デバイスのステータスを通信するために使用されます。データ同期リンク
は、ネットワーク アドレス変換（NAT）およびファイアウォールからステートフル情報を転送
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し、ステートフル データベースを同期するために使用されます。冗長インターフェイスのペア
は、冗長インターフェイス ID（RII）と呼ばれる同一の固有 ID 番号が割り当てられています。
図 15：冗長グループの設定：1 つの発信インターフェイス

冗長グループ メンバーのステータスは、コントロール リンクで送信される hello メッセージを使
用することで判断できます。いずれかのデバイスが設定時間内に helloメッセージに応答しなけれ
ば、そのデバイスに障害が発生しているとみなされ、スイッチオーバーが開始されます ミリ秒
単位でエラーを検出するには、双方向フォワーディング検出（BFD）プロトコルと統合された
フェールオーバー プロトコルをコントロール リンクで実行します。hello メッセージについて次
のパラメータを設定できます。
• Hello time - hello メッセージが送信される時間間隔。
• Hold time - アクティブまたはスタンバイ デバイスがダウンしていると判断されるまでの時
間。
hello time のデフォルトは、ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）に合わせるために 3 秒
です。また、hold time のデフォルトは 10 秒です。また、timers hellotime msec コマンドを使用し
て、これらのタイマーをミリ秒単位で設定することもできます。
スイッチオーバーの影響を受けるインターフェイスのペアを判断するには、冗長インターフェイ
スの各ペアについて、固有の ID を設定する必要があります。この ID は RII と呼ばれ、インター
フェイスに関連付けられています。
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スタンバイ デバイスへのスイッチオーバーは、各デバイス上で設定されている優先度設定が変更
されたときに発生します。優先度値が最も高いデバイスは、アクティブ デバイスとして動作しま
す。アクティブデバイスまたはスタンバイデバイスで障害が発生した場合、重みと呼ばれる設定
可能な数値分、ルータの優先度が減らされます。アクティブデバイスの優先度が、スタンバイデ
バイスの優先度を下回る場合、スイッチオーバーが発生し、スタンバイデバイスがアクティブデ
バイスになります。このデフォルトの動作を無効にするには、RG について preemption 属性をディ
セーブルにします。また、インターフェイスのレイヤ 1 状態がダウン状態になった場合、各イン
ターフェイスを設定して優先度を減らします。設定した優先度によって、RG のデフォルト優先度
がオーバーライドされます
RG の優先度が変更されるエラー イベントごとに、タイム スタンプ、影響を受けた RG に関する
情報、以前の優先度、新しい優先度、およびエラー イベントの原因の説明を含む syslog エントリ
が生成されます。
デバイスまたはインターフェイスの優先度が設定可能なしきい値レベルを下回った場合にも、ス
イッチオーバーが発生します。
スタンバイ デバイスへのスイッチオーバーは、次の場合に発生します。
• アクティブ デバイス上で電力損失またはリロードが発生した場合（リロードを含む）。
• アクティブ デバイスのランタイム優先度がスタンバイ デバイスより低くなった場合（preempt
が設定されている場合）。
• アクティブ デバイスのランタイム優先度が設定されたしきい値より低くなった場合。
• アクティブ デバイスの冗長性グループが手動でリロードされた場合。手動リロードには、
redundancyapplicationreloadgrouprg-number コマンドを使用します。

アクティブ/アクティブ フェールオーバー
アクティブ/アクティブ フェールオーバー構成では、両方のデバイスがネットワーク トラフィッ
クを処理することができます。アクティブ/アクティブ フェールオーバーは、各冗長グループ
（RG）のインターフェイス用に仮想 MAC（VMAC）アドレスを生成します。
アクティブ/アクティブ フェールオーバー ペアの 1 つのデバイスはプライマリ（アクティブ）デ
バイスとして指定され、もう 1 つはセカンダリ（スタンバイ）デバイスとして指定されます。ア
クティブ/スタンバイ フェールオーバーの場合とは異なり、両方のデバイスが同時に起動された場
合、この指定ではどちらのデバイスがアクティブになるか指示しません。代わりに、プライマリ/
セカンダリの指示は次のことを定義します。
• デバイスが同時に起動されたときに、実行コンフィギュレーションをフェールオーバー ペア
に提供するデバイス。
• デバイスが同時に起動されたときに、フェールオーバー RG がアクティブ状態で表示される
デバイス。コンフィギュレーションの各フェールオーバー RG は、プライマリまたはセカン
ダリ デバイス プリファレンスで設定されます。1 つのデバイスでは、両方のフェールオー
バー RG をアクティブ状態に、もう 1 つのデバイスではスタンバイ フェールオーバー RG に
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なるよう設定できます。また 1 つのデバイスで、1 つのフェールオーバー RG をアクティブ
状態に、もう 1 つの RG をスタンバイ状態に設定することもできます。

Active/Standby フェールオーバー
アクティブ/スタンバイ フェールオーバーでは、スタンバイ デバイスを使用して、障害の発生し
たデバイスの機能を引き継ぐことができます。障害の発生したアクティブデバイスはスタンバイ
状態に変わり、スタンバイ デバイスはアクティブ状態に変わります。現在アクティブ状態になっ
ているデバイスは、障害が発生したデバイスの IP アドレスと MAC アドレスを引き継ぎ、トラ
フィックの処理を開始します。現在スタンバイ状態になっているデバイスが、スタンバイの IP ア
ドレスと MAC アドレスを引き継ぎます。ネットワーク デバイスでは MAC から IP へのアドレス
ペアリングが変わることはないため、ネットワークのどこにおいても、Address Resolution Protocol
（ARP）エントリが変化またはタイムアウトすることはありません。
アクティブ/スタンバイのシナリオでは、フェールオーバー ペアの 2 つのデバイス間の主な違い
は、どのデバイスがアクティブで、どのデバイスがスタンバイか、つまりどの IP アドレスを使用
し、どのデバイスがアクティブにトラフィックを配信するかに依存します。両方のデバイスが同
時にスタートアップした場合（さらに正常な動作が等しい場合）、アクティブデバイスは常にア
クティブ デバイスになります。アクティブ デバイスの MAC アドレスは常に、アクティブな IP ア
ドレスとペアを形成します。

LAN-LAN トポロジ
LAN-LAN トポロジでは、参加するすべてのデバイスは、内部と外部の両方の LAN インターフェ
イスを介して相互に接続されます。このシナリオでは、スタティック ルーティングが適切な仮想
IP アドレスへのアップストリームまたはダウンストリーム デバイスで設定されている場合、トラ
フィックは多くの場合、正しいファイアウォールに向かいます。LAN 方向のインターフェイスで
サポートされるダイナミックルーティング構成では、ルーティングプロトコルのコンバージェン
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スへの依存が生じないようにしてください。依存があると、高速フェールオーバー要件に適合し
なくなります。次の図は LAN-LAN トポロジを示します。
図 16：LAN-LAN のシナリオ

ステートフル NAT64 の冗長グループ
ステートフル ネットワーク アドレス変換 64（NAT64）のボックス間（B2B）冗長性をサポートす
るには、すべてのステートフル NAT64 マッピングを冗長グループ（RG）に関連付ける必要があ
ります。1 つの RG と複数の ステートフル NAT64 マッピングを関連付けることができます。ス
テートフル NAT64 マッピングから作成されるセッションまたはバインドは、ステートフル NAT64
のマッピング先の RG に関連付けられます。B2B 冗長性では、RG 内で作成、変更、または破棄さ
れたセッションまたはバインドの状態がステートフル NAT64 によりチェックされ、ステートフル
NAT64 のハイ アベイラビリティ（HA）メッセージをスタンバイ デバイスに送信する必要性が判
断されます
NAT バインディングは、ローカル IP アドレスとグローバル IP アドレスの 1 対 1 の関連付けです。
セッションは、5 タプルの情報（送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、プロトコル、送信元ポー
ト、および宛先ポート）で識別されます 通常、セッションは、バインディングよりも速い速度
で作成および破棄されます。
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変換フィルタリング
RFC 4787 では、ネットワーク アドレス変換（NAT）の変換フィルタリング動作について規定して
います。NAT では、特定の外部エンドポイントから発信されたパケットをフィルタリングするた
めに次のオプションを使用します。
• エンドポイントに依存しないフィルタリング：外部 IP アドレスおよびポート送信元に関係な
く、内部 IP アドレスおよびポートを宛先としないパケットをフィルタリングします。
• アドレス依存のフィルタリング：内部 IP アドレスを宛先としないパケットをフィルタリング
します。NAT は、内部エンドポイントを宛先とするパケットもフィルタリングします。
• アドレスおよびポート依存のフィルタリング：内部 IP アドレスを宛先としないパケットを
フィルタリングします。NAT は、以前にエンドポイントに送信されたことがなく、内部エン
ドポイントを宛先とするパケットもフィルタリングします。

FTP64 アプリケーション レベル ゲートウェイのサポート
FTP64（またはサービス FTP）アプリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）は、ステートフル
ネットワーク アドレス変換 64（NAT64）がレイヤ 7 データで動作するために役立ちます。FTP64
ALG は、IP アドレス、および FTP 制御セッションのペイロードに埋め込まれる TCP ポート情報
を変換します。
NAT は、アプリケーション データ ストリームで送信元および宛先 IP アドレスを伝送しない
TCP/UDP トラフィックを変換します。ペイロード（またはアプリケーション データ ストリーム）
に IP アドレス情報を埋め込むプロトコルでは、ALG のサポートが必要です。ALG は、パケット
ペイロードに埋め込まれた IP アドレスやポート番号の変換や、制御チャネルからの新しい接続ま
たはセッション情報の取得などの、アプリケーション データストリーム（レイヤ 7）プロトコル
固有のサービスを処理します。
FTP64 は、ステートフル NAT64 が有効になっている場合に自動的に有効になります。NAT64 FTP
サービスを無効にするには、no nat64 service ftp コマンドを使用します。

（注）

FTP64 ALG は、ステートレス NAT64 変換ではサポートされていません。

（注）

FTP64 ALG は、IPv4 互換 IPv6 アドレスはサポートしていません。
IPv6 から IPv4 への変換 FTP の注意事項 draft-ietf-behave-ftp64-02 および RFC 2228 に基づき、コマ
ンドと応答が FTP クライアントと FTP サーバ間を流れるとき、FTP64 ALG はトランスペアレン
トモードにスイッチする必要があります（トランスペアレントモードのデバイスはネットワーク
では見えませんが、ブリッジのように振る舞い、パケットを検査またはフィルタすることができ
ます）。クライアントが FTP AUTH コマンドを発行した場合、FTP64 ALG は、制御チャネル セッ
ションが終了するまで、両方向（入力および出力）の制御チャネルのすべてのデータを透過的に
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転送します。同様に、AUTH ネゴシエーション中、ネゴシエーションが成功したかどうかにかか
わらず、ALG はトランスペアレント モードである必要があります。
RFC 6384 に応じて、クライアント/サーバ通信中の FTP64 ALG の動作は異なります。IPv4 から
IPv6 への変換中、transport layer security（TLS）セッションが正常に動作するよう、FTP64 ALG は
制御チャネル上を送信されるデータを透過的にコピーする必要があります。ただし、クライアン
トのコマンドとサーバの応答は、FTP64 ALG からは隠されています。動作の一貫性を確保するた
め、クライアントによって最初の FTP AUTH コマンドが発行されるとすぐに、FTP64 ALG はコマ
ンドの変換と応答を停止し、サーバからクライアント、およびその逆方向に送信される TCP デー
タを透過的にコピーし始めなければなりません。サーバの応答が 4xx または 5xx の範囲にある、
つまり FTP エラー/警告メッセージを含む場合、FTP64 ALG は AUTH コマンドを無視し、トラン
スペアレント モードに入らないようにする必要があります。
CSCtu37975 以前、IPv6 FTP クライアントが FTP AUTH コマンドを発行する場合、IPv4 FTP サー
バがその認証ネゴシエーションを承認するか拒否するかにかかわらず、FTP64 ALG は AUTH セッ
ションをトランスペアレントモード（またはバイパスモード）に移動します。セッションがトラ
ンスペアレントモードの場合、NATはセッション内のパケット上では変換できません。CSCtu37975
では、クライアント/サーバの通信中、FTP64 ALG の動作は RFC 6384 に準拠します。

ステートフル ネットワーク変換 64 のシャーシ間冗長性
の設定方法
冗長グループ プロトコルの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. redundancy
4. application redundancy
5. protocolid
6. namegroup-name
7. ステップ 3 ～ 6 を繰り返して、他のデバイス上で冗長グループ プロトコルを設定します。
8. timers hellotimesecondsholdtimeseconds
9. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

redundancy
例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

アプリケーション冗長性を設定して、冗長アプリケー
ション コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

application redundancy
例：
Device(red)# application redundancy

ステップ 5

冗長グループのプロトコル インスタンスを定義し、
冗長アプリケーション プロトコル コンフィギュレー
ション モードを開始します。

protocolid
例：
Device(config-red-app)# protocol 1

ステップ 6

冗長グループの名前を設定します。

namegroup-name
例：
Device(config-red-app-prtcl)# name RG1

ステップ 7

ステップ 3 ～ 6 を繰り返して、他のデバイ —
ス上で冗長グループ プロトコルを設定しま
す。

ステップ 8

timers hellotimesecondsholdtimeseconds

冗長グループの hellotime および holdtime メッセージ
のタイマーを設定します。

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 1 holdtime 3

ステップ 9

end
例：

冗長アプリケーション プロトコル コンフィギュレー
ション モードを終了し、特権 EXEC モードを開始し
ます。

Device(config-red-app-prtcl)# end
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アクティブ/スタンバイ ロード シェアリング用の冗長グループの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. redundancy
4. application redundancy
5. groupid
6. namegroup-name
7. controlinterface-type interface-numberprotocolid
8. datainterface-type interface-number
9. ステップ 3 ～ 8 を繰り返して、他の冗長グループを設定します。
10. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 4

application redundancy
例：

アプリケーション冗長性を設定して、冗長アプリケー
ション コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 5

groupid
例：
Device(config-red-app)# group 1
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冗長グループを設定し、冗長アプリケーショングルー
プ コンフィギュレーション モードを開始します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

namegroup-name

冗長アプリケーショングループの名前を設定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# name RG1

ステップ 7

controlinterface-type
interface-numberprotocolid

コントロール インターフェイスのタイプと冗長アプ
リケーション グループの番号を設定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# control
gigabitethernet 0/0/1 protocol 1

ステップ 8

datainterface-type interface-number

データ インターフェイスのタイプと冗長アプリケー
ション グループの番号を設定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# data
gigabitethernet 0/2/2

ステップ 9

ステップ 3 ～ 8 を繰り返して、他の冗長グ —
ループを設定します。

ステップ 10

end
例：

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレー
ション モードを終了し、特権 EXEC モードを開始し
ます。

Device(config-red-app-grp)# end

アクティブ/アクティブ ロード シェアリング用の冗長グループの設定
このタスクは、アクティブ/アクティブ ロード シェアリング用に同じデバイス上で 2 つの冗長グ
ループ（RG）を設定するときに実行します。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
259

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 シャーシ間冗長性
アクティブ/アクティブ ロード シェアリング用の冗長グループの設定

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. redundancy
4. application redundancy
5. groupid
6. namegroup-name
7. priorityvalue [failover-thresholdvalue]
8. controlinterface-type interface-numberprotocolid
9. datainterface-type interface-number
10. end
11. configure terminal
12. redundancy
13. application redundancy
14. groupid
15. namegroup-name
16. priorityvalue [failover-thresholdvalue]
17. controlinterface-type interface-numberprotocolid
18. datainterface-type interface-number
19. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

redundancy
例：
Device(config)# redundancy
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

application redundancy

アプリケーション冗長性を設定して、冗長アプリケー
ション コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 5

冗長グループを設定し、冗長アプリケーション グルー
プ コンフィギュレーション モードを開始します。

groupid
例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 6

冗長アプリケーション グループの名前を設定します。

namegroup-name
例：
Device(config-red-app-grp)# name RG1

ステップ 7

冗長グループのグループ優先度およびフェールオー
バーしきい値を指定します。

priorityvalue [failover-thresholdvalue]
例：
Device(config-red-app-grp)# priority 195
failover-threshold 190

ステップ 8

controlinterface-type
interface-numberprotocolid

コントロール インターフェイスのタイプと冗長アプリ
ケーション グループの番号を設定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# control
gigabitethernet 0/0/1 protocol 1

ステップ 9

datainterface-type interface-number

データ インターフェイスのタイプと冗長アプリケー
ション グループの番号を設定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# data
gigabitethernet 0/2/2

ステップ 10

end

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレーショ
ン モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 11

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 12

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# redundancy
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

application redundancy

アプリケーション冗長性を設定して、冗長アプリケー
ション コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 14

groupid

冗長グループを設定し、冗長アプリケーション グルー
プ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config-red-app)# group 2

ステップ 15

namegroup-name

冗長アプリケーション グループの名前を設定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# name RG2

ステップ 16

priorityvalue [failover-thresholdvalue]

冗長グループのグループ優先度およびフェールオー
バーしきい値を指定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# priority 205
failover-threshold 200

ステップ 17

controlinterface-type
interface-numberprotocolid

コントロール インターフェイスのタイプと冗長アプリ
ケーション グループの番号を設定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# control
gigabitethernet 0/0/1 protocol 2

ステップ 18

datainterface-type interface-number

データ インターフェイスのタイプと冗長アプリケー
ション グループの番号を設定します。

例：
Device(config-red-app-grp)# data
gigabitethernet 0/2/2

ステップ 19

end

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレーショ
ン モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステートフル NAT64 シャーシ間冗長性向けのトラフィック インター
フェイスの設定
この作業は LAN-LAN シナリオに適用されます。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interfacetype number
4. redundancy riiid
5. redundancy groupgroup-idipv6 ipv6-prefix/prefix-lengthexclusive decrementvalue
6. exit
7. interfacetype number
8. redundancy riiid
9. redundancy groupgroup-idipv6ipv6-prefix/prefix-lengthexclusive decrementvalue
10. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場

例：

合）。

Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetype number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/0

ステップ 4

冗長グループで保護されるトラフィック インター
フェイスの冗長性インターフェイス識別子（RII）
を設定します。

redundancy riiid
例：
Device(config-if)# redundancy rii 100

ステップ 5

redundancy groupgroup-idipv6
ipv6-prefix/prefix-lengthexclusive decrementvalue

IPv6 冗長性を有効化します。

例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ipv6
2001:DB8:1::1:100/64 exclusive decrement 50
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、グローバル コンフィギュレーション
モードに入ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 7

interfacetype number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/1/1

ステップ 8

redundancy riiid

冗長グループで保護されるトラフィック インター
フェイスの RII を設定します。

例：
Device(config-if)# redundancy rii 120

ステップ 9

redundancy
IPv6 冗長性を有効化します。
groupgroup-idipv6ipv6-prefix/prefix-lengthexclusive
decrementvalue
例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ipv6
2001:DB8:2::1:100/64 exclusive decrement 50

ステップ 10

end

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-if)# end

シャーシ間冗長性向けのスタティック ステートフル NAT64 の設定
スタティック ステートフル NAT64 をシャーシ間冗長性と共に設定するには、このタスクを実行
します。シャーシ間冗長性は、ダイナミック、スタティック、およびポート アドレス変換（PAT）
の各 NAT 設定と共に設定できます。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 unicast-routing
4. interfacetype number
5. ipv6 enable
6. ipv6 addressipv6-address/prefix-length
7. nat64 enable
8. exit
9. ステップ 3 ～ 8 を繰り返して 他のインターフェイス上で NAT64 を設定します。
10. nat64 prefix statefulipv6-prefix/length
11. nat64 v6v4 staticipv6-address ipv6-address[redundancygroup-idmapping-idid]
12. nat64 v6v4 tcpipv6-address ipv6-port ipv4-address ipv4-port[redundancygroup-idmapping-idid]
13. end
14. show nat64 translations protocol tcp
15. show nat64 translations redundancygroup-id

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

IPv6 ユニキャスト データグラムの転送をイネーブル
にします。

ipv6 unicast-routing
例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 4

interfacetype number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ipv6 enable

インターフェイス上で IPv6 処理を有効化します。

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 6

ipv6 addressipv6-address/prefix-length
例：

IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6 アド
レスを設定し、インターフェイスにおける IPv6 処理
をイネーブルにします。

Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:1::1/96

ステップ 7

nat64 enable

IPv6 インターフェイス上で NAT64 変換を有効化し
ます。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 8

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に入ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 9

ステップ 3 ～ 8 を繰り返して 他のインター
フェイス上で NAT64 を設定します。

—

ステップ 10

nat64 prefix statefulipv6-prefix/length

IPv4 アドレスを IPv6 アドレスに変換するために IPv4
ホストに付加するステートフル NAT64 プレフィック
スを定義します。

例：
Device(config)# nat64 prefix stateful
2001:DB8:1::1/96

• ステートフル NAT64 プレフィックスは、グロー
バルコンフィギュレーションでもインターフェ
イスレベルでも設定できます。

ステップ 11

nat64 v6v4 staticipv6-address
NAT64 の IPv6 から IPv4 へのスタティック アドレス
ipv6-address[redundancygroup-idmapping-idid] マッピングとシャーシ間冗長性を有効化します。
例：
Device(config)# nat64 v6v4 static
2001:DB8:1::FFFE 209.165.201.1 redundancy
1 mapping-id 30

ステップ 12

nat64 v6v4 tcpipv6-address ipv6-port
ipv4-address
ipv4-port[redundancygroup-idmapping-idid]
例：
Device(config)# nat64 v6v4 tcp
2001:DB8:1::1 redundancy 1 mapping-id 1
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TCP プロトコル パケットにスタティック マッピング
を適用し、シャーシ間冗長性を有効化します。
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config)# end

ステップ 14

NAT 64 プロトコル変換に関する情報を表示します。

show nat64 translations protocol tcp
例：
Device# show nat64 translations protocol
tcp

ステップ 15

show nat64 translations redundancygroup-id

NAT64 冗長性変換に関する情報を表示します。

例：
Device# show nat64 translations redundancy
1

例：
次に、show nat64 translations protocol tcp コマンドの出力例を示します。
Device# show nat64 translations protocol tcp
Proto

Original IPv4
Translated IPv4
Translated IPv6
Original IPv6
---------------------------------------------------------------------------tcp
tcp

209.165.201.2:21
10.2.1.1:80
209.165.201.2:21
10.2.1.1:80

[2001:DB8:1::103]:32847
[2001::11]:80
[2001:DB8:1::104]:32848
[2001::11]:80

Total number of translations: 2

次に、show nat64 translations redundancy コマンドの出力例を示します。
Device# show nat64 translations redundancy 1
Proto

Original IPv4
Translated IPv4
Translated IPv6
Original IPv6
----------------------------------------------------------------------------

tcp
tcp

209.165.201.2:21

[2001:DB8:1::103]:32847

10.2.1.11:32863
10.1.1.1:80
209.165.201.2:21
10.1.1.1:80

[2001::3201:10b]:32863
[2001::11]:80
[2001:DB8:1::104]:32848
[2001::11]:80

Total number of translations: 3

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
267

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 シャーシ間冗長性
ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 シャーシ間冗長性の設定例

ステートフル ネットワーク アドレス変換 64 シャーシ間
冗長性の設定例
例：冗長グループ プロトコルの設定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(red)# application redundancy
Device(config-red-app)# protocol 1
Device(config-red-app-prtcl)# name RG1
Device(config-red-app-prtcl)# timers hellotime 1 holdtime 3
Device(config-red-app-prtcl)# end
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(red)# application redundancy
Device(config-red-app)# protocol 2
Device(config-red-app-prtcl)# name RG1
Device(config-red-app-prtcl)# end

例：アクティブ/スタンバイ ロード シェアリング用の冗長グループの
設定
次の例では、2 つのデバイス上でアクティブ/スタンバイ ロード シェアリングのための冗長グルー
プ（RG）を設定する方法を示しています。
Device1# configure terminal
Device1(config)# redundancy
Device1(config-red)# application redundancy
Device1(config-red-app)# group 1
Device1(config-red-app-grp)# name RG1
Device1(config-red-app-grp)# control gigabitethernet 0/0/1 protocol 1
Device1(config-red-app-grp)# data gigabitethernet 0/2/2
Device1(config-red-app-grp)# end
Device2# configure terminal
Device2(config)# redundancy
Device2(config-red)# application redundancy
Device2(config-red-app)# group 1
Device2(config-red-app-grp)# name RG1
Device2(config-red-app-grp)# control gigabitethernet 0/0/1 protocol 1
Device2(config-red-app-grp)# data gigabitethernet 0/2/2
Device2(config-red-app-grp)# end

例：アクティブ/アクティブ ロード シェアリング用の冗長グループの
設定
次の例では、同じデバイス上でアクティブ/アクティブ ロード シェアリングのための 2 つの冗長
グループ（RG）を設定する方法を示しています。
Device1# configure terminal
Device1(config)# redundancy
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Device1(config-red)# application redundancy
Device1(config-red-app)# group 1
Device1(config-red-app-grp)# name RG1
Device1(config-red-app-grp)# priority 195 failover-threshold 190
Device1(config-red-app-grp)# control gigabitethernet 0/0/1 protocol 1
Device1(config-red-app-grp)# data gigabitethernet 0/2/2
Device1(config-red-app-grp)# end
Device1# configure terminal
Device1(config)# redundancy
Device1(config-red)# application redundancy
Device1(config-red-app)# group 2
Device1(config-red-app-grp)# name RG2
Device1(config-red-app-grp)# priority 205 failover-threshold 200
Device1(config-red-app-grp)# control gigabitethernet 0/0/1 protocol 2
Device1(config-red-app-grp)# data gigabitethernet 0/2/2
Device1(config-red-app-grp)# end
Device2# configure terminal
Device2(config)# redundancy
Device2(config-red)# application redundancy
Device2(config-red-app)# group 1
Device2(config-red-app-grp)# name RG1
Device2(config-red-app-grp)# priority 195 failover-threshold 190
Device2(config-red-app-grp)# control gigabitethernet 0/0/1 protocol 1
Device2(config-red-app-grp)# data gigabitethernet 0/2/2
Device2(config-red-app-grp)# end
Device2# configure terminal
Device2(config)# redundancy
Device2(config-red)# application redundancy
Device2(config-red-app)# group 2
Device2(config-red-app-grp)# name RG2
Device2(config-red-app-grp)# priority 205 failover-threshold 200
Device2(config-red-app-grp)# control gigabitethernet 0/0/1 protocol 2
Device2(config-red-app-grp)# data gigabitethernet 0/2/2
Device2(config-red-app-grp)# end

例：ステートフル NAT64 シャーシ間冗長性向けのトラフィック イン
ターフェイスの設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# redundancy rii 100
Device(config-if)# redundancy group 1 ipv6 2001:DB8:1::1:100/64 exclusive decrement 50
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Device(config-if)# redundancy rii 100
Device(config-if)# redundancy group 1 ipv6 2001:DB8::2:1:100/64 exclusive decrement 50
Device(config-if)# end

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『IP Addressing Services Command Reference』
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標準/RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 4787

Network Address Translation (NAT) Behavioral Requirements for Unicast
UDP

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

ステートフルネットワークアドレス変換 64 シャーシ間冗
長性の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 19：ステートフルネットワークアドレス変換 64 シャーシ間冗長性の機能情報

機能名

リリース

機能情報

ステートフル ネットワーク ア Cisco IOS XE Release ステートフル ネットワーク アドレス変換
ドレス変換 64 シャーシ間冗長 3.7S
64 のシャーシ間冗長性機能では、ステー
性
トフル ネットワーク アドレス変換 64
（NAT64）にシャーシ間冗長性サポートを
追加します。ステートフル シャーシ間冗
長性では、相互にバックアップとして機能
するデバイスのペアを設定できます。
次のコマンドが導入または変更されていま
す。clear nat64 translations, nat64 v4v6,
nat64 v6v4, redundancy group (interface),
show nat64, show nat64 translations
redundancy
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第

16

章

変換を使用したアドレスおよびポート マッ
ピング
変換を使用したアドレスおよびポート マッピング機能は、IPv6 ドメインを介した IPv4 ホストへ
の接続を提供します。変換を使用したアドレスおよびポート マッピング（MAP-T）は、カスタ
マー エッジ（CE）デバイスや境界ルータ上で、両方の変換（IPv4 から IPv6 へ、およびその逆）
を行えるメカニズムです。
このモジュールでは、MAP-T の概要を示し、この機能の設定方法について説明します。
• 機能情報の確認, 273 ページ
• 変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングの制約事項, 274 ページ
• 変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングについて, 274 ページ
• 変換を使用したアドレスとポートのマッピングの設定方法, 279 ページ
• 変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングの設定例, 281 ページ
• 変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングに関する追加の参考資料, 282 ページ
• 変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングの機能情報, 283 ページ
• 用語集, 284 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングの制
約事項
• 変換（MAP-T）カスタマー エッジ（CE）を使用したアドレスおよびポートのマッピング機
能はサポートされません。
• Cisco IOS XE Denali 16.2 リリースでは、MAP-T ドメインのサポートが 10000 ドメインに拡張
されました。Cisco IOS XE Denali 16.2 より前のリリースでは、最大で 128 個の MAP-T ドメ
インがサポートされています。
• 転送マッピング ルール（FMR）はサポートされません。

変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングにつ
いて
変換を使用したアドレスおよびポート マッピングの概要
変換を使用したアドレスおよびポート マッピング機能は、IPv6 ドメインを介した IPv4 ホストへ
の接続を提供します。変換を使用したアドレスおよびポート マッピング（MAP-T）は、RFC6052、
6144、および 6145 で指定された既存のステートレス IPv4 および IPv6 アドレス変換方式で構築さ
れます。
MAP-T は、カスタマー エッジ（CE）デバイスや境界ルータ上で、両方の変換（IPv4 から IPv6
へ、およびその逆）を行えるメカニズムです。変換を使用したアドレスおよびポート マッピング
機能は、MAP-T 境界ルータ機能のみをサポートします。この機能は MAP-T CE 機能をサポートし
ません。
変換を使用したアドレスおよびポートマッピング機能は、ネットワークアドレス変換64（NAT64）
変換エンジンを利用し、NAT 64 ステートレス機能に MAP-T 境界ルータ機能を追加します。MAP-T
は IPv4 および IPv6 インターフェイスで有効です。MAP-T は、IPv4 と IPv6 の転送、IPv4 と IPv6
のフラグメンテーション機能、および NAT64 の変換機能を使用します。MAP-T ドメインは、す
べて同じ IPv6 ネットワークに接続される 1 つまたは複数の MAP CE デバイスおよび境界ルータで
す。
MAP-T CE デバイスは、ユーザのプライベート IPv4 アドレスとネイティブ IPv6 ネットワークを
IPv6 専用 MAP-T ドメインに接続します。MAP-T 境界ルータは、ステートレス IPv4/IPv6 変換を使
用し、1 つ以上の MAP-T ドメインに存在するすべてのデバイスに外部 IPv4 ネットワークを接続
します。MAP-T はネットワークごとに IPv6 プレフィックスを 1 つだけ必要とし、通常の IPv6 プ
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レフィックス/アドレス割り当てメカニズムをサポートします。MAP-T ドメインには、通常の IPv6
専用ホスト、または IPv4 変換可能 IPv6 アドレスを持つサーバが含まれます。MAP-T には、IPv4
オーバーレイ ネットワークの運用、または非ネイティブ IPv6 ネットワーク デバイスまたはサー
バ機能の導入は必要ありません。
MAP-T 設定は次の機能を提供します。
• IPv4 エンド ホストが、IPv6 ドメインを介して他の IPv4 ホストと通信する機能を保持する。
• 個別の IPv4 アドレス割り当てと、定義済みのポート範囲との IPv4 アドレス共有を可能にす
る。
• IPv4 専用エンド ホストと IPv6 対応エンド ホスト、および IPv4 変換可能 IPv6 アドレスを使
用するドメインのネイティブ IPv6 専用サーバの通信を可能にする。
• IPv6 ネイティブ ネットワーク運用の使用を可能にする。これには、IP トラフィックの分類
や、ドメイン外の IPv4 の宛先へのピアリング ポリシーに基づいたルーティングの最適化な
ど、IP トラフィック ルーティングの最適化ポリシーの実行が含まれる。

MAP-T マッピング ルール
マッピング ルールは、IPv4 プレフィックスと IPv4 アドレス、または共有 IPv4 アドレスと IPv6 プ
レフィックス/アドレス間のマッピングを定義します。変換（MAP-T）ドメインを使用する各アド
レスおよびポート マッピングは、異なるマッピング ルールを使用します。
MAP-T 設定には、MAP-T ドメインごとに、1 つの基本マッピング ルール（BMR）、1 つのデフォ
ルト マッピング ルール（DMR）、および 1 つ以上の転送マッピング ルール（FMR）があります。
MAP-T ドメインの BMR を設定する前に、DMR を設定する必要があります。
3 種類のマッピング ルールを次に示します。
• BMR は MAP IPv6 アドレス またはプレフィックスを設定します。基本マッピング ルールは、
送信元アドレス プレフィックスに設定します。IPv6 プレフィックスごとに基本マッピング
ルールを 1 つだけ設定できます。基本マッピング ルールは、MAP-T CE が、IPv4 アドレス、
IPv4 プレフィックス、または IPv6 プレフィックスからの共有 IPv4 アドレスを自身に設定す
るために使用されます。基本マッピング ルールはパケットの転送にも使用できます。この場
合、IPv4 宛先アドレスと宛先ポートが IPv6 アドレス/プレフィックスにマッピングされます。
すべての MAP-T ノード（CE デバイスは MAP-T ノード）は、基本マッピング ルールでプロ
ビジョニングする必要があります。port-parameters コマンドを使用し、MAP-T BMR にポー
ト パラメータを設定できます。
• DMR は、IPv4 情報を MAP-T ドメイン外の宛先の IPv6 アドレスにマッピングするために使
用される必須ルールです。0.0.0.0/0のエントリは、このルールのMAPルールテーブル（MRT）
に自動的に設定されます。
• FMR はパケットの転送に使用されます。各 FMR は、ルール IPv4 プレフィックス用 MRT の
エントリになります。FMR は MAP-T ドメイン内で IPv4 と IPv6 の宛先をマッピングするた
めのオプションのルールです。
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（注）

FMR は変換を使用したアドレスおよびポート マッピング機能ではサポートさ
れません。

MAP-T アドレス形式
変換（MAP-T）カスタマーエッジ（CE）デバイス アドレス形式を使用したアドレスおよびポート
マッピングは、IETF ドラフトのアドレスおよびポート マッピング（MAP）により定義されます。
アドレス形式は、マッピング ルール処理中に送信元および宛先 IPv6 アドレスを構築するために使
用されます。

（注）

転送マッピング ルール（FMR）は、変換を使用したアドレスおよびポート マッピング機能で
はサポートされません。
次の図は、MAP-T 設定で定義したようにマッピングされた CE アドレス形式を示します。このア
ドレス形式は、基本マッピング ルール（BMR）および FMR 操作で使用されます。
図 17： BMR および FMR 対応 IPv4 変換可能アドレス

次の図は、MAP-T 設定固有の IPv4 変換済みアドレスである MAP-T のデフォルト マッピング ルー
ル（DMR）で使用されるアドレス形式を示します。
図 18： DMR 対応 IPv4 変換済みアドレス

MAP-T カスタマー エッジ デバイスでのパケット転送
（注）

変換を使用したアドレスおよびポート マッピング機能は、MAP-T カスタマー エッジ（CE）機
能をサポートしていません。CE 機能はサードパーティのデバイスによって提供されます。
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IPv4 から IPv6 へのパケット転送
IPv4 パケットを受信する変換（MAP-T）CE デバイスを使用したアドレスおよびポート マッピン
グは、ネットワーク アドレス変換（NAT）を行い、適切な NAT ステートフル バインディングを
作成します。結果の IPv4 パケットには、MAP-T によって定義された送信元 IPv4 アドレスと送信
元転送番号が含まれます。この IPv4 パケットは、IPv4 から IPv6 へのステートレス変換を行う CE
の MAP-T に転送されます。その後、IPv6 送信元アドレスと宛先アドレスが MAP-T 変換によって
生成され、IPv4 ヘッダーは IPv6 ヘッダーに置き換えられます。
IPv6 から IPv4 へのパケット転送
IPv6 パケットを受信する MAP-T CE デバイスは、通常の IPv6 動作を実行します。基本のマッピン
グ ルール（BMR）アドレス宛てのパケットのみ、CE の MAP-T に送信されます。他のすべての
IPv6 トラフィックは、CE デバイス上の IPv6 ルーティング ルールに基づいて転送されます。CE
デバイスは、MAP-T から受信したパケットのトランスポート層の宛先ポート番号が、設定された
範囲内にあるかどうかを確認し、確認したパケットをそのポート番号に転送します。CE デバイス
はすべての非適合パケットをドロップし、Internet Control Message Protocol Version 6（ICMPv6）
「Address Unreachable」メッセージで応答します。

境界ルータでのパケット転送
IPv4 から IPv6 へのパケット転送
着信 IPv4 パケットは IPv4 入力インターフェイスによって処理され、宛先ルート ルックアップは
IPv4 パケットを、変換（MAP-T）仮想インターフェイスを使用したアドレスおよびポート マッピ
ングにルーティングします。境界ルータは、対応する基本マッピング ルール（BMR）、デフォル
ト マッピング ルール（DMR）、および転送マッピング ルール（FMR）を取得するため、このパ
ケットを IPv4 プレフィックスのルックアップ ユニット（PLU）ツリーと比較します。BMR また
は FMR ルールに基づき、境界ルータは組み込みアドレス（EA）ビットをエンコーディングし、
サフィックスを追加することで、IPv6 宛先アドレスを作成します。IPv6 送信元アドレスは、DMR
ルールから構成されます。
IPv6 送信元と宛先アドレスが作成された後、パケットはネットワーク アドレス変換 64（NAT64）
の IPv4 から IPv6 変換を使用して IPv6 パケットを作成します。IPv6 パケット上でルーティング
ルックアップが行われ、パケットは処理と転送のため、IPv6 出力インターフェイスに転送されま
す。
IPv6 から IPv4 へのパケット転送
着信 IPv6 パケットは IPv6 入力インターフェイスによって処理され、宛先ルート ルックアップは
IPv6 パケットを MAP-T 仮想インターフェイスにルーティングします。ソフトウェアはパケット
を IPv6 PLU ツリーと比較し、対応する BMR、DMR、および FMR ルールを取得します。境界ルー
タは、ポートセット ID（PSID）とポート セットが一致するかどうかを確認します。ポートセッ
ト ID とポート セットが一致する場合、DMR ルールは IPv6 パケットのパケット宛先に一致しま
す。BMR および FMR に基づき、境界ルータは IPv4 送信元アドレスを作成し、IPv6 宛先アドレス
から IPv4 宛先アドレスを抽出します。IPv6 パケットは、NAT64 の IPv6 から IPv4 変換エンジンを
使用して、IPv6 パケットから IPv4 パケットを作成します。IPv4 パケット上でルーティング ルッ
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クアップが行われ、IPv4 パケットは処理と転送のため、IPv4 出力インターフェイスに転送されま
す。

MAP-T 向けの ICMP/ICMPv6 ヘッダー変換
変換（MAP-T）カスタマーエッジ（CE）デバイスと境界ルータを使用した、アドレスとポートの
マッピングでは、ポート範囲のアドレス共有に ICMP/ICMPv6 変換を使用します。
送信元アドレスと宛先アドレスを表すために 2 つのポート フィールドを提供する TCP や UDP と
は異なり、Internet Control Message Protocol（ICMP）および ICMP バージョン 6（ICMPv6）は、
メッセージ ヘッダーに ID フィールドが 1 つだけあることをクエリします。
ICMP クエリ メッセージが MAP-T CE デバイスを超えて存在する IPv4 ホストから発信された場
合、IPv4 ホストを特定するため、ICMP ID フィールドが排他的に使用されます。MAP-T CE デバ
イスは、ID フィールドを、IPv4 から IPv6 への変換中に基本的なマッピング ルール（BMR）を通
して取得したポートセット値に書き直し、境界ルータは ICMPv6 パケットを ICMP に変換します。
MAP-T 境界ルータが、MAP-T ドメインの共有アドレス宛の ID フィールドが含まれた ICMP パ
ケットを受信した場合、MAP-T 境界ルータは、IPv6 宛先アドレスを判断するため、宛先ポートの
代わりに、この ID フィールドを使用します。境界ルータが、ID フィールドを含まないパケット
へのポート情報なしで、宛先 IPv4 アドレスをマッピングすることで、宛先 IPv6 アドレスを抽出
し、対応する CE デバイスが ICMPv6 パケットを ICMP に変換します。

MAP-T でのパス MTU ディスカバリとフラグメンテーション
IPv4（20 オクテット超）と IPv6（40 オクテット）のヘッダー サイズは異なるため、変換（MAP-T）
を使用したアドレスおよびポート マッピングは、IPv4 から IPv6 への変換に、パス最大伝送ユニッ
ト（MTU）ディスカバリとフラグメンテーションを使用します。MTU では、インターフェイスが
パケットをフラグメント化することなく送信できるパケットの最大サイズを定義します。MTU よ
りも大きい IP パケットは、IP フラグメント化の手順を通る必要があります。
パケット ヘッダーに Don't Fragment（DF）ビットを設定することで、IPv4 ノードがパス MTU ディ
スカバリを実行する場合、パス MTU ディスカバリは MAP-T 境界ルータとカスタマー エッジ
（CE）トランスレータ間で、エンドツーエンドで動作します。IPv4 パス MTU ディスカバリの実
行中、IPv4 デバイスまたは IPv6 デバイスは、送信元に ICMP「パケット サイズ超過」メッセージ
を送信できます。IPv6 デバイスがこれらのメッセージを Internet Control Message Protocol Version 6
（ICMPv6）エラーとして送信すると、このメッセージに従うパケットはトランスレータをパス ス
ルーし、その結果適切な ICMP エラー メッセージが IPv4 の送信元に送信されます。
IPv4 の送信元が DF ビットを設定しない場合、トランスレータは IPv4 パケットをフラグメント化
し、最小の MTU 1280 バイト の IPv6 パケットに合うよう、フラグメント ヘッダーを持つパケッ
トを含めます。送信元または IPv4 デバイスによりパケットがフラグメント化された場合、パケッ
トが正しく再構成されるよう、フラグメント識別の下位 16 ビットは MAP-T ドメイン間でエンド
ツーエンドで伝送されます。
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変換を使用したアドレスとポートのマッピングの設定方
法
変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングの設定
はじめる前に
前提条件：
• 変換機能を使用したアドレスおよびポートのマッピングを設定するインターフェイス上で
ipv6 enable コマンドを設定します。
• 基本マッピング ルールを設定する前にデフォルト マッピング ルールを設定します。
• 変換（MAP-T）を使用したアドレスおよびポートのマッピングを構成する際、デフォルト
マッピング ルール（DMR）プレフィックス、IPv6 ユーザ プレフィックス、および IPv6 プレ
フィックスに埋め込みアドレス（EA）ビットを加えた長さを 64 ビット以下にし、共有比に
連続ポートと開始ポートを加えた値を 16 ビットにする必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. nat64map-tdomainnumber
4. default-mapping-ruleipv6-prefix/prefix-length
5. basic-mapping-rule
6. ipv6-prefixprefix/length
7. ipv4-prefixprefix/length
8. port-parametersshare-ratioratio [start-port port-number]
9. end
10. shownat64map-tdomainnumber

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

nat64map-tdomainnumber
例：
Device(config)# nat64 map-t domain 1

ステップ 4

default-mapping-ruleipv6-prefix/prefix-length

変換（MAP-T）ドメインを使用したアドレスおよび
ポートのアドレス変換 64（NAT64）マッピングを設
定し、NAT64 MAP-T コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
MAP-T ドメインのデフォルト ドメイン マッピング
ルールを設定します。

例：
Device(config-nat64-mapt)#
default-mapping-rule
2001:DA8:B001:FFFF::/64

ステップ 5

basic-mapping-rule
例：

MAP-T ドメインの基本マッピング ルール（BMR）
を設定し、NAT64 MAP-T BMR コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Device(config-nat64-mapt)#
basic-mapping-rule

ステップ 6

ipv6-prefixprefix/length

MAP-T BMR の IPv6 アドレスおよびプレフィックス
を設定します。

例：
Device(config-nat64-mapt-bmr)# ipv6-prefix
2001:DA8:B001::/56

ステップ 7

ipv4-prefixprefix/length

MAP-T BMR の IPv4 アドレスおよびプレフィックス
を設定します。

例：
Device(config-nat64-mapt-bmr)# ipv4-prefix
202.1.0.128/28

ステップ 8

port-parametersshare-ratioratio [start-port
port-number]

BMR MAP-T のポート パラメータを設定します。

例：
Device(config-nat64-mapt-bmr)#
port-parameters share-ratio 16 start-port
1024

ステップ 9

end
例：
Device(config-nat64-mapt-bmr)# end
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

shownat64map-tdomainnumber

MAP-T ドメイン情報を表示します。

例：
Device# show nat64 map-t domain 1

例：
次に、shownat64map-tdomain コマンドの出力例を示します。
Device# show nat64 map-t domain 1
MAP-T Domain 1
Mode MAP-T
Default-mapping-rule
Ip-v6-prefix 2001:DA8:B001:FFFF::/64
Basic-mapping-rule
Ip-v6-prefix 2001:DA8:B001::/56
Ip-v4-prefix 202.1.0.128/28
Port-parameters
Share-ratio 16 Contiguous-ports 64 Start-port 1024
Share-ratio-bits 4 Contiguous-ports-bits 6 Port-offset-bits 6

変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングの設
定例
例：変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングの設定
Device# configure terminal
Device(config)# nat64 map-t domain 1
Device(config-nat64-mapt)# $ping-rule 2001:DA8:B001:FFFF::/64
Device(config-nat64-mapt)# basic-mapping-rule
Device(config-nat64-mapt-bmr)# ipv6-prefix 2001:DA8:B001::/56
Device(config-nat64-mapt-bmr)# ipv4-prefix 202.1.0.128/28
Device(config-nat64-mapt-bmr)# $ters share-ratio 16 start-port 1024
Device(config-nat64-mapt-bmr)# end

例：MAP-T 導入シナリオ
次の例では、変換（MAP-T）導入シナリオを使用したアドレスとポートのマッピングを示してい
ます。
MAP-T 導入シナリオの設定は次のとおりです。
Device(config)# nat64 map-t
Device(config)# nat64 map-t domain 1
Device(config-nat64-mapt)# $ping-rule 2001:DA8:B001:FFFF::/64
Device(config-nat64-mapt)# basic-mapping-rule
Device(config-nat64-mapt-bmr)# ipv6-prefix 2001:DA8:B001::/56
Device(config-nat64-mapt-bmr)# ipv4-prefix 202.1.0.128/28
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Device(config-nat64-mapt-bmr)# $ters share-ratio 16 start-port 1024
Device(config-nat64-mapt-bmr)# end

PC では、
IPv4 パケットが 202.1.0.130 から 11.1.1.1 へと移動します。カスタマー エッジ（CE）デバイスで
は、変換（MAP-T）機能を使用したアドレスとポートのマッピングにより、パケットが Src:
2201:DA8:B001:2E:0:CA01:82:E00 Dest: 2001:DA8:B001:FFFF:B:0101:0100:0 に変換されます
境界ルータでは、MAP-T 境界ルータがパケットを次のように変換します。
パケットは 192.168.1.2 から 74.1.1.1 へと移動します。発信元は 4000、宛先ポートは 5000 となり
ます。
CPE では、MAP-T CE 機能により、
パケットが Src: 2201:DA8:B001:2E:0:CA01:82:E00 Dest: 2001:DA8:B001:FFFF:B:0101:0100:0 に変換
されます
BR では、MAP-T BR 機能により、パケットが
Src:203.38.102.130 Dst:74.1.1.1 SrcPort:4000 DstPort:5000 に変換されます
エンド デバイスから、
Src:74.1.1.1 Dst:203.38.102.130 SrcPort:4000 DstPort:5000 に変換されます
BR では、MAP-T BR 機能により、パケットが
Src: 2201:DA8:B001:2E:0:CA01:82:E00 Dest: 2001:DA8:B001:FFFF:B:0101:0100:0 に変換されます
CPE では、MAP-T CE 機能により、パケットが
Src: 2201:DA8:B001:2E:0:CA01:82:E00 Dest: 2001:DA8:B001:FFFF:B:0101:0100:0 に変換されます
から
Src:74.1.1.1 Dst:203.38.102.130 SrcPort:4000 Dstport:5000 に変換されます

変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングに関
する追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』
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標準および RFC
標準/RFC

タイトル

Map

『Mapping of Address and Port (MAP)』

MAP 変換

『MAP Translation (MAP-T) - specification』

RFC 6052

『IPv6 Addressing of IPv4/IPv6 Translators』

RFC 6144

『Framework for IPv4/IPv6 Translation』

RFC 6145

『IP/ICMP Translation Algorithm』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングの機
能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 20：変換を使用したアドレスおよびポートのマッピングの機能情報

機能名

リリース

機能情報

変換を使用したアドレス Cisco IOS XE Release 3.8S 変換を使用したアドレスおよびポートの
およびポートのマッピン Cisco IOS XE Release 3.10S マッピング機能では、IPv6 ドメインにまた
グ
がった IPv4 ホストへの接続性を提供しま
Cisco IOS XE Denali 16.2
す。MAP-T は、CE デバイスおよび境界
ルータ上で双方向変換（IPv4 と IPv6 間で
の相互の変換）を実行するメカニズムで
す。
Cisco IOS XE Release 3.10S では、Cisco CSR
1000V シリーズ ルータのサポートが追加さ
れました。
Cisco IOS XE Denali 16.2 では、MAP-T ドメ
インのサポートが 10000 ドメインに拡張さ
れました。
次のコマンドが導入または変更されていま
す。basic-mapping-rule,
default-mapping-rule, ipv4-prefix,
ipv6-prefix, mode (nat64), nat64 map-t
domain, port-parameters, show nat64 map-t

用語集
EA ビット：組み込みアドレス ビット。IPv6 アドレスの IPv4 EA ビットは、IPv4 プレフィックス/
アドレス（またはその一部）、または共有 IPv4 アドレス（またはその一部）、およびポートセッ
ト ID を識別します。
IP フラグメンテーション：データグラムを後ほどリアセンブルできる多数の断片に分割するプロ
セス。IP フラグメンテーションとリアセンブルには、IP ヘッダー内のより多くのフラグメントお
よび Don't Fragment（DF）フラグと共に、IP 送信元、宛先、ID、トータル長、フラグメント オフ
セット フィールドが使用されます。DF ビットは IP ヘッダー内のビットで、このビットは、デバ
イスがパケットをフラグメント化することを許可されているかどうか判別します。
IPv4 変換可能アドレス：IPv4 ホストを表すために使用される IPv6 アドレス。これらのアドレス
には、IPv6 アドレスとの明示的なマッピング関係があります。この関係は、IPv6 アドレス内の
IPv4 アドレスをマッピングすることで、自ら認識します。ステートレスおよびステートフル変換
は、IPv4 ホストを表すため、IPv4 変換可能な（IPv4 変換済みとも呼ばれる）IPv6 アドレスを使用
します。
IPv6 変換可能アドレス：ステートレス変換用に IPv6 ホストに割り当てられた IPv6 アドレス。こ
れらの IPv6 変換可能なアドレス（IPv6 変換済みとも呼ばれる）には、IPv4 アドレスとの明示的な
マッピング関係があります。この関係は、IPv6 アドレス内の IPv4 アドレスをマッピングすること
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で、自ら認識します。ステートレス トランスレータは、対応する IPv4 アドレスを使用して IPv6
ホストを表します。IPv6 ホストはダイナミック ステート経由のトランスレータの IPv4 アドレス
プールによって示されるため、ステートフル トランスレータは IPv6 変換可能なアドレスを使用し
ません。
MAP ルール：IPv4 プレフィックス、IPv4 アドレス、または共有 IPv4 アドレス、および IPv6 プレ
フィックスまたはアドレス間のマッピングを定義する一連のパラメータ。各 MAP ドメインは異な
るマッピングのルール セットを使用します。
MAP-T 境界ルータ：MAP-T ドメインへの接続を提供する MAP ドメインのエッジにある変換
（MAP-T）可能なルータまたはトランスレータを使用する、アドレスとポートのマッピング。境
界リレー ルータには、ネイティブ IPv4 ネットワークに接続された 1 つ以上の IPv6 対応インター
フェイスと 1 つの IPv4 インターフェイスがあり、このルータは複数の MAP-T ドメインを提供で
きます。
MAP-T CE：MAP-T 導入のカスタマー エッジ（CE）ルータとして機能するデバイス。MAP ルー
ルを採用する一般的な MAP-T CE デバイスは、1 つの WAN 側インターフェイスと 1 つ以上の LAN
側インターフェイスを持つ家庭向けサイトを提供します。MAP-T CE デバイスは、MAP-T ドメイ
ンにおいて「CE」とも呼ばれます。
MAP-T ドメイン：変換（MAP-T）ドメインを使用したアドレスおよびポートのマッピング。すべ
て同じ IPv6 ネットワークに接続される、1 つまたは複数のカスタマーエッジ（CE）デバイスおよ
び境界ルータ。サービス プロバイダーは、1 つの MAP-T ドメインを実装、または複数の MAP ド
メインを使用できます。
MRT：MAP ルール テーブル。最長一致検索をサポートするアドレスおよびポート認識型データ
構造。MRT は MAP-T の転送機能によって使用されます。
パス MTU：パス最大伝送ユニット（MTU）ディスカバリは、エンドポイント間のパス内でのフ
ラグメンテーションを防ぎます。パス MTU ディスカバリは、パケットの発信元から宛先までの
パスに沿った最小の MTU を動的に判断するために使用されます。パス MTU ディスカバリは、
TCP と UDP でのみサポートされます。パス MTU ディスカバリは IPv6 では必須ですが、IPv4 で
はオプションです。IPv6 デバイスはパケットをフラグメント化せず、送信者のみがパケットをフ
ラグメント化できます。
ステートフル変換：フローの最初のパケットを受信すると、フローごとのステートを作成します。
変換アルゴリズムは、パケットの送受信が関連ネットワーク要素のデータ構造を作成または変更
する場合、ステートフルと呼ばれます。ステートフル変換により、複数のトランスレータを交換
して使用、およびいくつかの拡張性レベルを使用できます。ステートフル変換では、マッピング
された IPv4 アドレスを持たない IPv6 クライアントとピアが IPv4 専用サーバとピアに接続できま
す。
ステートレス変換：ステートフルではない変換アルゴリズム。ステートレス変換は、静的変換テー
ブルを設定する必要があります。または変換しているメッセージからアルゴリズムで指定された
情報を取得できます。ステートレス変換はステートフル変換に比べて計算のオーバーヘッドが少
なくてすみます。また、変換テーブルおよび関連付けられた手法やプロセスは、ステートフル ア
ルゴリズムにはありますが、ステートレス アルゴリズムにはないため、ステートレス変換は状態
を維持するために必要なメモリも少なくてすみます。ステートレス変換により、IPv4 専用クライ
アントとピアが、IPv4 組み込み IPv6 アドレスを備えた IPv6 専用サーバまたはピアへの接続を開
始できます。また、IPv4 専用スタブ ネットワークまたは ISP の IPv6 専用ネットワークのスケー
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ラブルな調整も可能になります。IPv6 から IPv4 への変換内の送信元ポートは、適切なフロー判断
を提供するよう変更しなければならないため、IPv4 から IPv6 方向への送信元ポートを変更する必
要はありません。
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章

NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エ
ントリの無効化
NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無効化機能により、ダイナミックおよび
スタティックなネットワーク アドレス変換（NAT）へのフロー キャッシュ エントリを無効にで
きます。ダイナミックおよびスタティック変換へのフロー キャッシュ エントリを無効にするこ
とで、メモリ使用量を節約し、NAT 変換の拡張に役立ちます。

（注）

フローキャッシュ エントリを無効にすることで、パフォーマンスが低下します。この機能は、
使用するための最も具体的な変換を探すため、複数のデータベース検索を行うからです。
このモジュールでは、その機能および設定方法について説明します。
• 機能情報の確認, 287 ページ
• NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無効化に関する制約事項, 288 ページ
• NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無効化について, 288 ページ
• NAT および NAT64 でフロー キャッシュ エントリを無効にする方法, 289 ページ
• NAT および NAT64 でフロー キャッシュ エントリを無効にするための設定例, 296 ページ
• NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無効化に関する追加の参考資料, 298
ページ
• NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無効化の機能情報, 299 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
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ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無
効化に関する制約事項
• インターフェイス オーバーロード設定では、フロー エントリ作成が無効化されている場合
でもセッション エントリが作成されるため、フロー キャッシュ エントリを無効化できませ
ん。
• アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）トラフィックのセッション エントリにはフローに
固有の情報を格納する必要があるため、フロー キャッシュ エントリは ALG トラフィックに
対して作成されます

NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無
効化について
フロー キャッシュ エントリの無効化の概要
デフォルトでは、ネットワーク アドレス変換（NAT）は、すべての変換に対してセッション（5
タプル エントリ）を作成します。セッションはフロー キャッシュ エントリとも呼ばれます。フ
ロー キャッシュ エントリは、各 Internet Control Message Protocol（ICMP）、TCP、および UDP フ
ローの NAT 変換を作成するため、多くのシステム メモリを消費します。
ポート アドレス変換（PAT）またはインターフェイス オーバーロード設定には、有効なフロー
キャッシュ エントリが必要です。ただし、ダイナミックおよびスタティック NAT 設定では、フ
ローキャッシュエントリを無効にすることができます。セッションを作成する代わりに、ダイナ
ミックおよびスタティック NAT 変換は、オフ バインディング（または内部および外部バインディ
ングが可能な場合、バインディング）のパケットを変換できます。バインディングまたはハーフ
エントリは、ローカル IP アドレスとグローバル IP アドレス間の関連付けです。

（注）

NAT、NAT64（ステートフルおよびステートレス）、キャリア グレード NAT（CGN）変換
は、フロー キャッシュ エントリの無効化をサポートします。
フロー キャッシュ エントリが有効で、ユーザが 100 セッション持っている場合、1 つのバインド
と 100 のセッションが作成されます。ただし、フロー キャッシュ エントリが無効な場合、これら
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のセッション用にバインドが 1 つだけ作成されます。ダイナミックおよびスタティック変換用の
フローキャッシュエントリを無効にすることで、メモリ使用量を節約し、ダイナミックまたはス
タティック変換の拡張性が高まります。

（注）

フローキャッシュ エントリを無効にすることで、パフォーマンスが低下します。この機能は、
使用するための最も具体的な変換を探すため、複数のデータベース検索を行うからです。
パケットが変換用に受信されると、次の処理が実行されます。
• NAT 設定が PAT の場合、フロー キャッシュ エントリを無効にする設定は無視され、パケッ
トは正常に処理されます。
• 設定が PAT でない場合、次の処理が実行されます。
• パケットがアプリケーション層ゲートウェイ（ALG）パケットの場合、セッションが作
成されます。
• パケットが非 ALG パケットの場合、臨時セッションが作成され、このセッションが変
換用に送信されます。設定が NAT の場合、パケットはレイヤ 3 またはレイヤ 4 に送信
され、設定が NAT64（ステートフルまたはステートレス）の場合、レイヤ 4 またはレ
イヤ 7 に送信されます。

NAT および NAT64 でフロー キャッシュ エントリを無効
にする方法
ダイナミック NAT でのフロー キャッシュ エントリの無効化
フロー キャッシュ エントリは、ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定時にデフォルトで有
効化されます フロー キャッシュ エントリを無効にするには、no ip nat create flow-entries コマン
ドを使用します。内部送信元アドレスのダイナミック変換でフローキャッシュエントリを無効化
するには、このタスクを実行します。

（注）

ダイナミック NAT の一種であるポート アドレス変換（PAT）またはインターフェイス オー
バーロード設定では、フロー キャッシュ エントリが必須です。PAT 設定では、フロー キャッ
シュ エントリを無効化できません。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
4. access-list access-list-number permit source source-wildcard
5. ip nat inside source list access-list-number pool name
6. no ip nat create flow-entries
7. interface type number
8. ip address ip-address mask
9. ip nat inside
10. exit
11. interface type number
12. ip address ip-address mask
13. ip nat outside
14. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length}

必要に応じて割り当てられるグローバル アドレスの
プールを定義します。

例：
Device(config)# ip nat pool net-208
172.16.233.208 172.16.233.223
prefix-length 28

ステップ 4

access-list access-list-number permit source
source-wildcard
例：
Device(config)# access-list 1 permit
192.168.34.0 0.0.0.255
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

ip nat inside source list access-list-number pool プールを指定すると共に、ステップ 3 および 4 で定
name
義したアクセス リストを指定して、ダイナミック送
信元変換を設定します。
例：
Device(config)# ip nat inside source list
1 pool net-208

ステップ 6

フロー キャッシュ エントリの作成を無効にします。

no ip nat create flow-entries
例：
Device(config)# no ip nat create
flow-entries

ステップ 7

interface type number

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/1

ステップ 8

ip address ip-address mask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し
ます。

例：
Device(config-if)# ip address 10.114.11.39
255.255.255.0

ステップ 9

NAT の対象である内部ネットワークにインターフェ
イスを接続します。

ip nat inside
例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 10

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 11

interface type number

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/1/1

ステップ 12

ip address ip-address mask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し
ます。

例：
Device(config-if)# ip address
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 13

ip nat outside

外部ネットワークにインターフェイスを接続しま
す。

例：
Device(config-if)# ip nat outside
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

end

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

スタティック NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無効化
NAT では、フロー キャッシュ エントリがデフォルトで有効になっています。ステートフル ネッ
トワーク アドレス変換 64（NAT64）設定でフロー エントリを無効化するには、次のタスクを実
行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 unicast-routing
4. interface type number
5. description string
6. ipv6 enable
7. ipv6 address {ipv6-address/prefix-length | prefix-name sub-bits/prefix-length}
8. nat64 enable
9. exit
10. interface type number
11. description string
12. ip address ip-address mask
13. nat64 enable
14. exit
15. nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length
16. nat64 v6v4 static ipv6-address ipv4-address
17. nat64 settings flow-entries disable
18. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

IPv6 ユニキャスト データグラムの転送をイネーブルに
します。

ipv6 unicast-routing
例：
Device(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 4

interface type number

インターフェイスタイプを設指定して、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 5

description string

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description interface
facing ipv6

ステップ 6

ipv6 enable

インターフェイス上で IPv6 処理を有効化します。

例：
Device(config-if)# ipv6 enable

ステップ 7

ipv6 address {ipv6-address/prefix-length |
prefix-name sub-bits/prefix-length}

IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6 アドレ
スを設定し、インターフェイスにおける IPv6 処理をイ
ネーブルにします。

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:1::1/96

ステップ 8

nat64 enable

IPv6 インターフェイス上で NAT64 変換を有効化しま
す。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 9

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

Device(config-if)# exit
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

インターフェイスタイプを設指定して、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 1/2/0

ステップ 11

description string

インターフェイスの設定に説明を加えます。

例：
Device(config-if)# description interface
facing ipv4

ステップ 12

ip address ip-address mask

インターフェイスに IPv4 アドレスを設定します。

例：
Device(config-if)# ip address
209.165.201.1 255.255.255.0

ステップ 13

nat64 enable

IPv4 インターフェイス上で NAT64 変換を有効化しま
す。

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 14

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 15

nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length
例：
Device(config)# nat64 prefix stateful
2001:DB8:1::1/96

IPv4 アドレスを IPv6 アドレスに変換するために IPv4
ホストに付加するステートフル NAT64 プレフィックス
を定義します。
• ステートフル NAT64 プレフィックスは、グロー
バル コンフィギュレーション モードまたはイン
ターフェイス モードで設定できます。

ステップ 16

nat64 v6v4 static ipv6-address ipv4-address NAT64 の IPv6 から IPv4 へのスタティック アドレス
マッピングを有効化します。
例：
Device(config)# nat64 v6v4 static
2001:DB8:1::FFFE 209.165.201.1

ステップ 17

nat64 settings flow-entries disable

キャッシュ エントリを NAT64 設定内で無効化します。

例：
Device(config)# nat64 settings
flow-entries disable

ステップ 18

end
例：
Device(config)# end
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スタティック CGN でのフロー キャッシュ エントリの無効化
フロー キャッシュ エントリは、ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定時にデフォルトで有
効化されます スタティックキャリアグレード NAT（CGN）設定でフローキャッシュエントリを
無効化するには、このタスクを実行します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip nat settings mode cgn
4. ip nat inside source static local-ip global-ip
5. no ip nat create flow-entries
6. interface virtual-template number
7. ip nat inside
8. exit
9. interface type number
10. ip nat outside
11. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

configure terminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

CGN 動作モードを有効化します。

ip nat settings mode cgn
例：
Device(config)#
cgn

ステップ 4

ip nat settings mode

ip nat inside source static local-ip global-ip 内部送信元アドレスのスタティック NAT を有効化しま
す。
例：
Device(config)# ip nat inside source
static 192.168.2.1 192.168.34.2
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

no ip nat create flow-entries

キャッシュ エントリをスタティック CGN モード内で
無効化します。

例：
Device(config)# no ip nat create
flow-entries

ステップ 6

interface virtual-template number
例：
Device(config)# interface
virtual-template 1

ステップ 7

ip nat inside

バーチャル アクセス インターフェイスの作成で動的に
設定して適用できるバーチャル テンプレート インター
フェイスを作成し、インターフェイスコンフィギュレー
ション モードを開始します。
NAT の対象である内部ネットワークにインターフェイ
スを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 8

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 9

interface type number

インターフェイスを指定し、インターフェイスコンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 2/1/1

ステップ 10

ip nat outside

外部ネットワークにインターフェイスを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 11

end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

NAT および NAT64 でフロー キャッシュ エントリを無効
にするための設定例
例：ダイナミック NAT でのフロー キャッシュ エントリの無効化
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat pool net-208 172.16.233.208 172.16.233.223 prefix-length 28
Device(config)# access-list 1 permit 192.168.34.0 0.0.0.255
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Device(config)# ip nat inside source list 1 pool net-208
Device(config)# no ip nat create flow-entries
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Device(config-if)# ip address 10.114.11.39 255.255.255.0
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Device(config-if)# ip address 172.16.232.182 255.255.255.240
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# end

例：スタティック NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無効化
次の例では、スタティック ステートフル ネットワーク アドレス変換 64（NAT64）を示していま
す。
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# description interface facing ipv6
Device(config-if)# ipv6 enable
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1::1/96
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 1/2/0
Device(config-if)# description interface facing ipv4
Device(config-if)# ip address 209.165.201.1 255.255.255.0
Device(config-if)# nat64 enable
Device(config-if)# exit
Device(config)# nat64 prefix stateful 2001:DB8:1::1/96
Device(config)# nat64 v6v4 static 2001:DB8:1::FFFE 209.165.201.1
Device(config)# nat64 settings flow-entries disable
Device(config)# end

例：スタティック CGN でのフロー キャッシュ エントリの無効化
次の例では、フロー キャッシュ エントリの作成を無効化するステートフル キャリアグレード NAT
（CGN）設定を示しています。
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat settings mode cgn
Device(config)# ip nat inside source static 192.168.2.1 192.168.34.2
Device(config)# no ip nat create flow-entries
Device(config)# interface virtual-template 1
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 2/1/1
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# end
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NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無
効化に関する追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

キャリアグレード NAT

『IP Addressing - ARP Configuration Guide』の
「キャリアグレード ネットワーク アドレス変
換」モジュール

ステートフル NAT64

『IP Addressing - ARP Configuration Guide』の
「ステートフル ネットワーク アドレス変換 64」
モジュール

ステートレス NAT64

『IP Addressing - ARP Configuration Guide』の
「ステートレスネットワークアドレス変換 64」
モジュール

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
298

NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無効化
NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無効化の機能情報

NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無
効化の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 21：NAT および NAT64 でのフロー キャッシュ エントリの無効化の機能情報

機能名

リリース

機能情報

NAT および NAT64 で Cisco IOS XE Release
のフロー キャッシュ 3.10S
エントリの無効化

NAT および NAT64 のフロー キャッシュ エント
リの無効化機能では、ダイナミックおよびスタ
ティック NAT 用のフロー エントリを無効化で
きます。デフォルトでは、ネットワーク アドレ
ス変換（NAT）によるすべての変換に対してフ
ロー エントリが作成されます
次のコマンドが導入または変更されています。
ip nat create flow-entries, nat64 settings flow-entries
disable, show ip nat translations.
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NAT の Paired-Address-Pooling サポート
ネットワーク アドレス変換（NAT）の、常に 1 つのローカル IP アドレスを 1 つのグローバル IP
アドレスとして表す機能は、Paired-Address-Pooling と呼ばれます。Paired-Address-Pooling は、
ポート アドレス変換（PAT）でのみサポートされています。
Paired-Address-Pooling サポート機能が実装される前は、PAT を設定していて、新しいグローバル
アドレスまたはポートが必要な場合、IP アドレス プールで次に使用可能なアドレスが割り当て
られました。常に 1 つのローカル アドレスを 1 つのグローバル アドレスにマッピングするメカ
ニズムはありませんでした。Paired-Address-Pooling サポート機能により、常に 1 つのローカル ア
ドレスを 1 つのグローバル アドレスにマッピングする機能が提供されました。
このモジュールでは、NAT の Paired-Address-Pooling サポートの設定方法について説明します。
• 機能情報の確認, 301 ページ
• NAT の Paired-Address-Pooling サポートの制約事項, 302 ページ
• NAT の Paired-Address-Pooling サポートについて, 302 ページ
• NAT の Paired-Address-Pooling サポートの設定方法, 303 ページ
• NAT の Paired-Address-Pooling サポートの設定例, 305 ページ
• NAT の Paired-Address-Pooling サポートに関する追加の参考資料, 306 ページ
• NAT の Paired-Address-Pooling サポートの機能情報, 306 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

NAT の Paired-Address-Pooling サポートの制約事項
Paired-Address-Pooling は、以下の理由により、ネットワーク アドレス変換（NAT）設定よりメモ
リ使用量が大きく、変換の拡張性が低くなります。
• 各ローカル アドレスを追跡する新しいデータ構造体の使用。
• Paired-Address-Pooling 制限の使用。グローバル アドレスのユーザ数が設定された制限に達す
ると、Paired-Address-Pooling には次のグローバル アドレスが使用されます。
Paired-Address-Pooling 制限はメモリの使用量が大きく、標準 NAT と比べてアドレスプール内
に多数のグローバルアドレスを必要とします。

NAT の Paired-Address-Pooling サポートについて
Paired-Address-Pooling サポートの概要
IP アドレス プールは、IP アドレスのグループです。IP アドレスの範囲と名前を割り当てること
で、IP アドレス プールを作成します。プールのアドレスをユーザに割り当てます。
ネットワーク アドレス変換（NAT）の、常に 1 つのローカル IP アドレスを 1 つのグローバル IP
アドレスとして表す機能は、Paired-Address-Pooling と呼ばれます。ローカル アドレスはネットワー
クの内側に表示される任意のアドレスで、グローバル アドレスはネットワークの外側に表示され
る任意のアドレスです。ダイナミックおよびスタティック NAT 設定はデフォルトでペアリングさ
れた設定のため、Paired-Address-Pooling は、ポート アドレス変換（PAT）に対してのみ設定でき
ます。オーバーロードとも呼ばれる PAT は、異なるポートを使用することにより、1 つの登録済
み IP アドレスに複数の未登録の IP アドレスをマッピング（多対 1）するダイナミック NAT の一
形態です。Paired-Address-Pooling は、クラシック（デフォルト）およびキャリア グレード NAT
（CGN）モードの両方でサポートされています。
Paired-Address-Pooling 設定では、常に 1 つのローカル アドレスは 1 つのグローバル アドレスとし
て表示されます。たとえば、ユーザ A がグローバル アドレス G1 とペアリングしている場合、こ
のペアリングはユーザ A にアクティブなセッションがあるかぎり存在します。アクティブなセッ
ションがなければ、ペアリングは削除されます。ユーザ A に再度アクティブなセッションができ
ると、そのユーザは別のグローバル アドレスとペアになる可能性があります。
ローカルアドレスが新しいセッションを開始し、リソース（ポート）がグローバルアドレスに対
して不足している場合、パケットはドロップされます。グローバル アドレスのユーザ数が設定さ
れた制限に達すると、Paired-Address-Pooling には次のグローバル アドレスが使用されます。
Paired-Address-Pooling を介してグローバル アドレスに関連付けられたユーザがポート番号を取得
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できない場合、そのパケットはドロップされ、NAT ドロップコードが増加し、Internet Control
Message Protocol（ICMP）メッセージは送信されません。
Paired-Address-Pooling は、アドレス選択に「いっぱいに満たす」方式を使用します。「いっぱい
に満たす」方式は、次のグローバル アドレスに進む前に、最大可能ユーザを 1 つのグローバル ア
ドレスに適合させ（追加し）ます。

NAT の Paired-Address-Pooling サポートの設定方法
NAT の Paired-Address-Pooling サポートの設定
（注）

ネットワーク アドレス変換（NAT）コンフィギュレーション モードと Paired-Address-Pooling
コンフィギュレーション モードを相互に切り替えると、すべての既存の NAT セッションが削
除されます
NAT Paired-Address-Pooling モードを設定するには、ip nat settings pap コマンドを使用します。削
除するには、no ip nat settings pap コマンドを使用します。
Paired-Address-Pooling モードを設定した後、すべてのプール オーバーロード マッピングが
Paired-Address-Pooling のように動作します。
NAT 設定に基づいて、スタティックまたはダイナミック NAT ルールを使用できます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip nat settings pap [limit {1000 | 120 | 250 | 30 | 500 | 60}]
4. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
5. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]
6. ip nat inside source list access-list-number pool name overload
7. interface type number
8. ip address ip-address mask
9. ip nat inside
10. exit
11. interface type number
12. ip address ip-address mask
13. ip nat outside
14. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip nat settings pap [limit {1000 | 120 | 250 | 30 NAT Paired-Address-Pooling コンフィギュレーション
| 500 | 60}]
モードを設定します。
例：
Device(config)# ip nat settings pap

ステップ 4

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length}

• グローバル アドレスごとに使用できるローカル
アドレスの数を制限するには、limit キーワード
を使用します。デフォルトは 120 です。
必要に応じて割り当てられるグローバル アドレスの
プールを定義します。

例：
Device(config)# ip nat pool net-208
192.168.202.129 192.168.202.158 netmask
255.255.255.240

ステップ 5

access-list access-list-number permit source
[source-wildcard]

変換するアドレスを許可する標準アクセス リストを定
義します。

例：
Device(config)# access-list 1 permit
192.168.34.0 0.0.0.255

ステップ 6

ip nat inside source list access-list-number pool ダイナミック ポート アドレス変換（PAT）または NAT
name overload
オーバーロードを設定し、ステップ 4 およびステップ
5 で定義したアクセス リストと IP アドレス プールを
例：
指定します。
Device(config)# ip nat inside source list
1 pool net-208 overload

ステップ 7

interface type number

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/1

ステップ 8

ip address ip-address mask
例：
Device(config-if)# ip address
10.114.11.39 255.255.255.0
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

ip nat inside

NAT の対象である内部ネットワークにインターフェイ
スを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 10

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 11

interface type number

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/1/2

ステップ 12

ip address ip-address mask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し
ます。

例：
Device(config-if)# ip address
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 13

ip nat outside

外部ネットワークにインターフェイスを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 14

end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

NAT の Paired-Address-Pooling サポートの設定例
例：NAT の Paired-Address-Pooling サポートの設定
次の例では、ネットワーク アドレス変換（NAT）ルールと共に Paired-Address-Pooling を設定する
方法を示しています。この例では、アクセス リストとアドレス プールを備えたダイナミック NAT
設定を示しています。NAT 設定に基づいて、スタティックまたはダイナミック NAT ルールを設
定できます。
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat settings pap
Device(config)# ip nat pool net-208 192.168.202.129 192.168.202.158 netmask 255.255.255.240
Device(config)# access-list 1 permit 192.168.34.0 0.0.0.255
Device(config)# ip nat inside source list 1 pool net-208 overload
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Device(config-if)# ip address 10.114.11.39 255.255.255.0
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Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/2
Device(config-if)# ip address 172.16.232.182 255.255.255.240
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# end

NAT の Paired-Address-Pooling サポートに関する追加の参
考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

NAT の Paired-Address-Pooling サポートの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
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示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 22：NAT の Paired-Address-Pooling サポートの機能情報

機能名

リリース

機能情報

Cisco IOS XE Release 3.9S Paired-Address-Pooling という用語は、ネット
NAT における
Paired-Address-Pooling
ワーク アドレス変換（NAT）でローカル IP
サポート
アドレスを一貫して単一のグローバル IP ア
ドレスとして表現できる能力を指していま
す。Paired-Address-Pooling は、ポート アドレ
ス変換（PAT）でのみサポートされていま
す。
ip nat settings pap コマンドが導入または変更
されています。
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一括ロギングとポート ブロック割り当て
一括ロギングとポート ブロック割り当て機能は、個々のポートを割り当てるのではなく、変換
するポートのブロックを割り当てます。この機能は、キャリアグレード ネットワーク アドレス
変換（CGN）モードでのみサポートされます。
このモジュールでは、機能に関する情報およびその設定方法を提供します。
• 機能情報の確認, 309 ページ
• 一括ロギングとポート ブロック割り当てに関する前提条件, 310 ページ
• 一括ロギングとポート ブロック割り当ての制約事項, 310 ページ
• 一括ロギングとポート ブロック割り当てについて, 311 ページ
• 一括ロギングとポート ブロック割り当ての設定方法, 313 ページ
• 一括ロギングとポート ブロック割り当ての設定例, 316 ページ
• 一括ロギングとポート ブロック割り当てに関する追加の参考資料, 318 ページ
• 一括ロギングとポート ブロック割り当ての機能情報, 319 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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一括ロギングとポートブロック割り当てに関する前提条
件
• 一括ロギングとポート ブロック割り当て機能を有効化する前に、キャリアグレード ネット
ワーク アドレス変換（CGN）モードを有効化します。
• この機能を動作させるには、Paired-Address-Pooling を有効化します。

一括ロギングとポート ブロック割り当ての制約事項
• 一括ロギングとポート ブロック割り当て機能は、ポート空間を所有するのがネットワーク
アドレス変換（NAT）ではなくデバイスであるため、インターフェイス オーバーロード設定
ではサポートされません。この機能と共にインターフェイスオーバーロードマッピングを設
定できますが、設定に関するメッセージがログに記録されません。
• 宛先情報がログに記録されません。
• 連続したポート ペアの作成を必要とするアプリケーション層ゲートウェイ（ALG）は、一括
ポート割り当てがステップ サイズ 1 で設定されている場合にのみ動作します。ステップ サ
イズの詳細については、「一括ロギングとポート ブロック割り当ての概要, （311 ページ）」
を参照してください。
• この機能を有効化したときには、メッセージの一括ロギングのみが実行されます。
• ALG ポートは一括ポート割り当てに使用できますが、これを行うとそれらのポートに関連付
けられているセッションでパフォーマンスが悪化することがあります。設定に ALG が不要
な場合は、CLI から ALG を無効化すること お勧めします。
• Syslog はサポートされません。
• 下位ポート（1024 未満のポート）はサポートされません。下位ポートを必要とするアプリ
ケーションは、この機能と共に使用できません。
• この機能を使用するには、一括ポート割り当てプールがスタティック NAT マッピング（特
にポートとのスタティック マッピング）とオーバーラップしていない必要があります。
• ip nat service full-range コマンドはサポートされません。
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一括ロギングとポート ブロック割り当てについて
一括ロギングとポート ブロック割り当ての概要
一括ロギングとポート ブロック割り当て機能は、個々のポートを割り当てるのではなく、ユーザ
にポートをブロックで割り当てます。セッションがネットワーク内から開始された場合、1 つの
グローバル IP アドレスとグローバル ポートを割り当てる代わりに、1 つのグローバル IP アドレ
スの複数のグローバル ポートがトラフィックのネットワーク アドレス変換（NAT）に割り当てら
れます。変換量に基づき、ポートの追加ブロックを割り当てることができます。
ポート設定を割り当てるには、連続ポート設定方法または分散ポート設定方法を使用できます。
連続ポート設定方法では、ユーザは連続したポート番号を持つ一連のポートが割り当てられます。
連続ポート設定方法ではポート番号を判定することが容易で、その結果、これがセキュリティに
対する脅威になる可能性があります。
一括ロギングとポート ブロック割り当て機能は分散ポート設定方法を使用し、この方法では開始
ポート番号、ステップ値、割り当てポート数を定義できます。たとえば開始ポート番号が4000で
ステップ値が 4、ポート数が 512 の場合、2 番目のポート番号を取得するには、4000 にステップ
値の 4 が追加されます。3 番目のポート番号を取得するため、4004 に 4 が再度追加され、ポート
セットに 512 のポートができるまで、このプロセスが繰り返されます。このポート設定の割り当
て方法は、より優れたセキュリティを提供します。
一部のアプリケーション レイヤ ゲートウェイ（ALG）では、2 つの連続したグローバル ポートが
正しく動作していることが必要です。ステップ値が設定されている場合のみ、これらの ALG はこ
の機能でサポートされ、連続ポート セットを割り当てます。
この機能を動作させるには、NAT の Paired-Address-Pooling サポートを有効にする必要がありま
す。この機能は、Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）もサポートします。

（注）

この機能はキャリアグレード NAT（CGN）モードでのみサポートされるため、この機能が設
定されている場合、送信元情報のみがログに記録されます。宛先情報は記録されません。CGN
についての詳細は、IP アドレッシング：NAT 設定ガイドの「キャリアグレード ネットワーク
アドレス変換」モジュールを参照してください。

一括ロギングとポート ブロック割り当てのポート サイズ
ポートサイズは設定可能で、各ポートセットに割り当てられるポート数を定義します。ただし一
括ロギングとポートブロック割り当てが設定されている場合、1024未満のポート（低ポートとし
ても知られています）は機能しません。
割り当てられる最初のポートは、常にセットの最初のポートです。最初、ポートは線形法で割り
当てられることが多いのですが、セッションがリリースされ、ポートが解放されると、割り当て
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はセミランダムになります。ポート セットは、これを参照する最後のセッションが解放される
と、解放されます。
一部のポート セットは、特定のグローバル IP アドレスを使用するユーザ用に予約されています。
したがって、割り当てられたポートが使い果たされると、セッションは予約されたポート セット
を使用できます。予約されたポート セットをすべて使用すると、セッションはドロップされま
す。
デフォルトのポート サイズは 512 ポートですが、設定された Paired-Address-Pooling の制限に応じ
て異なります。次の表に、さまざまな Paired-Address-Pooling の制限を設定した場合のデフォルト
のポート サイズに関する情報を示します。
表 23：Paired-Address-Pooling サポートに基づくデフォルトの ポート サイズ

Paired-Address-Pooling の制限

デフォルトの一括ポート割り当 最大ポート ステップ サイズ
てのポート サイズ

120

512 ポート

8

30

2048 ポート

2

60

1024 ポート

4

250

256 ポート

4

500

128 ポート

8

1000

64 ポート

16
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一括ロギングとポート ブロック割り当て機能は、ネットワーク アドレス変換（NAT）の高速ロギ
ング（HSL）のボリュームを削減します。この削減は、1 つのグローバル ポートの代わりにグロー
バル ポートのブロックを動的に割り当てることによって、実現します。
メッセージは通常、セッションが作成および破棄されるときに記録されます。一括ポート割り当
てでは、メッセージは、ポートセットの割り当て時または解放時に記録されます。
次の表は、HSL フィールド、その形式、値に関する情報を示します。
表 24：HSL フィールドの説明

フィールド

書式

ID

値

Source IP address

IPv4 アドレス

8

不定

225

不定

Translated source address IPv4 アドレス
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フィールド

書式

ID

値

VRF1 ID

32 ビット ID

234

不定

Protocol

8 ビット値

4

不定

Event

8 ビット値

230

• 0：無効
• 1：イベントの追
加
• 2：イベントの削
除

UNIX timestamp in
milliseconds

64 ビット値

323

不定

Port block start

16 ビット ポート

361

不定

Port block step size

16 ビット ステップ サ
イズ

363

不定

Number of ports in the
block

16 ビットの数字

364

不定

1 virtual routing and forwarding

一括ロギングとポート ブロック割り当ての設定方法
一括ロギングとポート ブロック割り当ての設定
一括ロギングとポート ブロック割り当てを設定する前に、次の作業を行う必要があります。
• キャリアグレード ネットワーク アドレス変換（CGN）モードを有効化します。
• NAT Paired-Address-Pooling を有効化します。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip nat inside
5. exit
6. interface type number
7. ip nat outside
8. exit
9. ip nat settings mode cgn
10. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
11. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]
12. ip nat inside source list access-list-number pool name
13. ip nat settings pap bpa set-size 512 step-size 8
14. ip nat log translations flow-export v9 udp destination addr port
15. end
16. show ip nat translations

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/0

ステップ 4

ip nat inside
例：
Device(config-if)# ip nat inside
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバルコンフィギュレーションモー
ドに戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6

interface type number

インターフェイスを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
1/0/1

ステップ 7

外部ネットワークにインターフェイスを接続しま
す。

ip nat outside
例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 8

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了し、グローバルコンフィギュレーションモー
ドに戻ります。

exit
例：
Device(config-if)# exit

ステップ 9

CGN モードを有効化します。

ip nat settings mode cgn
例：
Device(config)# ip nat settings mode cgn

ステップ 10

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length}

必要に応じて割り当てられるグローバル アドレス
のプールを定義します。

例：
Device(config)# ip nat pool net-208
192.168.202.129 192.168.202.132
prefix-length 24

ステップ 11

access-list access-list-number permit source
[source-wildcard]

変換されるアドレスを許可する標準アクセス リス
トを定義します。

例：
Device(config)# access-list 1 permit source
192.168.34.0 0.0.0.255

ステップ 12

ip nat inside source list access-list-number pool ステップ 10 とステップ 11 で指定したアクセス リ
name
ストおよび IP アドレス プールを指定してダイナミッ
ク NAT を確立します。
例：
Device(config)# ip nat inside source list
1 pool net-208

ステップ 13

ip nat settings pap bpa set-size 512 step-size 8 一括ポート割り当てを設定します。
例：
Device(config)# ip nat settings pap bpa
set-size 512 step-size 8
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

ip nat log translations flow-export v9 udp
destination addr port

すべての NAT 変換の高速ロギング（HSL）を有効
化します。

例：
Device(config)# ip nat log translations
flow-export v9 udp destination 10.1.1.1
2055

ステップ 15

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

ステップ 16

show ip nat translations

アクティブな NAT 変換を表示します。

例：
Device# show ip nat translations

一括ロギングとポート ブロック割り当ての設定例
例：一括ロギングとポート ブロック割り当ての設定
次の例では、ダイナミック キャリア グレード NAT（CGN）および Paired-Address-Pooling が一括
ポート割り当て用に設定されています。
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# exit
Device(config)# ip nat settings mode cgn
Device(config)# ip nat pool net-208 192.168.202.129 192.168.202.132 prefix-length 24
Device(config)# access-list 1 permit source 192.168.34.0 0.0.0.255
Device(config)# ip nat inside source list 1 pool net-208
Device(config)# ip nat settings pap bpa set-size 512 step-size 8
Device(config)# ip nat log translations flow-export v9 udp destination 10.1.1.1 2055
Device(config)# end

一括ロギングとポート ブロック割り当ての検証
手順の概要
1. show ip nat bpa
2. show ip nat pool namepool-name
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手順の詳細
ステップ 1

show ip nat bpa
例：
Device# show ip nat bpa

ネットワーク アドレス変換（NAT）一括ロギングおよびポート ブロック割り当ての設定を表示します。
次に、show ip nat bpa コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat bpa
Paired Address Pooling (PAP)
Limit: 120 local addresses per global address
Bulk Port Allocation (BPA)
Port set size: 1024 ports in each port set allocation
Port step size: 1
Single set: True

ステップ 2

show ip nat pool namepool-name
例：
Device# show ip nat pool name pool1

NAT プールおよびポート統計情報を表示します。
次に、show ip nat pool name pool1 コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat pool name pool1
NAT Pool Statistics
Pool name pool1, id 1
Assigned Available
Addresses 0 5
UDP Low Ports 0 0
TCP Low Ports 0 0
UDP High Ports 0 150
TCP High Ports 0 150
(Low ports are less than 1024. High ports are greater than or equal to 1024.)

次に、show ip nat pool name pool3 コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat pool name pool3
NAT Pool Statistics
Pool name pool3, id 4
Assigned Available
Addresses 0 9
UDP Low Ports 0 0
TCP Low Ports 0 0
UDP High Ports 0 1080
TCP High Ports 0 1080
(Low ports are less than 1024. High ports are greater than or equal to 1024.)
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一括ロギングとポートブロック割り当てに関する追加の
参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

キャリアグレード NAT

『IP Addressing - ARP Configuration Guide』の
「キャリアグレード ネットワーク アドレス変
換」モジュール

Paired-Address-Pooling サポート

『IP Addressing - ARP Configuration Guide』の
「Paired-Address-Pooling サポート」モジュール

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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一括ロギングとポート ブロック割り当ての機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 25：一括ロギングとポート ブロック割り当ての機能情報

機能名

リリース

機能情報

一括ロギングとポート ブロッ Cisco IOS XE Release 一括ロギングとポート ブロック割り当て
3.10S
ク割り当て
機能では、個々のポートを割り当てる代
わりに変換対象のポートのブロックを割
り当てます。
次のコマンドが導入または変更されてい
ます。ip nat settings pap, ip nat settings
pap bpa, show ip nat bpa, show ip nat pool
name
Cisco IOS XE Release 3.10S では、Cisco
CSR 1000V シリーズ ルータのサポートが
追加されました。
Cisco IOS XE Release 3.10S では、Cisco ISR
4400 シリーズ ルータのサポートが追加さ
れました。
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章

ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC
ALG サポート
ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポート機能は、ファイアウォールおよびネッ
トワーク アドレス変換（NAT）上の Microsoft（MS）リモート プロシージャ コール（RPC）ア
プリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）をサポートします。MSRPC ALG は、MSRPC プロ
トコルのディープ パケット インスペクション（DPI）を提供します。MSRPC ALG はプロビジョ
ニング システムと連携し、ネットワーク管理者が MSRPC パケットで検索できる一致基準を定義
する一致フィルタを設定できるようにします。
MSRPC ALG は追加で Virtual Transport Control Protocol（vTCP）機能をサポートします。これは
さまざまな ALG プロトコルのフレームワークを提供し、TCP セグメンテーションを適切に処理
し、Cisco IOS Zone-Based ファイアウォールやネットワーク アドレス変換（NAT）、その他アプ
リケーションのセグメントを解析します。
• ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポートに関する前提条件, 322 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポートに関する前提条件, 322 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポートについて, 322 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポートの設定方法, 325 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポートの設定例, 331 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポートに関する追加の参考資料, 332
ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポートの機能情報, 333 ページ
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ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポー
トに関する前提条件
• Microsoft（MS）リモート プロシージャ コール（RPC）アプリケーション レベル ゲートウェ
イ（ALG）をパケットに対して適用する前に、Cisco IOS XE ファイアウォールおよびネット
ワーク アドレス変換（NAT）を有効化する必要があります。

（注）

MSRPC ALG は、Cisco IOS XE ファイアウォールまたは NAT またはその両方により TCP ポー
ト 135 にトラフィックが送信されると自動的に有効化されます

ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポー
トに関する前提条件
• TCP ベースの MSRPC のみがサポートされます
• allow コマンドと reset コマンドを同時に設定することはできません。
• DPI に対して match protocol msrpc コマンドを設定する必要があります。
• 宛先ポート 135 に到着するトラフィックのみがサポートされます この設定は、コンフィギュ
レーションで変更できます。

ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポー
トについて
アプリケーション レベル ゲートウェイ
アプリケーション層ゲートウェイとしても知られているアプリケーション レベル ゲートウェイ
（ALG）は、アプリケーション パケットのペイロード内の IP アドレス情報を変換するアプリケー
ションです。ALG はアプリケーション層プロトコルの解釈と、ファイアウォールおよびネット
ワーク アドレス変換（NAT）操作の実行に使用されます。これらの操作は、ファイアウォールお
よび NAT の設定に応じて、次のいずれか（1 つまたは複数）になります。
• サーバ アプリケーションと通信するため、クライアント アプリケーションに動的 TCP また
は UDP ポートの使用を許可する。
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• アプリケーション固有のコマンドを認識し、それらのきめ細かなセキュリティ制御を提供す
る。
• データを交換する 2 つのホスト間の複数のストリームまたはデータ セッションを同期させ
る。
• アプリケーション ペイロードで使用できるネットワーク層のアドレス情報を変換する。
ファイアウォールがピンホールを開き、NAT は、アプリケーション層データ ストリームで送信元
と宛先 IP アドレスを伝送しない TCP または UDP トラフィックにおいて変換サービスを実行しま
す。IP アドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションには、ALG のサポート
が必要です。

MSRPC
MSRPC は、サーバおよび企業向けの一連のアプリケーションおよびサービスをパブリッシュする
のに開発者が使用するフレームワークです。RPC は、クライアントおよびサーバ ソフトウェアが
ネットワーク経由で通信できるようにするためのプロセス間通信手法です。MSRPC は、多岐にわ
たる Microsoft アプリケーションで使用されるアプリケーション層プロトコルです。MSRPC は、
さまざまなトランスポート プロトコルにおいて、コネクション型（CO）およびコネクションレス
型（CL）の分散コンピューティング環境（DCE）の RPC モードをサポートしています。MSRPC
上のすべてのサービスは、プライマリ接続と呼ばれる最初のセッションを確立します。宛先ポー
トとしての 1024 ~ 65535 間のポート範囲上のセカンダリ セッションは、MSRPC のサービスによっ
て確立されます。
ファイアウォールと NAT が有効な場合に MSRPC が動作するためには、MSRPC パケットの検査
に加え、ALG が動的ファイアウォール セッションの確立や NAT 後のパケット コンテンツの修正
など、MSRPC 固有の問題を処理することが必要です。
MSRPC プロトコル インスペクションを適用することによって、ほとんどの MSRPC サービスがサ
ポートされ、レイヤ 7 ポリシー フィルタの必要性がなくなります。

ファイアウォールの MSRPC ALG
MSRPC プロトコルを検査するようファイアウォールを設定すると、MSRPC ALG は MSRPC メッ
セージの解析を開始します。次の表に、ファイアウォールおよび NAT 機能での MSRPC ALG サ
ポートによってサポートされるプロトコル データ ユニット（PDU）のタイプを示します。
表 26：サポートされる PDU タイプ

PDU

番号

タイプ

説明

REQUEST

0

発信

コール要求を開始します。

RESPONSE

2

発信

コール要求に応答します。
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PDU

番号

タイプ

説明

FAULT

3

発信

RPC ランタイム、RPC スタブ、ま
たは RPC 固有の例外を示します。

BIND

11

アソシエーショ
ン

本文データ向けプレゼンテーション
のネゴシエーションを開始します。

BIND_ACK

12

アソシエーショ
ン

バインド要求を受け入れます。

BIND_NAK

13

アソシエーショ
ン

関連付け要求を拒否します。

ALTER_CONTEXT

14

アソシエーショ
ン

別のインターフェイスやバージョン
の追加プレゼンテーションのネゴシ
エーションを要求、または新しいセ
キュリティ コンテキストをネゴシ
エート、またはその両方を行いま
す。

ALTER_CONTEXT_RESP 15

アソシエーショ
ン

ALTER_CONTEXT PDU に応答しま
す。有効な値は、accept または deny
です。

SHUTDOWN

17

発信

クライアントに、接続を終了し、関
連リソースを解放するよう要求しま
す。

CO_CANCEL

18

発信

接続をキャンセルまたは孤立状態に
します。このメッセージは、クライ
アントがキャンセルのエラーに直面
したときに送信されます。

ORPHANED

19

発信

進行中でまだ完全に送信されていな
い要求を中断、または進行中の（長
すぎる可能性のある）応答を中断し
ます。

NAT の MSRPC ALG
NAT が MSRPC パケットを受信すると、MSRPC ALG を呼び出し、MSRPC ALG はパケット ペイ
ロードを分析し、埋め込まれた IP アドレスを変換するためのトークンを形成します。このトーク
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ンは NAT に渡され、NAT の設定に応じてアドレスまたはポートが変換されます。次に変換済み
のアドレスは、MSRPC ALG によって、再度パケット ペイロードに書き込まれます。
ファイアウォールと NAT の両方を設定した場合、NAT は ALG を最初にコールします。

MSRPC ステートフル パーサー
MSRPC ステート マシンまたはパーサーは、MSRPC ALG の頭脳です。MSRPC ステートフル パー
サーは、最初にパーサーを呼び出した機能に応じて、ファイアウォールまたは NAT 内のすべての
ステートフル情報を保持します。パーサーは、MSRPC プロトコル パケットの DPI を提供します。
これはプロトコルとの適合をチェックし、順序が正しくないコマンドや不正なパケットを検出し
ます。パケットの解析時に、ステート マシンはさまざまなデータを記録し、NAT およびファイア
ウォール検査用に正しいトークン情報を入力します。

ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポー
トの設定方法
（注）

デフォルトでは、NAT をイネーブルにすると、MSRPC ALG は自動的にイネーブルになりま
す。NAT のみの設定では MSRPC ALG を明示的にイネーブルにする必要はありません。NAT
において MSRPC ALG をディセーブルにするには、no ip nat service msrpc コマンドを使用し
ます。

レイヤ 4 MSRPC クラス マップおよびポリシー マップの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. class-map type inspect match-any class-map-name
4. match protocol protocol-name
5. exit
6. policy-map type inspect policy-map-name
7. class type inspect class-map-name
8. inspect
9. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

class-map type inspect match-any
class-map-name

トラフィック クラスの検査タイプ クラス マップを作成
し、QoS クラスマップ コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Router(config)# class-map type inspect
match-any msrpc-cmap

ステップ 4

match protocol protocol-name
例：
Router(config-cmap)# match protocol
msrpc

ステップ 5

exit
例：

指定されたプロトコルを基づくクラス マップの一致基準
を設定します。
• 検査タイプ クラス マップでは Cisco IOS XE ステート
フル パケット インスペクションがサポートするプロ
トコルだけを一致基準として使用できます。
QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードを終了
し、グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

Router(config-cmap)# exit

ステップ 6

policy-map type inspect policy-map-name レイヤ 3 およびレイヤ 4 の検査タイプ ポリシー マップを
作成し、QoS ポリシーマップ コンフィギュレーション モー
例：
ドを開始します。
Router(config)# policy-map type
inspect msrpc-pmap

ステップ 7

class type inspect class-map-name
例：
Router(config-pmap)# class type
inspect msrpc-class-map
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

inspect

Cisco IOS XE ステートフル パケット インスペクションを
イネーブルにします。

例：
Router(config-pmap-c)# inspect

ステップ 9

end

QoS ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-pmap-c)# end

ゾーン ペアの設定と MSRPC ポリシー マップの付加
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. zone security security-zone-name
4. exit
5. zone security security-zone-name
6. exit
7. zone-pair security zone-pair-name [source source-zone destination [destination-zone]]
8. service-policy type inspect policy-map-name
9. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：
Rotuer# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

zone security security-zone-name

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ
ゾーンを作成し、セキュリティ ゾーン コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config)# zone security in-zone

ステップ 4

exit
例：

セキュリティ ゾーン コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 5

zone security security-zone-name
例：

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ
ゾーンを作成し、セキュリティ ゾーン コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Router(config)# zone security out-zone

ステップ 6

exit
例：

セキュリティ ゾーン コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 7

zone-pair security zone-pair-name [source ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーン ペア コンフィ
source-zone destination [destination-zone]] ギュレーション モードを開始します。
（注）
ポリシーを適用するには、ゾーン ペアを設定す
例：
る必要があります。
Router(config)# zone-pair security
in-out source in-zone destination
out-zone

ステップ 8

service-policy type inspect policy-map-name ファイアウォール ポリシー マップを宛先ゾーン ペアに付
加します。
例：
（注）
ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、
Router(config-sec-zone-pair)#
トラフィックはデフォルトでドロップされます。
service-policy type inspect msrpc-pmap

ステップ 9

end
例：
Router(config-sec-zone-pair)# end
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セキュリティ ゾーン ペア コンフィギュレーション モード
を終了して、特権 EXEC モードを開始します。

ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポート
MSRPC ALG に対する vTCP サポートの有効化

MSRPC ALG に対する vTCP サポートの有効化
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. alg vtcp service msrpc
4. exit
5. set platform hardware qfp active feature alg msrpc tolerance on

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Router> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

configure terminal
例：
Router# configure terminal

ステップ 3

MSRPC ALG の vTCP 機能を有効にします。
（注）
MSRPC ALG は vTCP をデフォルトでサポー
トします。

alg vtcp service msrpc
例：
Rotuer(config)# alg vtcp service msrpc

ステップ 4

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

exit
例：
Rotuer(config)# exit

ステップ 5

set platform hardware qfp active feature alg MSRPC の未知のメッセージの許容を有効化します。
msrpc tolerance on
（注）
許容はデフォルトでオフになっていま
す。
例：
Rotuer# set platform hardware qfp active
feature alg msrpc tolerance on
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MSRPC ALG に対する vTCP サポートの無効化
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. no alg vtcp service msrpc
4. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

no alg vtcp service msrpc

MSRPC ALG に対して vTCP 機能を無効化します。

例：
Rotuer(config)# no alg vtcp service msrpc

ステップ 4

end
例：
Rotuer(config)# end
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し、特権 EXEC モードに戻ります。
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ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポー
トの設定例
例：レイヤ 4 MSRPC クラス マップおよびポリシー マップの設定
Router# configure terminal
Router(config)# class-map type inspect match-any msrpc-cmap
Router(config-cmap)# match protocol msrpc
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map type inspect msrpc-pmap
Router(config-pmap)# class type inspect msrpc-cmap
Router(config-pmap-c)# inspect
Router(config-pmap-c)# end

例：ゾーン ペアの設定と MSRPC ポリシー マップの付加
Router# configure terminal
Router(config)# zone security in-zone
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone security out-zone
Router(config-sec-zone)# exit
Router(config)# zone-pair security in-out source in-zone destination out-zone
Router(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect msrpc-pmap
Router(config-sec-zone-pair)# end

例：MSRPC ALG に対する vTCP サポートの有効化
Router# configure terminal
Router(config)# alg vtcp service msrpc
Router(config)# end

例：MSRPC ALG に対する vTCP サポートの無効化
Router# configure terminal
Router(config)# no alg vtcp service msrpc
Router(config)# end
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ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポー
トに関する追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

セキュリティ コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』

NAT ALG

「NAT でのアプリケーション レベル ゲートウェ
イの使用」モジュール

ALG サポート

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの NAT およびファ
イアウォール ALG サポート

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。
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ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポー
トの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 27：ファイアウォールおよび NAT 対応の MSRPC ALG サポートの機能情報

機能名

リリース

機能情報

ファイアウォールおよび NAT
対応の MSRPC ALG サポート

Cisco IOS XE Release 3.5S

ファイアウォールおよび NAT
対応の MSRPC ALG 機能では、
ファイアウォールおよび NAT
の MSRPC ALG をサポートしま
す。MSRPC ALG は、MSRPC
プロトコルのディープ パケッ
ト インスペクションを提供し
ます。MSRPC ALG は、プロビ
ジョニング システムと連携す
ることにより、MSRPC パケッ
ト内で検索可能な一致基準を定
義する一致フィルタをネット
ワーク管理者が設定できるよう
にします。
ip nat service msrpc コマンドと
match protocol msrpc コマンド
が導入または変更されていま
す。
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機能名

リリース

ゾーンベースのファイアウォー Cisco IOS XE リリース 3.14S
ルおよび NAT に対応した
MSRPC ALG インスペクション
の改善

機能情報
ゾーンベースのファイアウォー
ルおよび NAT に対応した
MSRPC ALG インスペクション
の改善機能では、Cisco ファイ
アウォール、ネットワーク ア
ドレス変換（NAT）、およびそ
の他のアプリケーションでTCP
セグメンテーションを適切に処
理して解析するために、各種
ALG プロトコル用のフレーム
ワークを処理する Virtual
Transport Control Protocol
（vTCP）機能をサポートして
います。
alg vtcp service msrpc コマンド
が導入または変更されていま
す。
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ファイアウォールおよび NAT に対する Sun
RPC ALG サポート
ファイアウォールおよび NAT に対する Sun RPC ALG サポート機能により、ファイアウォールに
おける Sun Microsystems（Sun）リモート プロシージャ コール（RPC）アプリケーション層ゲー
トウェイ（ALG）のサポート、およびネットワーク アドレス変換（NAT）のサポートが追加さ
れます。Sun RPC は、リモート サーバ プログラム内の関数をクライアント プログラムが呼び出
すことができるようにするアプリケーション層プロトコルです。このモジュールでは、Sun RPC
ALG を設定する方法について説明します。
• 機能情報の確認, 335 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートに関する制約事項, 336 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートについて, 336 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定方法, 338 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定例, 347 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートに関する追加の参考資料, 349
ページ
• ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの機能情報, 350 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トに関する制約事項
• お使いのリリースによっては、Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータ上で次の設
定が動作しません。レイヤ 4 またはレイヤ 7 クラス マップに対して検査アクションを設定し
た場合、ポート マッパー プロトコルのウェルノウン ポート（111）に一致するパケットはレ
イヤ 7 検査なしでファイアウォールを通過します。レイヤ 7 検査なしの場合、ファイアウォー
ルのピンホールはトラフィック フローに開放されず、Sun リモート プロシージャ コール
（RPC）はファイアウォールによってブロックされます これを回避するには、Sun RPC プ
ログラム番号に対して match program-number コマンドを設定します。
• ポート マッパー プロトコル バージョン 2 のみがサポートされており、他のバージョンはサ
ポートされていません。
• RPC バージョン 2 のみがサポートされます。

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トについて
アプリケーション レベル ゲートウェイ
アプリケーション層ゲートウェイとしても知られているアプリケーション レベル ゲートウェイ
（ALG）は、アプリケーション パケットのペイロード内の IP アドレス情報を変換するアプリケー
ションです。ALG はアプリケーション層プロトコルの解釈と、ファイアウォールおよびネット
ワーク アドレス変換（NAT）操作の実行に使用されます。これらの操作は、ファイアウォールお
よび NAT の設定に応じて、次のいずれか（1 つまたは複数）になります。
• サーバ アプリケーションと通信するため、クライアント アプリケーションに動的 TCP また
は UDP ポートの使用を許可する。
• アプリケーション固有のコマンドを認識し、それらのきめ細かなセキュリティ制御を提供す
る。
• データを交換する 2 つのホスト間の複数のストリームまたはデータ セッションを同期させ
る。
• アプリケーション ペイロードで使用できるネットワーク層のアドレス情報を変換する。
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ファイアウォールがピンホールを開き、NAT は、アプリケーション層データ ストリームで送信元
と宛先 IP アドレスを伝送しない TCP または UDP トラフィックにおいて変換サービスを実行しま
す。IP アドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションには、ALG のサポート
が必要です。

Sun RPC
Sun リモートプロシージャコール（RPC）アプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）では、
Sun RPC プロトコルのディープパケットインスペクションを実行します。Sun RPC ALG は、ネッ
トワーク管理者が一致フィルタを設定することを可能にするプロビジョニング システムと共に動
作します。それぞれの一致フィルタは、Sun RPC パケット内の検索で使用される一致基準を定義
し、それにより、基準に一致するパケットのみ許可されます。
RPC では、クライアント プログラムがサーバ プログラム内のプロシージャを呼び出します。RPC
ライブラリは、プロシージャ引数をネットワーク メッセージ内にパッケージ化し、 のメッセー
ジをサーバに送信します。次にサーバは、RPC ライブラリを使用して、ネットワーク メッセージ
から引数を取り出し、指定されたサーバプロシージャを呼び出します。サーバプロシージャが戻
り値を返すと、その戻り値がネットワーク メッセージ内にパッケージ化され、クライアントに送
り返されます。
Sun RPC プロトコルの詳細については、RFC 1057、『RPC: Remote Procedure Call Protocol Specification
Version 2』を参照してください。
ファイアウォールに対する Sun RPC ALG サポート
Sun RPC ALG は、ポリシーとクラス マップから作成されたゾーン ベースのファイアウォールを
使用して設定できます。レイヤ 7 クラス マップでは、ネットワーク管理者が一致フィルタを作成
できます。このフィルタでは、Sun RPC パケット内で検索するプログラム番号を指定します。Sun
RPC レイヤ 7 ポリシー マップは、service-policy コマンドを使用するレイヤ 4 ポリシー マップの
子ポリシーとして設定します。
レイヤ 7 ファイアウォール ポリシーを設定せずに Sun RPC レイヤ 4 クラス マップを設定すると、
Sun RPC が返したトラフィックがファイアウォールを通過しますが、セッションが レイヤ 7 で検
査されません。セッションが検査されないため、それ以降の RPC コールがファイアウォールに
よってブロックされます Sun RPC レイヤ 4 クラス マップおよびレイヤ 7 ポリシーを設定すると、
レイヤ 7 インスペクションが使用できるようになります。空のレイヤ 7 ファイアウォール ポリ
シー（一致フィルタのないポリシー）を設定することができます。
NAT に対する Sun RPC ALG サポート
デフォルトでは、ネットワーク アドレス変換（NAT）をイネーブルにすると、Sun RPC ALG は自
動的にイネーブルになります。NAT において Sun RPC ALG をディセーブルにするには、no ip nat
service alg コマンドを使用します。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
337

ファイアウォールおよび NAT に対する Sun RPC ALG サポート
ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの設定方法

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トの設定方法
ファイアウォールおよび NAT がイネーブルの場合に Sun RPC を動作させるには、ALG で Sun RPC
パケットを検査する必要があります。ALG はまた、ダイナミック ファイアウォール セッション
の確立や NAT 変換後のパケットコンテンツの修正など、Sun RPC 固有の問題も処理します。

Sun RPC ALG 対応ファイアウォールの設定
Sun RPC プロトコルの検査アクションを設定している場合（すなわちレイヤ 4 クラス マップに
matchprotocolsunrpc コマンドを指定している場合）、レイヤ 7 Sun リモート プロシージャ コー
ル（RPC）ポリシーマップを設定する必要があります。
この設定が機能しない可能性があるため、同じインターフェイスにセキュリティ ゾーンと検査
ルールの両方を設定しないことを推奨します。
Sun RPC ALG のファイアウォールを設定するには、次の作業を実行します。

ファイアウォール ポリシー対応のレイヤ 4 クラス マップの設定
ネットワーク トラフィックを分類するためのレイヤ 4 クラス マップを設定するには、この作業を
実行します。class-map type inspect コマンドと共に match-all キーワードを指定すると、Sun RPC
トラフィックがクラス マップ内のすべての Sun リモート プロシージャ コール（RPC）レイヤ 7
フィルタ（プログラム番号として指定される）に一致します。class-map type inspect と共に
match-any キーワードを指定すると、Sun RPC トラフィックがクラス マップ内の Sun リモート プ
ロシージャ コール（RPC）レイヤ 7 フィルタ（プログラム番号として指定される）のうち、少な
くとも 1 つに一致します。
レイヤ 4 クラス マップを設定するには、class-map type inspect {match-any |
match-all}classm-map-name コマンドを使用します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. class-maptypeinspect{match-any | match-all}class-map-name
4. matchprotocolprotocol-name
5. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

configureterminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

レイヤ 4 の検査タイプ クラス マップを作成し、QoS ク
ラスマップ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

class-maptypeinspect{match-any |
match-all}class-map-name
例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any sunrpc-l4-cmap

ステップ 4

matchprotocolprotocol-name

指定されたプロトコルに基づいて、クラスマップの一
致基準を設定します。

例：
Device(config-cmap)# match protocol
sunrpc

ステップ 5

end

QoS クラスマップ コンフィギュレーション モードを終
了して、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-cmap)# end

ファイアウォール ポリシー対応のレイヤ 7 クラス マップの設定
ネットワーク トラフィックを分類するためのレイヤ 7 クラス マップを設定するには、この作業を
実行します。この設定により、Sun RPC を使用する mount（100005）、ネットワーク ファイル シ
ステム（NFS）（100003）などのプログラムが使用できるようになります。100005 および 100003
は Sun RPC プログラムの番号です。デフォルトでは、Sun RPC ALG はすべてのプログラムをブ
ロックします。
Sun RPC プログラムおよびプログラム番号の詳細については、RFC 1057、『RPC: Remote Procedure
Call Protocol Specification Version 2』を参照してください。
class-map type inspectprotocol-name コマンドを使用してレイヤ 7 クラス マップを設定します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. class-maptypeinspectprotocol-name {match-any | match-all} class-map-name
4. matchprogram-numberprogram-number
5. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

class-maptypeinspectprotocol-name
{match-any | match-all} class-map-name

レイヤ 7（アプリケーション固有）検査タイプ クラス
マップを作成し、QoS クラス マップ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Device(config)# class-map type inspect
sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap

ステップ 4

matchprogram-numberprogram-number

許可する RPC プロトコル プログラム番号を一致基準
として指定します。

例：
Device(config-cmap)# match program-number
100005

ステップ 5

end

QoS クラスマップ コンフィギュレーション モードを
終了して、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-cmap)# end

Sun RPC ファイアウォール ポリシー マップの設定
Sun リモート プロシージャ コール（RPC）ファイアウォール ポリシー マップを設定するには、こ
の作業を実行します。ポリシー マップを使用して、レイヤ 7 ファイアウォール ポリシーのクラス
マップで定義する Sun RPC レイヤ 7 クラスごとにパケット転送を許可します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. policy-maptypeinspectprotocol-namepolicy-map-name
4. classtypeinspectprotocol-nameclass-map-name
5. allow
6. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場

例：

合）。

Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

configureterminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

policy-maptypeinspectprotocol-namepolicy-map-name レイヤ 7（プロトコル固有）検査タイプ ポリシー
マップを作成し、QoS ポリシー マップ コンフィ
例：
ギュレーション モードを開始します。
Device(config)# policy-map type inspect sunrpc
sunrpc-l7-pmap

ステップ 4

classtypeinspectprotocol-nameclass-map-name
例：

アクションを実行する対象のトラフィック クラ
スを指定し、QoS ポリシー マップ クラス コン
フィギュレーションを開始します。

Device(config-pmap)# class type inspect sunrpc
sunrpc-l7-cmap

ステップ 5

allow

パケット転送を許可します。

例：
Device(config-pmap-c)# allow

ステップ 6

end
例：

QoS ポリシーマップ クラス コンフィギュレーショ
ン モードを終了し、特権 EXEC モードに戻りま
す。

Device(config-pmap-c)# end
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レイヤ 4 ポリシー マップへのレイヤ 7 ポリシー マップの付加
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. policy-maptypeinspectpolicy-map-name
4. class{class-map-name | class-default}
5. inspect [parameter-map-name]
6. service-policyprotocol-namepolicy-map-name
7. exit
8. classclass-default
9. drop
10. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

policy-maptypeinspectpolicy-map-name
例：

レイヤ 4 の検査タイプ ポリシー マップを作成し、QoS
ポリシーマップ コンフィギュレーション モードを開始
します。

Device(config)# policy-map type inspect
sunrpc-l4-pmap

ステップ 4

class{class-map-name | class-default}
例：

アクションを実行する対象のトラフィック（クラス）を
関連付けて、ポリシー マップ クラス コンフィギュレー
ションを開始します。

Device(config-pmap)# class
sunrpc-l4-cmap

ステップ 5

inspect [parameter-map-name]
例：
Device(config-pmap-c)# inspect
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

service-policyprotocol-namepolicy-map-name レイヤ 7 ポリシー マップをトップレベルのレイヤ また
はレイヤ 4 ポリシー マップにアタッチします。
例：
Device(config-pmap-c)# service-policy
sunrpc sunrpc-l7-pmap

ステップ 7

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モード
を終了し、ポリシー マップ コンフィギュレーション モー
ドに戻ります。

exit
例：
Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 8

classclass-default
例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 9

ポリシーを設定する前にデフォルト クラス（一般的にク
ラスデフォルト クラスと呼ばれます）を指定し、QoS ポ
リシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを
開始します。
特定のクラスに属するパケットを廃棄するトラフィック
クラスを設定します。

drop
例：
Device(config-pmap-c)# drop

ステップ 10

QoS ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-pmap-c)# end

セキュリティ ゾーンとゾーン ペアの作成、およびゾーン ペアへのポリシー マップ
の付加
ゾーン ペアを作成するには、2 つのセキュリティ ゾーンが必要です。ただし、1 つのセキュリティ
ゾーンのみ作成でき、もう 1 つのセキュリティ ゾーンはシステム定義のセキュリティ ゾーンにす
ることができます。システム定義のセキュリティ ゾーンまたはセルフ ゾーンを作成するには、
zone-pairsecurity コマンドを self キーワードで設定します。

（注）

セルフ ゾーンを選択する場合、検査アクションは設定できません。
このタスクでは、次の作業を実行します。
• セキュリティ ゾーンを作成する。
• ゾーン ペアを定義する。
• セキュリティ ゾーンにインターフェイスを割り当てる。
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• ポリシー マップをゾーン ペアに付加する。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. zonesecurity {zone-name | default}
4. exit
5. zonesecurity {zone-name | default}
6. exit
7. zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name
8. service-policytypeinspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetypenumber
11. ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]
12. zone-membersecurityzone-name
13. exit
14. interfacetypenumber
15. ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]
16. zone-membersecurityzone-name
17. end

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステッ enable
プ1
例：
Device> enable

目的
特権 EXEC モードをイ
ネーブルにします。
• パスワードを入力し
ます（要求された場
合）。

ステッ configureterminal
プ2
例：

グローバルコンフィギュ
レーションモードを開始
します。

Device# configure terminal

ステッ zonesecurity {zone-name | default}
プ3
例：
Device(config)# zone security z-client
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成し、セキュリティゾー
ンコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的
• ゾーン ペア、送信
元ゾーン、および宛
先ゾーンを作成する
ための 2 つのセキュ
リティ ゾーンを設
定に含める必要があ
ります。
• ゾーン ペアでは、
送信元ゾーンまたは
宛先ゾーンとしてデ
フォルト ゾーン
か、セルフ ゾーン
を使用できます。

ステッ exit
プ4
例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステッ zonesecurity {zone-name | default}
プ5
例：
Device(config)# zone security z-server

セキュリティ ゾーン コ
ンフィギュレーション
モードを終了し、グロー
バル コンフィギュレー
ション モードに戻りま
す。
セキュリティゾーンを作
成し、セキュリティゾー
ンコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。
• ゾーン ペア、送信
元ゾーン、および宛
先ゾーンを作成する
ための 2 つのセキュ
リティ ゾーンを設
定に含める必要があ
ります。
• ゾーン ペアでは、
送信元ゾーンまたは
宛先ゾーンとしてデ
フォルト ゾーン
か、セルフ ゾーン
を使用できます。
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コマンドまたはアクション
ステッ exit
プ6
例：
Device(config-sec-zone)# exit

目的
セキュリティ ゾーン コ
ンフィギュレーション
モードを終了し、グロー
バル コンフィギュレー
ション モードに戻りま
す。

ステッ zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name ゾーンペアを作成し、セ
プ7
キュリティ ゾーン コン
例：
フィギュレーションモー
Device(config)# zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server
ドを開始します。
ステッ service-policytypeinspectpolicy-map-name
プ8
例：

ファイアウォール ポリ
シー マップをゾーン ペ
アに付加します。

Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap

ステッ exit
プ9
例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ interfacetypenumber
プ 10
例：
Device(config)# interface gigabitethernet 2/0/0

ステッ ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]
プ 11
例：
Device(config-if)# ip address 192.168.6.5 255.255.255.0

ステッ zone-membersecurityzone-name
プ 12
例：

セキュリティ ゾーン ペ
アコンフィギュレーショ
ン モードを終了し、グ
ローバル コンフィギュ
レーションモードに戻り
ます。
インターフェイスタイプ
を設定し、インターフェ
イス コンフィギュレー
ションモードを開始しま
す。
インターフェイスに対す
るプライマリ IP アドレ
スまたはセカンダリ IP
アドレスを設定します。
インターフェイスをセ
キュリティ ゾーンにア
タッチします。

Device(config-if)# zone-member security z-client

ステッ exit
プ 13
例：
Device(config-if)# exit
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インターフェイス コン
フィギュレーションモー
ドを終了し、グローバル
コンフィギュレーション
モードに戻ります。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ interfacetypenumber
プ 14

インターフェイスタイプ
を設定し、インターフェ
イス コンフィギュレー
ションモードを開始しま
す。

例：
Device(config)# interface gigabitethernet 2/1/1

ステッ ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]
プ 15
例：
Device(config-if)# ip address 192.168.6.1 255.255.255.0

ステッ zone-membersecurityzone-name
プ 16

インターフェイスに対す
るプライマリ IP アドレ
スまたはセカンダリ IP
アドレスを設定します。
インターフェイスをセ
キュリティ ゾーンにア
タッチします。

例：
Device(config-if)# zone-member security z-server

ステッ end
プ 17

インターフェイス コン
フィギュレーションモー
ドを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トの設定例
例：ファイアウォール ポリシー対応のレイヤ 4 クラス マップの設定...
Device# configure terminal
Device(config)# class-map type inspect match-any sunrpc-l4-cmap
Device(config-cmap)# match protocol sunrpc
Device(config-cmap)# end

例：ファイアウォール ポリシー対応のレイヤ 7 クラス マップの設定...
Device# configure terminal
Device(config)# class-map type inspect sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap
Device(config-cmap)# match program-number 100005
Device(config-cmap)# end
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例：Sun RPC ファイアウォール ポリシー マップの設定
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map type inspect sunrpc sunrpc-l7-pmap
Device(config-pmap)# class type inspect sunrpc sunrpc-l7-cmap
Device(config-pmap-c)# allow
Device(config-pmap-c)# end

例：レイヤ 4 ポリシー マップへのレイヤ 7 ポリシー マップの付加
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map type inspect sunrpcl4-pmap
Device(config-pmap)# class sunrpcl4-cmap
Device(config-pmap-c)# inspect
Device(config-pmap-c)# service-policy sunrpc sunrpc-l7-pmap
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# drop
Device(config-pmap-c)# end

例：セキュリティ ゾーンとゾーン ペアの作成、およびゾーン ペアへ
のポリシー マップの付加
Device# configure terminal
Device(config)# zone security z-client
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone security z-server
Device(config-sec-zone)# exit
Device(config)# zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap
Device(config-sec-zone-pair)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 2/0/0
Device(config-if)# ip address 192.168.6.5 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security z-client
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 2/1/1
Device(config-if)# ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
Device(config-if)# zone-member security z-server
Device(config-if)# end

例：Sun RPC ALG 対応のファイアウォールの設定
Sun リモート プロシージャ コール（RPC）アプリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）サポー
ト用のファイアウォール構成の例を次に示します。
class-map type inspect sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap
match program-number 100005
!
class-map type inspect match-any sunrpc-l4-cmap
match protocol sunrpc
!
!
policy-map type inspect sunrpc sunrpc-l7-pmap
class type inspect sunrpc sunrpc-l7-cmap
allow
!
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!
policy-map type inspect sunrpc-l4-pmap
class type inspect sunrpc-l4-cmap
inspect
service-policy sunrpc sunrpc-l7-pmap
!
class class-default
drop
!
!
zone security z-client
!
zone security z-server
!
zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server
service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap
!
interface GigabitEthernet 2/0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
zone-member security z-client
!
interface GigabitEthernet 2/1/1
ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
zone-member security z-server
!

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トに関する追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Command List, All Releases』

IP アドレッシング コマンド

『IP Addressing Services Command Reference』

セキュリティ コマンド

• 『Security Command Reference: Commands A to C』
• 『Security Command Reference: Commands D to L』
• 『Security Command Reference: Commands M to R』
• 『Security Command Reference: Commands S to Z』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 1057

『RPC: Remote Procedure Call Protocol Specification
Version 2』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポー
トの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 28：ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun RPC ALG サポートの機能情報

機能名

リリース

機能情報

ファイアウォールおよび NAT Cisco IOS XE Release ファイアウォールおよび NAT 対応の Sun
に対する Sun RPC ALG サポー 3.2S
RPC ALG サポート機能は、ファイア
ト
ウォールおよび NAT における Sun RPC
ALG のサポートを追加します。
match protocol コマンドが導入または変更
されています。
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章

vTCP for ALG サポート
Virtual Transport Control Protocol（vTCP）機能は、伝送制御プロトコル（TCP）セグメンテーショ
ンを適切に処理し、Cisco ファイアウォール、ネットワーク アドレス変換（NAT）、およびその
他のアプリケーションでセグメントを解析するため、各種アプリケーション層ゲートウェイ
（ALG）プロトコル用のフレームワークを提供します。
• 機能情報の確認, 351 ページ
• vTCP for ALG サポートの前提条件, 352 ページ
• vTCP for ALG サポートの制約事項, 352 ページ
• vTCP for ALG サポートについて, 352 ページ
• vTCP for ALG サポートの設定方法, 353 ページ
• vTCP for ALG サポートの設定例, 359 ページ
• vTCP for ALG サポートに関する追加の参考資料, 360 ページ
• vTCP for ALG サポートに関する機能情報, 361 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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vTCP for ALG サポートの前提条件
Cisco IOS XE Release 3.1 以降の Cisco IOS XE ソフトウェア リリースをシステムで実行している必
要があります。最新版の NAT またはファイアウォール ALG を設定している必要があります。

vTCP for ALG サポートの制約事項
• vTCP は、データ チャネル トラフィックをサポートしません。システム リソースを保護する
ため、vTCP は 8K を超えるメッセージの再構成をサポートしません。
• vTCP では、ハイ アベイラビリティ機能をサポートしていません。ハイ アベイラビリティで
は、主にファイアウォールまたはネットワーク アドレス変換（NAT）に基づいて、セッショ
ン情報をスタンバイ フォワーディング エンジンに同期します。
• vTCP では、非対称ルーティングをサポートしていません。vTCP では、パケット セグメント
をそれらのシーケンス番号に基づいて検証およびアセンブルします。同じレイヤ 7 メッセー
ジに所属するパケット セグメントが異なるデバイスを通過する場合、vTCP は適切な状態を
記録せず、これらのセグメントのアセンブリも行いません。

vTCP for ALG サポートについて
vTCP for ALG サポートの概要
レイヤ 7 プロトコルは TCP を使用してデータ転送を行い、TCP ペイロードはアプリケーション設
計、最大セグメント サイズ（MSS）、TCP ウィンドウ サイズなどのさまざまな理由によりセグメ
ント化が可能です。ファイアウォールおよび NAT がサポートするアプリケーション レベル ゲー
トウェイ（ALG）は、パケット インスペクションで TCP フラグメントを認識する機能がありませ
ん。vTCP は、ALG が TCP セグメントを理解し、TCP ペイロードを解析するために使用する一般
的なフレームワークです。
vTCP は、埋め込みデータを書き換えるために全 TCP ペイロードを必要とする NAT および Session
Initiation Protocol（SIP）などのアプリケーションをサポートします。ファイアウォールは、ALG
のパケット間でのデータ分割サポートを支援するため、vTCP を使用します。
ファイアウォールおよび NAT ALG を設定すると、vTCP 機能が有効になります。
vTCP は現在、Real-time Streaming Protocol（RTSP）と DNS ALG をサポートしています。
TCP 確認応答と確実な送信
vTCP は 2 つの TCP ホスト間に存在するため、TCP セグメントを他のホストに送信する前に一時
的に保存するためのバッファ スペースが必要です。vTCP はデータ伝送がホスト間で正しく行わ
れるようにします。vTCP がデータ送信のためにより多くのデータを必要とする場合、vTCP は送
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信側ホストに TCP 確認応答（ACK）を送信します。また vTCP は確認応答データを密接に監視す
るため、受信ホストが送信した ACK も、TCP フローの始めから追跡し続けます。
vTCP は、TCP セグメントを再構成します。着信セグメントの IP ヘッダーおよび TCP ヘッダー情
報は、確実に送信されるように vTCP バッファに保存されます。
vTCP では NAT 対応アプリケーションの出力セグメントの長さをわずかに変更することができま
す。vTCP はデータの追加長を最後のセグメントに押し込むか、追加データを伝送するために新し
いセグメントを作成できます。新しく作成されたセグメントの IP ヘッダーまたは TCP ヘッダー
は、オリジナルの着信セグメントから派生したものです。IP ヘッダーの合計の長さと TCP ヘッ
ダーのシーケンス番号は、必要に応じて調整されます。

NAT および ファイアウォール ALG による vTCP
ALG は、NAT およびファイアウォールのサブコンポーネントです。NAT とファイアウォールの
いずれにも、ダイナミックにALGを連結させるためのフレームワークがあります。ファイアウォー
ルがレイヤ 7 検査を実行するか、NAT がレイヤ 7 フィックスアップを実行するときには、ALG に
よって登録されたパーサー関数が呼び出され、ALG がパケット インスペクションを引き継ぎま
す。vTCP は、NAT およびファイアウォールとそれらのアプリケーションを使用する ALG の間の
調整を行います。言い換えると、パケットが最初に vTCP によって処理された後、ALG に渡され
ます。vTCP は、TCP 接続内で両方の方向に TCP セグメントを再構成します。

vTCP for ALG サポートの設定方法
RTSP、DNS、NAT、およびファイアウォール コンフィギュレーションでは、デフォルトで vTCP
機能が有効になります。そのため、vTCP 機能を有効にするための新しいコンフィギュレーション
は必要ありません。

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで RTSP をイネーブルにして vTCP を有
効化
RTSP パケット インスペクションを有効にするには、次の作業を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name
4. matchprotocolprotocol-name
5. exit
6. policy-maptypeinspectpolicy-map-name
7. classtypeinspectclass-map-name
8. inspect
9. classclass-default
10. exit
11. exit
12. zonesecurityzone-name1
13. exit
14. zonesecurityzone-name2
15. exit
16. zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name
17. service-policytypeinspectpolicy-map-name
18. exit
19. interfacetypenumber
20. zone-membersecurityzone-name1
21. exit
22. interfacetypenumber
23. zone-membersecurityzone-name
24. end

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステッ enable
プ1
例：
Router> enable

ステッ configureterminal
プ2
例：
Router# configure terminal
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目的
特権 EXEC モードをイ
ネーブルにします。
• パスワードを入力し
ます（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュ
レーション モードを開始
します。

vTCP for ALG サポート
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで RTSP をイネーブルにして vTCP を有効化

コマンドまたはアクション

目的

ステッ class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name
プ3
例：
Router(config)# class-map type inspect match-any rtsp_class1

ステッ matchprotocolprotocol-name
プ4

検査タイプ クラス マッ
プを作成し、クラス マッ
プ コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
指定されたプロトコルを
基づいて、クラス マップ
の一致基準を設定しま
す。

例：
Router(config-cmap)# match protocol rtsp

• RTSP の代わりに
DNS を使用して、
match protocol とし
て DNS を設定しま
す。
ステッ exit
プ5

グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

例：
Router(config-cmap)# exit

ステッ policy-maptypeinspectpolicy-map-name
プ6
例：
Router(config)# policy-map type inspect rtsp_policy

ステッ classtypeinspectclass-map-name
プ7
例：
Router(config-pmap)# class type inspect rtsp_class1

ステッ inspect
プ8
例：

検査タイプポリシーマッ
プを作成し、ポリシー
マップ コンフィギュレー
ション モードを開始しま
す。
アクションを実行するク
ラスを指定し、ポリシー
マップ クラス コンフィ
ギュレーション モードを
開始します。
ステートフル パケット
インスペクションをイ
ネーブルにします。

Router(config-pmap-c)# inspect

ステッ classclass-default
プ9
例：
Router(config-pmap-c)# class class-default

これらのポリシー マップ
設定が事前に定義したデ
フォルト クラスに適用さ
れることを指定します。
設定済みクラス マップの
一致基準のいずれともト
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ラフィックが一致しない
場合、事前に定義された
デフォルト クラスに誘導
されます。

ステッ exit
プ 10
例：

ポリシーマップコンフィ
ギュレーション モードに
戻ります。

Router(config-pmap-c)# exit

ステッ exit
プ 11
例：

グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

Router(config-pmap)# exit

ステッ zonesecurityzone-name1
プ 12
例：
Router(config)# zone security private

ステッ exit
プ 13
例：

インターフェイスを割り
当てることができるセ
キュリティ ゾーンを作成
し、セキュリティ ゾーン
コンフィギュレーション
モードを開始します。
グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

Router(config-sec-zone)# exit

ステッ zonesecurityzone-name2
プ 14
例：
Router(config)# zone security public

ステッ exit
プ 15
例：

インターフェイスを割り
当てることができるセ
キュリティ ゾーンを作成
し、セキュリティ ゾーン
コンフィギュレーション
モードを開始します。
グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

Router(config-sec-zone)# exit

ステッ zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name セキュリティ ゾーンのペ
プ 16
アを作成し、セキュリ
例：
ティゾーンコンフィギュ
Router(config)# zone-pair security pair-two source private destination public レーション モードを開始
します。
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• ポリシーを適用する
には、ゾーン ペア
を設定する必要があ
ります。

ステッ service-policytypeinspectpolicy-map-name
プ 17

ファイアウォール ポリ
シー マップを宛先ゾーン
ペアに付加します。

例：
Router(config-sec-zone-pair)# service-policy rtsp_policy

• ゾーンのペア間でポ
リシーが設定されな
い場合、トラフィッ
クはデフォルトでド
ロップされます。

ステッ exit
プ 18
例：

グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

Router(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ interfacetypenumber
プ 19
例：
Router(config)# GigabitEthernet0/1/0

ステッ zone-membersecurityzone-name1
プ 20
例：
Router(config-if)# zone-member security private

設定するインターフェイ
スを指定します。
• インターフェイス
コンフィギュレー
ション モードを開
始します。
インターフェイスを指定
したセキュリティ ゾーン
に割り当てます。
• インターフェイスを
セキュリティ ゾー
ンのメンバーにした
場合、方向に関係な
くインターフェイス
を通過するすべての
トラフィック（ルー
タ宛のトラフィック
またはルータ発信の
トラフィックを除
く）は、デフォルト
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でドロップされま
す。トラフィックが
インターフェイス通
過するには、ゾーン
をポリシーの適用先
のゾーン ペアの一
部にする必要があり
ます。ポリシーがト
ラフィックを許可す
ると、トラフィック
はそのインターフェ
イスを通過できま
す。

ステッ exit
プ 21
例：

グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻り
ます。

Router(config-if)# exit

ステッ interfacetypenumber
プ 22
例：
Router(config)# GigabitEthernet0/1/0

ステッ zone-membersecurityzone-name
プ 23
例：
Router(config-if)# zone-member security public

設定するインターフェイ
スを指定します。
• インターフェイス
コンフィギュレー
ション モードを開
始します。
インターフェイスを指定
したセキュリティ ゾーン
に割り当てます。
• インターフェイスを
セキュリティ ゾー
ンのメンバーにした
場合、方向に関係な
くインターフェイス
を通過するすべての
トラフィック（ルー
タ宛のトラフィック
またはルータ発信の
トラフィックを除
く）は、デフォルト
でドロップされま
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す。トラフィックが
インターフェイス通
過するには、ゾーン
をポリシーの適用先
のゾーン ペアの一
部にする必要があり
ます。ポリシーがト
ラフィックを許可す
ると、トラフィック
はそのインターフェ
イスを通過できま
す。

ステッ end
プ 24

特権 EXEC モードに戻り
ます。

例：
Router(config-if)# end

トラブルシューティングのヒント
RTSP 対応のコンフィギュレーションの問題を解決するには、次のコマンドを使用できます。
• clearzone-pair
• showpolicy-maptypeinspectzone-pair
• showzone-pairsecurity

vTCP for ALG サポートの設定例
例：Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでの RTSP コンフィギュレーション
次に、RTSP インスペクションをイネーブルにするように Cisco ASR 1000 シリーズ ルータを設定
する例を示します。
class-map type inspect match-any rtsp_class1
match protocol rtsp
policy-map type inspect rtsp_policy
class type inspect rtsp_class1
inspect
class class-default
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zone security private
zone security public
zone-pair security pair-two source private destination public
service-policy type inspect rtsp_policy
interface GigabitEthernet0/1/0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
zone-member security private
!
interface GigabitEthernet0/1/1
ip address 10.0.1.1 255.0.0.0
zone-member security public

vTCP for ALG サポートに関する追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

Cisco IOS ファイアウォール コマンド

• 『Security Command Reference: Commands
A to C』
• 『Security Command Reference: Commands
D to L』
• 『Security Command Reference: Commands
M to R』
• 『Security Command Reference: Commands S
to Z』

『Cisco Firewall--SIP Enhancements: ALG』

『Security Configuration Guide: Securing the Data
Plane』

ネットワーク アドレス変換

『IP Addressing Services Configuration』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 793

『Transport Control Protocol』

RFC 813

『Window and Acknowledge Strategy in TCP』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

vTCP for ALG サポートに関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 29：vTCP for ALG サポートに関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

vTCP for ALG サポート

Cisco IOS XE Release 3.1S

この機能は、Cisco ASR 1000 シ
リーズ ルータ上で Cisco IOS XE
ソフトウェアのファイアウォー
ルおよび NAT ALG の TCP セ
グメンテーションおよび再構成
を処理するための拡張機能を提
供します。
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ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ ア
ベイラビリティ サポートを持つ ALG—H.323
vTCP
ファイアウォールおよび NAT 機能対応のハイ アベイラビリティ サポート付き ALG—H.323 vTCP
は、単一の H.323 メッセージではない TCP セグメントをサポートするため、H.323 アプリケー
ション レベル ゲートウェイ（ALG）を強化します。仮想 TCP（vTCP）は TCP セグメントのリ
アセンブルをサポートします。この機能を導入する前、H.323 ALG は、完全な H.323 メッセージ
の場合、TCP セグメントのみを処理しました。TCP セグメントが複数のメッセージであった場
合、H.323 ALG は TCP セグメントを無視し、パケットが処理なしで渡されていました。
このモジュールでは、ファイアウォール対応のハイ アベイラビリティ（HA）サポート付き
ALG—H.323 vTCP の設定方法について説明します。
• 機能情報の確認, 364 ページ
• ファイアウォールと NAT のハイ アベイラビリティをサポートする ALG-H.323 vTCP の制限,
364 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリティ サポートを持つ ALG—H.323
vTCP について, 364 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリティ サポートを持つ ALG—H.323
vTCP の設定方法, 367 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリティ サポートを持つ ALG-H.323 vTCP
の設定例, 370 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリティ サポートを持つ ALG-H.323 vTCP
のその他の参考資料, 370 ページ
• ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリティ サポートを持つ ALG—H.323
vTCP の機能情報, 371 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ファイアウォールと NAT のハイ アベイラビリティをサ
ポートする ALG-H.323 vTCP の制限
• 入力側の TCP セグメントが完全な H.323 メッセージでなければ、H.323 ALG はメッセージの
残りの部分を待機しながら TCP セグメントをバッファします。バッファされたデータは、ハ
イ アベイラビリティ（HA）用のスタンバイ デバイスに同期されません。
• vTCP がデータをバッファし始めると、H.323 ALG のパフォーマンスが影響を受けることが
あります。

ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリ
ティ サポートを持つ ALG—H.323 vTCP について
アプリケーション レベル ゲートウェイ
アプリケーション層ゲートウェイとしても知られているアプリケーション レベル ゲートウェイ
（ALG）は、アプリケーション パケットのペイロード内の IP アドレス情報を変換するアプリケー
ションです。ALG はアプリケーション層プロトコルの解釈と、ファイアウォールおよびネット
ワーク アドレス変換（NAT）操作の実行に使用されます。これらの操作は、ファイアウォールお
よび NAT の設定に応じて、次のいずれか（1 つまたは複数）になります。
• サーバ アプリケーションと通信するため、クライアント アプリケーションに動的 TCP また
は UDP ポートの使用を許可する。
• アプリケーション固有のコマンドを認識し、それらのきめ細かなセキュリティ制御を提供す
る。
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• データを交換する 2 つのホスト間の複数のストリームまたはデータ セッションを同期させ
る。
• アプリケーション ペイロードで使用できるネットワーク層のアドレス情報を変換する。
ファイアウォールがピンホールを開き、NAT は、アプリケーション層データ ストリームで送信元
と宛先 IP アドレスを伝送しない TCP または UDP トラフィックにおいて変換サービスを実行しま
す。IP アドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションには、ALG のサポート
が必要です。

Basic H.323 ALG サポート
H.323 は、パケット ベースのネットワークを介したマルチメディア伝送用の一連のネットワーク
要素とプロトコルを定義する ITU-T によってパブリッシュされた推奨です。H.323 は、マルチメ
ディア伝送に使用される多数のネットワーク要素を定義します。
今日多くの H.323 の実装では、シグナリングの伝送メカニズムとして TCP を利用していますが、
H.323 バージョン 2 では基本的な UDP 転送が有効です。
• H.323 端末：この要素は、別の H.323 端末やゲートウェイとの双方向通信を提供するネット
ワークのエンドポイントです。
• H.323 ゲートウェイ：この要素は、H.323 端末と、H.323 をサポートしない他の端末間のプロ
トコル変換を提供します。
• H.323 ゲートキーパー：この要素は、アドレス変換やネットワーク アクセス コントロール、
帯域幅管理などのサービス、および H.323 端末やゲートウェイのアカウントを提供します。
次のコア プロトコルは、H.323 仕様に基づいて記述されています。
• H.225：このプロトコルは、通信を確立するために、いずれか 2 つの H.323 エンティティ間で
使用されるコール シグナリング方式について説明します。
• H.225 RAS（登録、許可、状態）：このプロトコルは、アドレス解決およびアドミッション
コントロール サービスのため、H.323 エンドポイントおよびゲートウェイによって使用され
ます。
• H.245：このプロトコルは、マルチメディア通信機能の交換、および音声、ビデオ、データ向
け論理チャネルの開始と終了に使用されます。
リストされているプロトコルに加え、H.323 プロトコル仕様では、Real-time Transport（RTP）プロ
トコルや音声（G.711、G.729 など）およびビデオ（H.261、H.263、H.264）コーデックなどのさま
ざまな IETF プロトコルの使用方法を説明します。
NAT は、レイヤ 7 プロトコルに固有のサービス（パケット ペイロード内の埋め込み IP アドレス
およびポート番号の変換や、制御チャネルからの新しい接続/セッション情報の抽出など）を処理
するために、さまざまな ALG を必要とします。H.323 ALG はこれら H.323 メッセージ用の特定の
サービスを実行します。
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vTCP for ALG サポートの概要
レイヤ 7 プロトコルは TCP を使用してデータ転送を行い、TCP ペイロードはアプリケーション設
計、最大セグメント サイズ（MSS）、TCP ウィンドウ サイズなどのさまざまな理由によりセグメ
ント化が可能です。ファイアウォールおよび NAT がサポートするアプリケーション レベル ゲー
トウェイ（ALG）は、パケット インスペクションで TCP フラグメントを認識する機能がありませ
ん。vTCP は、ALG が TCP セグメントを理解し、TCP ペイロードを解析するために使用する一般
的なフレームワークです。
vTCP は、埋め込みデータを書き換えるために全 TCP ペイロードを必要とする NAT および Session
Initiation Protocol（SIP）などのアプリケーションをサポートします。ファイアウォールは、ALG
のパケット間でのデータ分割サポートを支援するため、vTCP を使用します。
ファイアウォールおよび NAT ALG を設定すると、vTCP 機能が有効になります。
vTCP は現在、Real-time Streaming Protocol（RTSP）と DNS ALG をサポートしています。
TCP 確認応答と確実な送信
vTCP は 2 つの TCP ホスト間に存在するため、TCP セグメントを他のホストに送信する前に一時
的に保存するためのバッファ スペースが必要です。vTCP はデータ伝送がホスト間で正しく行わ
れるようにします。vTCP がデータ送信のためにより多くのデータを必要とする場合、vTCP は送
信側ホストに TCP 確認応答（ACK）を送信します。また vTCP は確認応答データを密接に監視す
るため、受信ホストが送信した ACK も、TCP フローの始めから追跡し続けます。
vTCP は、TCP セグメントを再構成します。着信セグメントの IP ヘッダーおよび TCP ヘッダー情
報は、確実に送信されるように vTCP バッファに保存されます。
vTCP では NAT 対応アプリケーションの出力セグメントの長さをわずかに変更することができま
す。vTCP はデータの追加長を最後のセグメントに押し込むか、追加データを伝送するために新し
いセグメントを作成できます。新しく作成されたセグメントの IP ヘッダーまたは TCP ヘッダー
は、オリジナルの着信セグメントから派生したものです。IP ヘッダーの合計の長さと TCP ヘッ
ダーのシーケンス番号は、必要に応じて調整されます。

NAT および ファイアウォール ALG による vTCP
ALG は、NAT およびファイアウォールのサブコンポーネントです。NAT とファイアウォールの
いずれにも、ダイナミックにALGを連結させるためのフレームワークがあります。ファイアウォー
ルがレイヤ 7 検査を実行するか、NAT がレイヤ 7 フィックスアップを実行するときには、ALG に
よって登録されたパーサー関数が呼び出され、ALG がパケット インスペクションを引き継ぎま
す。vTCP は、NAT およびファイアウォールとそれらのアプリケーションを使用する ALG の間の
調整を行います。言い換えると、パケットが最初に vTCP によって処理された後、ALG に渡され
ます。vTCP は、TCP 接続内で両方の方向に TCP セグメントを再構成します。
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ハイ アベイラビリティ サポート付き ALG—H.323 vTCP の概要
ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリティ サポートを持つ ALG-H.323 vTCP 機
能は、単一の H.323 メッセージではない TCP セグメントをサポートするため、H.323 アプリケー
ション レベル ゲートウェイ（ALG）を強化します。H.323 ALG を vTCP と組み合わせると、ファ
イアウォールと NAT は vTCP 経由で H.323 ALG と対話します。vTCP がデータのバッファリング
を開始すると、vTCP がスタンバイ デバイスにバッファ内のデータを同期できないため、ハイ ア
ベイラビリティ（HA）機能は影響を受けます。vTCP がデータをバッファしたときにスタンバイ
デバイスへのスイッチオーバーが発生すると、バッファ内のデータがスタンバイ デバイスと同期
しない場合、接続はリセットされることがあります。バッファ内のデータが vTCP で確認される
と、そのデータは失われ、接続はリセットされます。ファイアウォールと NAT は HA のデータを
同期します。vTCP はスタンバイ デバイスへの現在の接続の状態だけを同期し、エラーが発生し
た場合は接続がリセットされます。

ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリ
ティ サポートを持つ ALG—H.323 vTCP の設定方法
ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリティ サポート
を持つ ALG—H.323 vTCP の設定方法
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interfacetype number
4. ip nat inside
5. exit
6. interfacetype number
7. ip nat outside
8. exit
9. ip nat poolpool-name start-ip end-ipprefix-lengthprefix-length
10. ip nat inside source listpoolpool-name
11. access-listaccess-list-number permitsource[source-wildcard]
12. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetype number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/1

ステップ 4

ip nat inside

インターフェイスが内部ネットワーク（NAT 変換の対
象となるネットワーク）に接続されることを示します。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 5

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに入
ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 6

interfacetype number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/1

ステップ 7

ip nat outside

インターフェイスが外部ネットワークに接続されるこ
とを示します。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 8

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに入
ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 9

ip nat poolpool-name start-ip
end-ipprefix-lengthprefix-length
例：
Device(config)# ip nat pool pool1
10.1.1.10 10.1.1.100 prefix-length 24
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ip nat inside source listpoolpool-name

内部送信元アドレスの NAT を有効化します。

例：
Device(config)# ip nat inside source
list pool pool1

ステップ 11

標準 IP アクセス リストを定義し、条件に一致した場
合にパケットへのアクセスを許可します。

access-listaccess-list-number
permitsource[source-wildcard]
例：
Device(config)# access-list 1 permit
10.0.0.0 255.255.255.0

ステップ 12

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードを開始します。

end
例：
Device(config)# end

次に、show ip nat statistic コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat statistics
Total active translations: 2 (0 static, 2 dynamic; 1 extended)
Outside interfaces:
GigabitEthernet0/0/1
Inside interfaces:
GigabitEthernet0/1/1
Hits: 0 Misses: 25
CEF Translated packets: 0, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 pool pool1 refcount 2
pool pool1: netmask 255.255.255.0
start 10.1.1.10 end 10.1.1.100
type generic, total addresses 91, allocated 1 (1%), misses 0
nat-limit statistics:
max entry: max allowed 0, used 0, missed 0
Pool stats drop: 0 Mapping stats drop: 0
Port block alloc fail: 0
IP alias add fail: 0
Limit entry add fail: 0

次に、show ip nat translations コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat translations
Pro Inside global
Inside local
--- 10.1.1.10
10.2.1.2
udp 10.1.1.10:75
10.2.1.2:75
Total number of translations: 2

Outside local
--10.1.1.1:69

Outside global
--10.1.1.1:69
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ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリ
ティ サポートを持つ ALG-H.323 vTCP の設定例
例：ハイ アベイラビリティ サポートを持つ ALG-H.323 vTCP の設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# exit
Device(config)# ip nat pool pool1 10.1.1.10 10.1.1.100 prefix-length 24
Device(config)# ip nat inside source list pool pool1
Device(config)# access-list 1 permit 10.0.0.0 255.255.255.0
Device(config)# end

ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリ
ティ サポートを持つ ALG-H.323 vTCP のその他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Master Commands List, All Releases』

ファイアウォール コマンド

• 『Security Command Reference: Commands A to C』
• 『Security Command Reference: Commands D to L』
• 『Security Command Reference: Commands M to R』
• 『Security Command Reference: Commands S to Z』

NAT コマンド
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリ
ティ サポートを持つ ALG—H.323 vTCP の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 30：ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイラビリティ サポートを持つ ALG—H.323 vTCP の機能情
報

機能名

リリース

機能情報

ファイアウォールおよび NAT
向けのハイ アベイラビリティ
サポートを持つ ALG—H.323
vTCP

Cisco IOS XE
Release 3.7S

ファイアウォールおよび NAT 向けのハイ アベイ
ラビリティ サポートを持つ ALG—H.323 vTCP 機
能は、単一の H.323 メッセージではない TCP セ
グメントをサポートできるように H.323 ALG を
強化します。vTCP では、セグメントの再構成を
サポートしています。この機能の導入前は、TCP
セグメントが完全な H.323 メッセージである場
合にのみ H.323 ALG が TCP セグメントを処理し
ていました。TCP セグメントが複数のメッセー
ジであった場合、H.323 ALG は TCP セグメント
を無視し、パケットが処理なしで渡されていま
した。
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NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG
の強化
NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化機能では、ネットワーク アドレス変換（NAT）
およびファイアウォール向けの既存の Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーション レベル
ゲートウェイ（ALG）サポートより優れたメモリ管理と RFC コンプライアンスを提供します。
この機能は次の強化点を提供します。
• すべての SIP レイヤ 7 データ用のローカル データベースの管理
• Via ヘッダーの処理
• 追加 SIP メソッドの記録のサポート
• 暫定応答確認（PRACK）コール フローのサポート
• Record-Route ヘッダーのサポート
上記の機能はデフォルトで使用できます。NAT やファイアウォールに対する追加設定は不要で
す。
このモジュールでは、SIP ALG の機能拡張について説明し、SIP に対して NAT およびファイア
ウォールのサポートを有効にする方法について説明します。
• 機能情報の確認, 374 ページ
• NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化の制約事項, 374 ページ
• NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化について, 374 ページ
• NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化の設定方法, 378 ページ
• NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化の設定例, 383 ページ
• NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化に関する追加の参考資料, 384 ページ
• NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化の機能情報, 385 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化の制約
事項
• Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）では、セキュ
リティ機能が提供されません。
• SIP ALG では、コール ID に基づいてローカル データベースを管理します。2 つのコールが
2 つの異なるクライアントから同じコール ID で着信する場合は、コール ID の重複という問
題が生じます。

NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化につい
て
SIP の概要
SIP は、1 人または複数の参加者とのセッションを作成、変更、および終了するためのアプリケー
ション層コントロール（シグナリング）プロトコルです。SIP セッションには、インターネット電
話の通話、マルチメディアの配布、マルチメディア会議などがあります。SIP は HTTP のような要
求/応答トランザクション モデルに基づいています。各トランザクションは、サーバで特定のメ
ソッドまたは関数を呼び出す 1 つの要求と 1 つ以上の応答で構成されます。
セッションの作成に使用される SIP の招待は、互換性のあるメディア タイプのセットに参加者が
同意できるセッション記述を伝送しています。SIP は、プロキシ サーバと呼ばれる要素を利用し
て、ユーザの所在地への要求のルーティング、サービスのためのユーザ認証および認可、プロバ
イダーのコールルーティング ポリシーの実装、およびユーザへの機能提供を行っています。ま
た、SIP には、プロキシ サーバから使用できるように、ユーザの所在地をアップロードできる登
録機能があります。SIP は複数のトランスポート プロトコルを基礎として実行されます。
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アプリケーション レベル ゲートウェイ
アプリケーション層ゲートウェイとしても知られているアプリケーション レベル ゲートウェイ
（ALG）は、アプリケーション パケットのペイロード内の IP アドレス情報を変換するアプリケー
ションです。ALG はアプリケーション層プロトコルの解釈と、ファイアウォールおよびネット
ワーク アドレス変換（NAT）操作の実行に使用されます。これらの操作は、ファイアウォールお
よび NAT の設定に応じて、次のいずれか（1 つまたは複数）になります。
• サーバ アプリケーションと通信するため、クライアント アプリケーションに動的 TCP また
は UDP ポートの使用を許可する。
• アプリケーション固有のコマンドを認識し、それらのきめ細かなセキュリティ制御を提供す
る。
• データを交換する 2 つのホスト間の複数のストリームまたはデータ セッションを同期させ
る。
• アプリケーション ペイロードで使用できるネットワーク層のアドレス情報を変換する。
ファイアウォールがピンホールを開き、NAT は、アプリケーション層データ ストリームで送信元
と宛先 IP アドレスを伝送しない TCP または UDP トラフィックにおいて変換サービスを実行しま
す。IP アドレス情報を埋め込む特定のプロトコルまたはアプリケーションには、ALG のサポート
が必要です。

SIP ALG ローカル データベースの管理
セッション開始プロトコル（SIP）トランクは、SIP を使用する IP ネットワーク経由したサービス
プロバイダーへの IP PBX の直接接続です。SIP トランクでは、多数の同時発生コールに対応でき
ます。コール セットアップ プロセス中は、すべてのコールがコールを確立するために同じ制御
チャネルを使用します。複数のコールがコール セットアップ用に同じ制御チャネルを使用しま
す。同じ制御チャネルが複数のコールで使用されると、制御チャネル セッションに保存されたス
テートフル情報は信頼性が低くなります。SIP のステートフル情報は、メディア データを送信す
るためにクライアントとサーバ エンドポイントで使用する IP アドレスとポート番号などのメディ
アチャネル情報で構成されています。媒体チャネル情報は、ファイアウォールのデータチャネル
と NAT 用のファイアウォール ピンホールおよびネットワーク アドレス変換（NAT）ドアの作成
に使用されます。複数のコールがコール セットアップ用に同じ制御チャネルを使用するため、メ
ディア データの複数のセットが定義されます
SIP トランクでは、複数のコールが同じファイアウォールおよび NAT セッションを共有します。
NAT およびファイアウォールは、SIP パケットの送信元アドレス、宛先アドレス、発信元ポート、
宛先ポート、プロトコルの 5 タプルを使用して、SIP セッションを認識および制御します。5 タプ
ルでコールの識別と照合を行う従来の方法では、SIP トランキングが完全にはサポートされず、レ
イヤ 7 データメモリリークやコール照合の問題がしばしば発生します。
他のアプリケーションレベルゲートウェイ（ALG）と異なり、SIP ALG では、通常の SIP コール
および SIP トランクに埋め込まれている SIP コールに格納されているすべてのメディア関連情報
をローカルデータベースに保存することにより、SIP レイヤ 7 データを管理します。SIP ALG で
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は、SIP メッセージに格納されている Call-ID ヘッダーを使用して、ローカル データベースから一
致するコールを検索し、コールを管理および終了します。Call-ID ヘッダー フィールドは、同じ
SIP ダイアログに所属するメッセージを識別するダイアログ識別子です。
SIP ALG ではローカル データベースで検索を実行し、メモリ リソースを管理するためにコール
ID を使用します。SIP ALG がレイヤ 7 データ レコードをデータベースから解放できない場合は、
セッションタイマによりリソースの管理と解放が行われるため、データベース内にコールレコー
ドが取り残されることがありません。

（注）

SIP ALG では、すべてのレイヤ 7 データをローカル データベースで管理するので、SIP レイヤ
7 データを解放する際にファイアウォールや NAT に応答することはありません。データは SIP
ALG が単独で解放します。clear コマンドを使用してすべての NAT 変換およびファイアウォー
ル セッションをクリアしても、ローカル データベース内の SIP レイヤ 7 データは解放されま
せん。

SIP ALG の Via ヘッダーのサポート
Session Initiation Protocol（SIP）INVITE 要求には、Via ヘッダー フィールドが含まれます。Via
ヘッダー フィールドは、SIP 要求に使用する転送パスを示します。Via ヘッダーには、今後の SIP
応答のリターン パスに関する情報も格納されます。この情報には、応答メッセージの送信先の IP
アドレスとポートが含まれます。
SIP ALG では、アクノリッジ（ACK）メッセージを除き、受信した SIP 要求のそれぞれについて、
Via ヘッダーの最初の値に基づいてファイアウォール ピンホールまたはネットワーク アドレス変
換（NAT）ドアを作成します。ポート番号情報が最初の Via ヘッダーに含まれていない場合は、
ポート番号 5060 が使用されます。

SIP ALG メソッドロギングのサポート
NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化機能では、Session Initiation Protocol（SIP）アプ
リケーション レベル ゲートウェイ（ALG）統計情報における以下のメソッドの詳細ロギングをサ
ポートします。
• PUBLISH
• OPTIONS
• 1XX（100,180,183 を除く）
• 2XX（200 を除く）
SIP ALG 統計情報にロギングされる既存の SIP メソッドには、ACK、BYE、CANCEL、INFO、
INVITE、MESSAGE、NOTIFY、REFER、REGISTER、SUBSCRIBE、および 1XX-6XX がありま
す。
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SIP ALG PRACK のコール フロー サポート
Session Initiation Protocol（SIP）では、final（最終）と provisional（暫定）の 2 つのタイプの応答が
定義されます 最終応答は、要求の処理結果を伝達し、確実に送信されます。一方、暫定応答は
要求の処理の進捗に関する情報を提供しますが、確実には送信されません。
暫定応答確認応答（PRACK）は、暫定応答の確認応答（ACK）システムを提供する SIP メソッド
です。PRACK を使用すると、SIP エンドポイント間の SIP の暫定応答を確実に交換できます。SIP
の信頼性の高い暫定応答は、メディア情報が交換され、リソース予約がコールの接続前に実行で
きるようにします。
SIP は、接続ネゴシエーション中、 セッション記述プロトコル（SDP）の接続、メディア、およ
び属性のフィールドを使用します。SIP アプリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）は PRACK
メッセージ内の着信コールをサポートします。メディア情報が PRACK 情報メッセージに含まれ
ていれば、SIP ALG はメディア情報を取得して処理します。SIP ALG はまた、後続のメディア ス
トリームのメディア チャネルの作成を処理します。SIP ALG は PRACK SDP メッセージ内の情報
に基づいてピンホール ファイアウォールおよび NAT のドアを作成します。

SIP ALG の Record-Route ヘッダーのサポート
Record Route ヘッダー フィールドは、プロキシを介してルーティングされる SIP ダイアログの今
後の要求を強制する SIP 要求に対し、Session Initiation Protocol（SIP）プロキシによって追加され
ます。ダイアログ内で送信されるメッセージは、SIP 要求に Record-Route ヘッダー フィールドを
追加するすべての SIP プロキシを通過します。Record-Route ヘッダー フィールドは、プロキシを
特定するグローバルに到達可能な Uniform Resource Identifier（URI）を格納します。
SIP アプリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）は、連絡先ヘッダーを解析し、連絡先ヘッ
ダー内の IP アドレスとポート番号を使用して、ファイアウォール ピンホール、ネットワーク ア
ドレス変換（NAT）のドアを作成します。また、SIP ALG はプロキシを経由してルーティングさ
れる今後のメッセージ用のファイアウォール ピンホールと NAT のドアを作成するために、
Record-Route ヘッダーの解析をサポートします。
Record-Route ヘッダー レコードの解析によって、SIP ALG は次のシナリオをサポートします。
• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータが、2 つのプロキシの間に導入されていま
す。
• Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータが、ユーザ エージェント クライ
アント（UAC）とプロキシの間に導入されています。
• Cisco ASR 1000 アグリゲーション サービス ルータが、プロキシとユーザ エージェント サー
バ（UAS）の間に導入されています。
• クライアントとサーバの間には、プロキシが存在しません。レコードのルーティングは、こ
のシナリオでは発生しません。
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NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化の設定
方法
NAT の SIP サポートの有効化
デフォルトでは、NAT の SIP サポートはポート 5060 で有効化されています。この機能が無効化
されている場合に NAT の SIP サポートを再有効化するには、このタスクを実行します。NAT の
SIP サポートを無効化するには、no ip nat service sip コマンドを使用します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip nat service sip {tcp | udp} portport-number
4. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ip nat service sip {tcp | udp} portport-number NAT の SIP サポートを有効化します。
例：
Device(config)# ip nat service sip tcp
port 5060

ステップ 4

end
例：
Device(config)# end
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SIP インスペクションの有効化
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name
4. matchprotocolprotocol-name
5. exit
6. policy-maptypeinspectpolicy-map-name
7. classtypeinspectclass-map-name
8. inspect
9. exit
10. classclass-default
11. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Device> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

configureterminal
例：
Device# configure terminal

ステップ 3

class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name 検査タイプ クラス マップを作成し、クラス マップ コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any sip-class1

ステップ 4

名前付きプロトコルに基づいてクラス マップの一致
基準を設定します。

matchprotocolprotocol-name
例：
Device(config-cmap)# match protocol sip

ステップ 5

exit

クラスマップ コンフィギュレーション モードを終了
します。

例：
Device(config-cmap)# exit
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

検査タイプ ポリシー マップを作成し、ポリシー マッ
プ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# policy-map type inspect
sip-policy

ステップ 7

classtypeinspectclass-map-name
例：

アクションを実行するクラスを指定し、ポリシーマッ
プ クラス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Device(config-pmap)# class type inspect
sip-class1

ステップ 8

inspect

ステートフル パケット インスペクションをイネーブ
ルにします。

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 9

exit
例：

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モー
ドを終了し、ポリシー マップ コンフィギュレーショ
ン モードに戻ります。

Device(config-pmap-c)# exit

ステップ 10

classclass-default
例：
Device(config-pmap)# class class-default

これらのポリシーマップ設定が事前に定義したデフォ
ルト クラスに適用されることを指定します。
• 設定済みクラス マップの一致基準のいずれとも
トラフィックが一致しない場合、事前に定義さ
れたデフォルト クラスに誘導されます。

ステップ 11

end
例：
Device(config-pmap)# end
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ゾーン ペアの設定と SIP ポリシー マップの付加
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. zonesecurity {zone-name | default}
4. exit
5. zonesecurity {zone-name | default}
6. exit
7. zone-pairsecurityzone-pair-name [source {source-zone-name | self | default} destination
[destination-zone-name | self | default]]
8. service-policytypeinspectpolicy-map-name
9. exit
10. interfacetypenumber
11. zone-membersecurityzone-name
12. exit
13. interfacetypenumber
14. zone-membersecurityzone-name
15. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

zonesecurity {zone-name | default}
例：

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ
ゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

Device(config)# zone security zone1

ステップ 4

exit

セキュリティ ゾーン コンフィギュレーション モードを終了
し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

例：
Device(config-sec-zone)# exit
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

zonesecurity {zone-name | default}

インターフェイスを割り当てることができるセキュリティ
ゾーンを作成し、セキュリティゾーンコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# zone security zone2

ステップ 6

exit

セキュリティ ゾーン コンフィギュレーション モードを終了
し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 7

zone-pairsecurityzone-pair-name [source ゾーン ペアを作成し、セキュリティ ゾーン ペア コンフィ
{source-zone-name | self | default}
ギュレーション モードを開始します。
destination [destination-zone-name | self |
（注）
ポリシーを適用するには、ゾーンペアを設定する
default]]
必要があります。
例：
Device(config)# zone-pair security
in-out source zone1 destination zone2

ステップ 8

service-policytypeinspectpolicy-map-name ファイアウォール ポリシー マップを宛先ゾーン ペアに付加
します。
例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect
sip-policy

ステップ 9

exit
例：

（注）

ゾーンのペア間でポリシーが設定されない場合、
トラフィックはデフォルトでドロップされます。

セキュリティ ゾーン ペア コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
ます。

Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 10

interfacetypenumber

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 11

zone-membersecurityzone-name
例：
Device(config-if)# zone-member
security zone1
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 12

exit

インターフェイスをセキュリティゾーンのメンバー
にした場合、方向に関係なくインターフェイスを
通過するすべてのトラフィック（デバイス宛のト
ラフィックまたはデバイス発信のトラフィックを
除く）は、デフォルトでドロップされます。トラ
フィックがインターフェイス通過するには、ゾー
ンをポリシーの適用先のゾーン ペアの一部にする
必要があります。ポリシーがトラフィックを許可
すると、トラフィックはそのインターフェイスを
通過できます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、
グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 13

interfacetypenumber

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/1

ステップ 14

zone-membersecurityzone-name

インターフェイスを指定したセキュリティ ゾーンに割り当
てます。

例：
Device(config-if)# zone-member
security zone2

ステップ 15

end

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化の設定
例
例：NAT の SIP サポートの有効化
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat service sip tcp port 5060
Device(config)# end
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例：SIP インスペクションの有効化
class-map type inspect match-any sip-class1
match protocol sip
!
policy-map type inspect sip-policy
class type inspect sip-class1
inspect
!
class class-default

例：ゾーン ペアの設定と SIP ポリシー マップの付加
zone security zone1
!
zone security zone2
!
zone-pair security in-out source zone1 destination zone2
service-policy type inspect sip-policy
!
interface gigabitethernet 0/0/0
zone security zone1
!
interface gigabitethernet 0/1/1
zone security zone2

NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化に関す
る追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT 設定

『IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド』

ファイアウォールの設定

『Security Configuration Guide: Zone-Based Policy Firewall,

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』

ファイアウォール コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference: Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference: Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference: Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference: Commands S to Z』
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関連項目

マニュアル タイトル

NAT および ファイアウォー Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータにおけ
ル ALG のサポート
る NAT および ファイアウォール ALG/AIC サポート マトリックス

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 3261

『SIP: Session Initiation Protocol』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化の機能
情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 31：NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG 強化の機能情報

機能名

リリース

機能情報

NAT およびファイアウォール
向けの SIP ALG の強化

Cisco IOS XE Release 3.8S

NAT およびファイアウォール
向けの SIP ALG 強化機能は、
NAT およびファイアウォール
向けの既存の SIP ALG サポー
トに比べて、メモリ管理とRFC
コンプライアンスが向上してい
ます。
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章

SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンス
SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンス機能では、Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーション
層ゲートウェイ（ALG）をサービス拒否（DoS）攻撃から保護します。この機能では、DoS 攻撃
防止のための設定可能なロック制限、動的ブラックリスト、および設定可能タイマをサポートし
ています。
このモジュールでは、本機能について説明し、SIP アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）の
DoS 防止の設定方法について説明しています。この機能は、ネットワークアドレス変換および
ゾーンベースのポリシーファイアウォールでサポートされています。
• 機能情報の確認, 387 ページ
• SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスについて, 388 ページ
• SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの設定方法, 390 ページ
• SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの設定例, 394 ページ
• SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスに関する追加の参考資料, 394 ページ
• SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの機能情報, 396 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスについて
SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの概要
SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンス機能では、Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーション層
ゲートウェイ（ALG）に対するサービス拒否（DoS）攻撃への保護を提供します。この機能では、
DoS 攻撃防止のための設定可能なロック制限、動的ブラックリスト、および設定可能タイマをサ
ポートしています。この機能は、ネットワークアドレス変換（NAT）およびゾーンベースのポリ
シーファイアウォールでサポートされています。
SIP は、IP データ ネットワークにいる参加者間でリアルタイムのセッションがセットアップされ、
変更、および終了するアプリケーション レベルのシグナリング プロトコルです。SIP セッション
には、インターネット電話の通話、マルチメディアの配布、マルチメディア会議などがあります。
SIP DoS 攻撃はネットワークの主な脅威です。
SIP の DoS 攻撃には次のタイプがあります。
• SIP 登録フラッディング：多数の VoIP デバイスが同時にネットワークへの登録を行おうとす
ると、登録フラッディングが発生します。登録メッセージの量がデバイスの能力を超える
と、いくつかのメッセージが失われます。これらのデバイスがその後登録を再試行すること
で、輻輳がさらに悪化します。ネットワーク輻輳のため、ユーザがしばらくの間ネットワー
クにアクセスできなくなる可能性があります。
• SIP INVITE フラッディング: 多数の INVITE メッセージがサーバに送信され、サーバがそれ
らのメッセージをすべてサポートできなければ、INVITE フラッディングが発生します。攻
撃の頻度が非常に高いと、サーバのメモリが使い尽くされます。
• SIP 不完全認証およびセッション攻撃：攻撃者がダイジェスト認証を使用してユーザの ID を
推測すると、この攻撃が発生します。認証サーバが攻撃者の ID を検証しようとすると、検
証が無視され、攻撃者は他のセッション ID で新しい要求を開始します。これらの攻撃によ
り、サーバのメモリが消費されます。

SIP ALG の動的ブラックリスト
サービス拒否（DoS）攻撃の一般的な方法の 1 つに、ターゲット ネットワークを外部の通信要求
で飽和させ、ネットワークが正規のトラフィックに応答できなくする攻撃があります。SIP ALG
の DoS 攻撃レジリエンス機能では、この問題を解決するために、設定可能なブラックリストを使
用します。ブラックリストは、特定の権限、サービス、またはアクセスを拒否するエンティティ
のリストです。動的ブラックリストはデフォルトで無効化されています。宛先アドレスへの要求
の数が設定済みブラックリスト内の事前定義のトリガー基準を超えると、Session Initiation Protocol
（SIP）アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）がそれらのパケットを破棄します。
動的ブラックリストでは、次のような SIP セッションの異常パターンをモニタリングします。
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• 設定された期間内に、ある送信元から宛先に複数の要求が送信され、非 2xx 最終応答が宛先
から受信される場合（RFC 3261 によると、200 ～ 299 の範囲内のステータス コードを持つ応
答は「2xx 応答」となります）。
• 設定された期間内に、ある送信元から宛先に複数の要求が送信され、宛先から受信が受信さ
れない場合。

SIP ALG ロックの制限
ネットワーク アドレス変換（NAT）とファイアウォールはともに、SIP メッセージの解析とトー
クンを通じたセッションの作成に Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーション層ゲートウェ
イ（ALG）を使用します。SIP ALG では、セッション状態の維持のために、コールごとのデータ
構造体と レイヤ 7 データを使用して、コール関連情報を保存します。この情報は、セッションの
開始時に割り当てられ、セッションのリリース時に解放されます。コールが終了したことを示す
メッセージを SIP ALG が受信しない場合は、ネットワーク リソースがコール用に保留されます。
レイヤ 7 データはスレッド間で共有されるため、データにアクセスするにはロックが必要です。
サービス拒否（DoS）および分散型 DoS 攻撃の発生中は、多数のスレッドが同じロックを待機す
るため、CPU 使用率が高くなり、システムが不安定になります。システムが不安定になるのを防
止するために、ロックを待機できるスレッドの数を制約する制限が追加されています。SIP セッ
ションは、要求/応答モードにより確立されます 1 つの SIP コールに対して同時 SIP メッセージが
多すぎる場合はロック制限を超えるパケットが破棄されます

SIP ALG タイマー
セッション開始プロトコル（SIP）サーバのリソースを枯渇させるために、DoS 攻撃には、SIP コー
ルの終わりを示さないものがあります。これらのタイプの DoS 攻撃を防ぐために、保護タイマー
が追加されています。
SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンス機能では、次のタイマーを使用します。
• 応答された SIP コールの最大時間を制御する Call Duration タイマー。
• 未回答の SIP コールの最大時間を制御する Call Proceeding タイマー。
設定された最大時間を超えると、SIP アプリケーション レイヤ ゲートウェイ（ALG）は、この
コールのリソースを解放します。この場合、このコールに関連する今後のメッセージは SIP ALG
によって適切に解析されないことがあります。
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SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの設定
ネットワーク アドレス変換（NAT）およびゾーン ベースのポリシー ファイアウォールで使用す
る Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）に対して、サービス
拒否（DoS））防止パラメータを設定できます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. alg sip processor session max-backlog concurrent-processor-usage
4. alg sip processor global max-backlog concurrent-processor-usage
5. alg sip blacklist trigger-period trigger-period trigger-size minimum-events destination ip-address
6. alg sip blacklist trigger-period trigger-period trigger-size minimum-events block-time block-time
[destination ip-address]
7. alg sip timer call-proceeding-timeout time
8. alg sip timer max-call-duration seconds
9. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable

ステップ 2

configure terminal

• パスワードを入力します（要求された場
合）。
グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

alg sip processor session max-backlog
concurrent-processor-usage
例：
Device(config)# alg sip processor session
max-backlog 5
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

alg sip processor global max-backlog
concurrent-processor-usage

共有リソースを待機するバックログメッセージの
全セッションを合わせた数の制限を設定します。

例：
Device(config)# alg sip processor global
max-backlog 5

ステップ 5

alg sip blacklist trigger-period trigger-period
trigger-size minimum-events destination ip-address

指定した宛先 IP アドレスに対してダイナミック
SIP ALG ブラックリスト基準を設定します。

例：
Device(config)# alg sip blacklist
trigger-period 90 trigger-size 30 destination
10.1.1.1

ステップ 6

alg sip blacklist trigger-period trigger-period
trigger-size minimum-events block-time block-time
[destination ip-address]

設定した制限を超えた場合に送信元からのパケッ
トをブロックする時間（秒単位）を設定します。

例：
Device(config)# alg sip blacklist
trigger-period 90 trigger-size 30 block-time
30

ステップ 7

alg sip timer call-proceeding-timeout time

応答を受信しない SIP コールを終了するまでの最
大時間間隔（秒単位）を設定します。

例：
Device(config)# alg sip timer
call-proceeding-timeout 35

ステップ 8

alg sip timer max-call-duration seconds

正常な SIP コールの最大コール継続時間（秒単
位）を設定します。

例：
Device(config)# alg sip timer max-call-duration
90

ステップ 9

グローバル コンフィギュレーション モードを終
了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの検証
機能のトラブルシューティングには、次のコマンドを使用します。
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手順の概要
1. enable
2. show alg sip
3. show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip
4. show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip dbl
5. show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip dblcfg
6. show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip processor
7. show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip timer
8. debug alg {all | info | trace | warn}

手順の詳細
ステップ 1

enable
例：
Device> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2

show alg sip
Session Initiation Protocol（SIP）アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）情報をすべて表示します。
例：
Device# show alg sip
sip timer configuration
Type
max-call-duration
call-proceeding-timeout

Seconds
380
620

sip processor configuration
Type
Backlog number
session
14
global
189
sip blacklist configuration
dst-addr
trig-period(ms)
10.0.0.0
60
10.1.1.1
20
192.0.2.115
1000
198.51.100.34
20

ステップ 3

trig-size
30
30
5
30

block-time(sec)
2000
30
30
388

show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip
Cisco QuantumFlow Processor（QFP）内の SIP ALG に固有の統計情報を表示します。
例：
Device# show platform hardware qfp active feature alg statistics sip
Events
...
Cr dbl entry:

10

Del dbl entry:

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
392

10

SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンス
SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの検証

Cr dbl cfg entry:
start dbl trig tmr:
stop dbl trig tmr:
start dbl blk tmr:
stop dbl blk tmr:
start dbl idle tmr:
stop dbl idle tmr:

8
10
10
0
0
10
1

DoS Errors
Dbl Retmem Failed:
DblCfg Retm Failed:
Session wlock ovflw:
Blacklisted:

ステップ 4

Del dbl cfg entry:
restart dbl trig tmr:
dbl trig timeout:
restart dbl blk tmr:
dbl blk tmr timeout:
restart dbl idle tmr:
dbl idle tmr timeout:

0
0
0
561

4
1014
1014
0
0
361
9

Dbl Malloc Failed:
DblCfg Malloc Failed:
Global wlock ovflw:

0
0
0

show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip dbl
すべての SIP ブラックリスト データに関する簡潔な情報を表示します。
例：
Device# show platform hardware qfp active feature alg statistics sip dbl
SIP dbl pool used chunk entries number: 1
entry_id
a4a051e0a4a1ebd

ステップ 5

src_addr
10.74.30.189

dst_addr
10.74.5.30

remaining_time(sec)
25

show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip dblcfg
SIP ブラックリストの設定をすべて表示します。
例：
Device# show platform hardware qfp active feature alg statistics sip dblcfg
SIP dbl cfg pool used chunk entries number: 4
dst_addr
trig_period(ms)
trig_size
10.1.1.1
20
30
10.74.5.30
1000
5
192.0.2.2
60
30
198.51.100.115
20
30

ステップ 6

block_time(sec)
30
30
2000
388

show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip processor
SIP プロセッサ設定を表示します。
例：
Device# show platform hardware qfp active feature alg statistics sip processor
Session:

14

Global:

Current global wlock count:

ステップ 7

189
0

show platform hardware qfp {active | standby} feature alg statistics sip timer
SIP タイマー設定を表示します。
例：
Device# show platform hardware qfp active feature alg statistics sip timer
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call-proceeding:

ステップ 8

620

call-duration:

380

debug alg {all | info | trace | warn}
例：
Device# debug alg warn

ALG 警告メッセージのロギングを有効化します。

SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの設定例
例：SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの設定
Device# configure terminal
Device(config)# alg sip processor session max-backlog 5
Device(config)# alg sip processor global max-backlog 5
Device(config)# alg sip blacklist trigger-period 90 trigger-size 30 destination 10.1.1.1
Device(config)# alg sip blacklist trigger-period 90 trigger-size 30 block-time 30
Device(config)# alg sip timer call-proceeding-timeout 35
Device(config)# alg sip timer max-call-duration 90
Device(config)# end

SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスに関する追加の参考資
料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

ファイアウォール コマンド

• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands A to C』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands D to L』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands M to R』
• 『Cisco IOS Security Command Reference:
Commands S to Z』
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関連項目

マニュアル タイトル

NAT コマンド

『IP Addressing Services Command Reference』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 4028

『Session Timers in the Session Initiation Protocol
(SIP)』

MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 32：SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンスの機能情報

機能名

リリース

機能情報

SIP ALG の DoS 攻
撃レジリエンス

Cisco IOS XE
Release 3.11S

SIP ALG の DoS 攻撃レジリエンス機能では、Session
Initiation Protocol（SIP）をサービス拒否（DoS）攻撃から
保護します。この機能では、DoS 攻撃防止のための設定
可能なロック制限、動的ブラックリスト、および設定可
能タイマをサポートしています。この機能は、ネットワー
クアドレス変換（NAT)およびゾーンベースのポリシー
ファイアウォールでサポートされています。
Cisco IOS XE リリース 3.11S では、SIP ALG DoS 攻撃レ
ジリエンス機能が Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲー
ション サービス ルータ、Cisco Cloud サービス サービス
ルータ 1000V シリーズ、および Cisco 4400 シリーズ サー
ビス統合型ルータに実装されています。
次のコマンドが導入または変更されています。alg sip
processor, alg sip blacklist, alg sip timer, show alg sip, debug
alg, debug platform software alg configuration all, set
platform software trace forwarding-manager alg, show
platform hardware qfp feature alg statistics sip
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章

NAT の Match-in-VRF サポート
NAT の Match-in-VRF サポート機能は、同じ VPN ルーティングおよび転送（VRF）インスタンス
内の 2 つのホスト間で通信するパケットのネットワーク アドレス変換（NAT）をサポートしま
す。VPN 内 NAT では、エンド ホストのローカル アドレスとグローバル アドレス空間はそれぞ
れの VPN に分離され、その結果ホスト用に変換されたアドレスは互いにオーバーラップします。
NAT の Match-in-VRF サポート機能は、VPN 間の変換済みアドレスのアドレス空間を分割するの
に役立ちます。
• 機能情報の確認, 397 ページ
• NAT 向けの Match-in-VRF サポートの制約事項, 398 ページ
• NAT 対応の Match-in-VRF サポートについて, 398 ページ
• NAT 向けの Match-in-VRF サポートの設定方法, 399 ページ
• NAT 向けの Match-in-VRF サポートの設定例, 404 ページ
• HSRP によるスタティック NAT マッピングに関する追加の参考資料, 405 ページ
• NAT 向けの Match-in-VRF サポートの機能情報, 406 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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NAT 向けの Match-in-VRF サポートの制約事項
• NAT 向けの Match-in-VRF サポート機能は、インターフェイス オーバーロード設定ではサ
ポートされません。
• VPN 内 NAT の match-in-vrf キーワードは、CGN ではサポートされません。

NAT 対応の Match-in-VRF サポートについて
NAT の Match-in-VRF サポート
Cisco IOS XE Release 3.5S 以降のリリースでは、NAT の Match-in-VRF サポート機能は、同じ VPN
内の 2 つのホスト間で通信するパケットの NAT をサポートします。
VRF 対応 NAT は、異なる VPN ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスのプライベート ア
ドレス空間のホスト、およびインターネットまたはグローバル ドメインの共通サーバ間の通信を
可能にします。内部ホストの IP アドレスが互いにオーバーラップしているため、VRF 対応 NAT
は、オーバーラップした内部 IP アドレスをグローバルで一意のアドレスに変換することにより、
これらのホスト間通信を容易にします。NAT の Match-in-VRF サポート機能は、VPN 内 NAT 機能
をサポートすることにより、VRF 対応 NAT を拡張します。VPN 内 NAT では、エンド ホストの
ローカル アドレスとグローバル アドレス空間はそれぞれの VPN に分離され、その結果ホスト用
に変換されたアドレスは互いにオーバーラップします。VPN 間で変換済みアドレスのアドレス空
間を分割するには、NAT マッピングの match-in-vrf キーワード（ip nat inside source コマンド）
設定を設定します。スタティック NAT とダイナミック NAT 設定共に、match-in-vrf キーワード
をサポートします。

（注）

VRF をサポートするすべての NAT コマンドは、match-in-vrf キーワードをサポートします。
NAT 外部ルール（ip nat outside source コマンド）は、デフォルトで match-in-VRF 機能をサポー
トしているため、match-in-vrf キーワードは NAT 外部ルールではサポートされません。
VRF 対応 NAT では、内部グローバル アドレスの IP エイリアスと Address Resolution Protocol（ARP）
エントリがグローバル ドメインで設定されます。VPN 内 NAT では、内部グローバル アドレスの
IP エイリアスと ARP エントリは、変換が行われる VRF で設定されます。VPN 内 NAT では、
match-in-vrf キーワードの設定は、同じ VRF 内で、最低 1 つの NAT 外部インターフェイスが設定
されることを意味します。その VRF の ARP エントリが、外部ホストからの ARP 要求に応答しま
す。
内部アドレスを設定した場合、VRF トラフィックのアドレス変換の間に、内部マッピングを通し
て、match-in-VRF が決定されます。アドレス変換用に IP アドレスの外部マッピングのみを設定し
た場合、match-in-VRF は動作します。変換エントリを内部および外部マッピングで作成した場合、
match-in-vrf キーワードは内部マッピングによって決定されます。
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NAT の Match-in-VRF サポート機能は、同じ IP アドレス プールの複数のダイナミック マッピング
設定をサポートします。
次の表に、NAT の VRF サポートについて示します。
NAT 内部インターフェイス

NAT 外部インターフェイス

グローバル

グローバル

VRF

グローバル

VRF

VRF
（注）

• この設定が機能するには、両方
の VRF が同じ内部インターフェ
イスにある必要があります。
• 設定で通信が VRF 内で発生して
いることを示すため、
match-in-vrf キーワードを使用す
る必要があります。

（注）

グローバルの NAT 内部インターフェイスと、VRF の NAT 外部インターフェイスの組み合わ
せはサポートされません。
VRF 間ルーティングでは、VRF 対応ソフトウェア インフラストラクチャ（VASI）が必要で
す。前述の NAT ルールが VRF 間のルーティング設定に適用されます。

NAT 向けの Match-in-VRF サポートの設定方法
Match-in-VRF によるスタティック NAT の設定
スタティック NAT 変換を設定し、同じ VRF 内で NAT 内部および外部トラフィックを有効化する
には、次のタスクを実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnatinsidesourcestaticlocal-ipglobal-ip [vrf vrf-name [match-in-vrf]]
4. interfacetypenumber
5. ipaddressip-addressmask [secondary]
6. ipnatinside
7. ip vrf forwarding vrf-name
8. exit
9. interfacetypenumber
10. ipaddressip-addressmask
11. ipnatoutside
12. ip vrf forwarding vrf-name
13. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipnatinsidesourcestaticlocal-ipglobal-ip [vrf 内部ローカル アドレスと内部グローバル アドレス間の
vrf-name [match-in-vrf]]
スタティック変換を設定します。
例：
Router(config)# ip nat inside source
static 10.10.10.1 172.16.131.1 vrf vrf1
match-in-vrf

ステップ 4

interfacetypenumber
例：
Router(config)# interface
gigabitethernet 0/0/1
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• match-in-vrf キーワードにより、同じ VRF 内の
NAT 内部および外部トラフィックが有効化されま
す
インターフェイスを指定し、インターフェイスコンフィ
ギュレーション モードを開始します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ipaddressip-addressmask [secondary]

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定しま
す。

例：
Router(config-if)# ip address
10.114.11.39 255.255.255.0

ステップ 6

ipnatinside

内部と接続されることを示すマークをインターフェイス
に付けます。

例：
Router(config-if)# ip nat inside

ステップ 7

ip vrf forwarding vrf-name

VRF をインターフェイスまたはサブインターフェイス
と関連付けます。

例：
Router(config-if)# ip vrf forwarding
vrf1

ステップ 8

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

Router(config-if)# exit

ステップ 9

interfacetypenumber

異なるインターフェイスを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 10

ipaddressip-addressmask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定しま
す。

例：
Router(config-if)# ip address
172.31.232.182 255.255.255.240

ステップ 11

ipnatoutside
例：
Router(config-if)# ip nat outside

ステップ 12

ip vrf forwarding vrf-name

外部と接続されることを示すマークをインターフェイス
に付けます。
（注）

NAT 外部ルールでは、デフォルトで
Match-in-VRF 機能をサポートしています。

VRF をインターフェイスまたはサブインターフェイス
と関連付けます。

例：
Router(config-if)# ip vrf forwarding
vrf1

ステップ 13

end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-if)# end
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Match-in-VRF によるダイナミック NAT の設定
ダイナミック NAT 変換を同じアドレス プールで設定し、同じ VRF 内で NAT 内部および外部ト
ラフィックを有効化するには、次のタスクを実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipnat inside source list access-list-number pool pool-name [vrfvrf-name [match-in-vrf]]
4. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]
5. ip nat inside source list access-list-number pool pool-name vrf vrf-name [match-in-vrf]
6. interfacetypenumber
7. ipaddressip-addressmask
8. ipnatinside
9. ip vrf forwardingvrf-name
10. exit
11. interfacetypenumber
12. ipaddressip-addressmask
13. ipnatoutside
14. ip vrf forwardingvrf-name
15. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal
例：
Router# configure terminal
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グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

ipnat inside source list access-list-number pool 複数のダイナミック マッピングを同じアドレス プー
pool-name [vrfvrf-name [match-in-vrf]]
ルで設定出来るようにします。
• match-in-vrf キーワードにより、同じ VRF 内の

例：
Router(config)# ip nat inside source list
1 pool shared-pool vrf vrf1 match-in-vrf

ステップ 4

access-list access-list-number permit source
[source-wildcard]

NAT 内部および外部トラフィックが有効化され
ます
変換されるアドレスを許可する標準アクセス リストを
定義します。

例：
Router(config)# access-list 1 permit
192.168.34.0 0.0.0.255

ステップ 5

ip nat inside source list access-list-number pool 直前の手順で定義されたアクセス リストを指定して、
pool-name vrf vrf-name [match-in-vrf]
ダイナミック送信元変換を設定します。
例：
Router(config)# ip nat inside source list
1 pool shared-pool vrf vpn1

ステップ 6

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

interfacetypenumber
例：
Router(config)# interface gigabitethernet
0/0/1

ステップ 7

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定しま
す。

ipaddressip-addressmask
例：
Router(config-if)# ip address
172.31.232.182 255.255.255.240

ステップ 8

内部と接続されることを示すマークをインターフェイ
スに付けます。

ipnatinside
例：
Router(config-if)# ip nat inside

ステップ 9

VRF をインターフェイスまたはサブインターフェイス
と関連付けます。

ip vrf forwardingvrf-name
例：
Router(config-if)# ip vrf forwarding vpn1

ステップ 10

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

Router(config-if)# exit
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

interfacetypenumber

異なるインターフェイスを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet
0/0/0

ステップ 12

ipaddressip-addressmask

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定しま
す。

例：
Router(config-if)# ip address
172.31.232.182 255.255.255.240

ステップ 13

ipnatoutside
例：
Router(config-if)# ip nat outside

ステップ 14

ip vrf forwardingvrf-name

外部と接続されることを示すマークをインターフェイ
スに付けます。
（注）

NAT 外部ルールでは、デフォルトで
Match-in-VRF 機能をサポートしています。

VRF をインターフェイスまたはサブインターフェイス
と関連付けます。

例：
Router(config-if)# ip vrf forwarding vpn1

ステップ 15

end
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

Router(config-if)# end

NAT 向けの Match-in-VRF サポートの設定例
例：Match-in-VRF によるスタティック NAT の設定
次の例では、ローカル IP アドレス 10.10.10.1 と グローバル IP アドレス 172.16.131.1 間のスタティッ
ク NAT 変換を設定する方法を示しています。match-in-vrf キーワードにより、同じ VRF 内の NAT
内部および外部トラフィックが有効化されます
Router# configure terminal
Router(config)# ip nat inside source static 10.10.10.1 172.16.131.1 vrf vrf1 match-in-vrf
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Router(config-if)# ip address 10.114.11.39 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# ip vrf forwarding vrf1
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Router(config-if)# ip address 172.31.232.182 255.255.255.240
Router(config-if)# ip nat outside
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Router(config-if)# ip vrf forwarding vrf1
Router(config-if)# end

例：Match-in-VRF によるダイナミック NAT の設定
次の例では、ダイナミック NAT マッピングを同じアドレス プールで設定する方法を示していま
す。match-in-vrf キーワードにより、同じ VRF 内の NAT 内部および外部トラフィックが有効化さ
れます
Router# configure terminal
Router(config)# ip nat inside source list 1 pool shared-pool vrf vrf1 match-in-vrf
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.34.0 0.0.0.255
Router(config)# ip nat inside source list 1 pool shared-pool vrf vpn1
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Router(config-if)# ip address 172.31.232.182 255.255.255.240
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# ip vrf forwarding vpn1
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Router(config-if)# ip address 172.31.232.182 255.255.255.240
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# ip vrf forwarding vpn1
Router(config-if)# end

HSRP によるスタティック NAT マッピングに関する追加
の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド：コマンド構文、コマンド モー 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド、コマンド履歴、使用に関する注意事項およ Reference』
び例
IPアクセス リストへのシーケンス番号づけ

『IP Access List Sequence Numbering』マニュア
ル

NAT 設定作業

『IP アドレス節約のための NAT 設定モジュー
ル』

NAT メンテナンス

「NAT のモニタリングおよびメンテナンス」モ
ジュール

MPLS VPN での NAT の使用

「MPLS VPN と NAT の統合」モジュール
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標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 903

『Reverse Address Resolution Protocol』

RFC 826

『Ethernet Address Resolution Protocol: Or
converting network protocol addresses to 48.bit
Ethernet address for transmission on Ethernet
hardware』

RFC 1027

『Using ARP to implement transparent subnet
gateways』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

NAT 向けの Match-in-VRF サポートの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 33：NAT 向けの Match-in-VRF サポートの機能情報

機能名

リリース

機能情報

NAT 向けの Match-in-VRF サ
ポート

Cisco IOS XE Release 3.5S

NAT 向けの Match-in-VRF サ
ポート機能では、同じ VPN 内
の 2 つのホスト間で通信される
パケットの NAT 変換をサポー
トしています。
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章

IP マルチキャスト ダイナミック NAT
IP マルチキャスト ダイナミック ネットワーク アドレス変換（NAT）機能では、マルチキャスト
パケットの送信元アドレス変換をサポートしています。送信元アドレス変換は、インターネット
に接続する必要はあるが、ホストのすべてがグローバルに一意の IP アドレスを持っているわけ
ではない場合に使用できます。NAT はパケットを外部ネットワークに送信する前に、内部のロー
カル アドレスをグローバルに一意の IP アドレスに変換します。IP マルチキャスト ダイナミック
変換では、内部のローカル アドレスと外部のグローバル アドレスのプール内のいずれかのアド
レスの間に 1 対 1 のマッピングを確立します。
• 機能情報の確認, 409 ページ
• IP マルチキャスト ダイナミック NAT の制約事項, 410 ページ
• IP マルチキャスト ダイナミック NAT について, 410 ページ
• IP マルチキャスト ダイナミック NAT の設定方法, 412 ページ
• IP マルチキャスト ダイナミック NAT の設定例, 415 ページ
• その他の参考資料, 415 ページ
• IP マルチキャスト ダイナミック NAT の機能情報, 416 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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IP マルチキャスト ダイナミック NAT の制約事項
IP マルチキャスト ダイナミック NAT 機能では、次の機能をサポートしていません。
• IPv4 から IPv6 へのアドレス変換。
• マルチキャスト宛先アドレス変換。
• マルチキャスト向けのポート アドレス変換（PAT）オーバーロード。
• 送信元および宛先アドレス変換。
• ユニキャストからマルチキャストへのアドレス変換。

IP マルチキャスト ダイナミック NAT について
NAT の機能
NAT が設定されたデバイスには、少なくとも内部ネットワークに対して 1 つ、外部ネットワーク
に対して 1 つのインターフェイスがあります。標準的な環境では、NAT はスタブ ドメインとバッ
クボーン間の出口デバイスに設定されます。パケットがドメインから出て行くとき、NAT はロー
カルで意味のある送信元アドレスをグローバルで一意のアドレスに変換します。パケットがドメ
インに入ってくる際は、NAT はグローバルで一意の宛先アドレスをローカル アドレスに変換しま
す。出力点が複数存在する場合、個々の NAT は同一の変換テーブルを持っていなければなりませ
ん。アドレスが足りなくなって、パケットにアドレスを割り当てられなくなった場合、NAT はそ
のパケットをドロップし、Internet Control Message Protocol（ICMP）ホスト到達不能パケットをそ
の接続先に送信します。

NAT の用途
NAT は次のような場合に使用できます。
• インターネットに接続する必要はあるが、ホストのすべてがグローバルに一意の IP アドレス
を持っているわけではない場合。NAT では、未登録の IP アドレスを使用するプライベート
IP インターネットワークがインターネットに接続できます。NAT はスタブ ドメイン（内部
ネットワーク）と、インターネットなどのパブリック ネットワーク（外部ネットワーク）と
の境界にあるルータ上に設定されます。NAT はパケットを外部ネットワークに送信する前
に、内部のローカル アドレスをグローバルに一意の IP アドレスに変換します。接続性の問
題への解決策として NAT が役立つのは、スタブ ドメイン内の比較的少数のホストが同時に
ドメインの外部と通信する場合のみです。この場合、外部との通信が必要なときに、このド
メインにある IP アドレスのごく一部をグローバルに一意な IP アドレスに変換する必要があ
ります。また、これらのアドレスは使用されなくなったときに、再利用することもできま
す。
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• 内部アドレスを変更する必要がある場合。内部アドレスの変更には相当の工数がかかるた
め、変更する代わりに NAT を使用して変換することができます。
• TCP トラフィックの基本負荷を分散する必要がある場合。TCP 負荷分散機能を使用して、1
つのグローバル IP アドレスを複数のローカル IP アドレスにマップできます。

NAT の内部アドレスおよび外部アドレス
ネットワーク アドレス変換（NAT）において、内部という用語は、変換が必要な組織が所有する
ネットワークを表します。NAT が設定されている場合、このネットワーク内のホストは、別の空
間（グローバル アドレス空間として知られている）にあるものとしてネットワークの外側に現れ
る 1 つの空間（ローカル アドレス空間として知られている）内のアドレスを持つことになりま
す。
同様に、外部という用語は、スタブ ネットワークの接続先で、通常、その組織の制御下にはない
ネットワークを表します。外部ネットワーク内のホストを変換の対象にすることもできるため、
これらのホストはローカル アドレスとグローバル アドレスを持つことができます。
NAT では、次の定義が使用されます。
• 内部ローカル アドレス：内部ネットワーク上のホストに割り当てられた IP アドレス。この
アドレスは、多くの場合、Network Information Center（NIC）やサービス プロバイダーにより
割り当てられた正規の IP アドレスではありません。
• 内部グローバル アドレス：外部に向けて、1 つ以上の内部ローカル IP アドレスを表現した正
規の IP アドレス（NIC またはサービス プロバイダーにより割り当てられたもの）。
• 外部ローカル アドレス：内部ネットワークから見た外部ホストの IP アドレス。必ずしも正
規のアドレスでありません。内部でルート可能なアドレス空間から割り当てられたもので
す。
• 外部グローバル アドレス：外部ネットワークに存在するホストに対して、ホストの所有者に
より割り当てられた IP アドレス。このアドレスは、グローバルにルート可能なアドレス、ま
たはネットワーク空間から割り当てられます。
ここでは、次の内容について説明します。
• 内部送信元アドレス変換, （9 ページ）
• 内部グローバル アドレスのオーバーロード, （11 ページ）

アドレスのダイナミック変換
ダイナミック変換は、内部ローカルアドレスとグローバルアドレスのプールの間にマッピングを
設定します。プライベート ネットワークに存在する複数のユーザがインターネットへのアクセス
を必要としている場合には、ダイナミック変換が便利です。ダイナミックに設定されたプール IP
アドレスは、必要に応じて使用し、インターネットへのアクセスが必要なくなったときにはリリー
スして別のユーザが使用できるようにすることができます。
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（注）

内部グローバルまたは外部ローカル アドレスが NAT ルータの直接接続されたサブネットに属
する場合、そのルータは IP エイリアスを追加し、Address Resolution Protocol（ARP）要求に応
答できるようにします。しかしルータ自体が、それを宛先としないパケットに応答する状況が
発生し、セキュリティ上の問題を引き起こす可能性があります。これは、エイリアスされたア
ドレスの 1 つを宛先とする受信 Internet Control Message Protocol（ICMP）または UDP パケット
が、NAT テーブル上に対応する NAT 変換を持たず、ルータ自体が Network Time Protocol（NTP）
などの対応サービスを実行する場合に発生します。このような状況では、マイナーなセキュリ
ティ リスクが生じる可能性があります。

IP マルチキャスト ダイナミック NAT の設定方法
IP マルチキャスト ダイナミック NAT の設定
（注）

IP マルチキャスト ダイナミック変換では、内部のローカル アドレスと外部のグローバル アド
レスのプール内のいずれかのアドレスの間に 1 対 1 のマッピングを確立します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length} [type {match-host |
rotary}]
4. access-list access-list-number permit source-address wildcard-bits [any]
5. ip nat inside source list access-list-number pool name
6. ip multicast-routing distributed
7. interfacetype number
8. ip address ip-address mask
9. ip pim sparse-mode
10. ip nat inside
11. exit
12. interfacetype number
13. ip address ip-address mask
14. ip pim sparse-mode
15. ip nat outside
16. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Router> enable

ステップ 2

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

configure terminal
例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length} [type
{match-host | rotary}]

必要に応じて割り当てられるグローバル アドレスの
プールを定義します。

例：
Router(config)# ip nat pool mypool
10.41.10.1 10.41.10.23 netmask
255.255.255.0

ステップ 4

access-list access-list-number permit
source-address wildcard-bits [any]

変換する内部アドレスを許可する標準のアクセス リ
ストを定義します。

例：
Router(config)# access-list 100 permit
10.3.2.0 0.0.0.255 any

ステップ 5

ip nat inside source list access-list-number pool 直前の手順で定義されたアクセスリストを指定して、
name
ダイナミック送信元変換を設定します。
例：
Router(config)# ip nat inside source list
100 pool mypool

ステップ 6

ip multicast-routing distributed

Multicast Distributed Switching（MDS）を有効にしま
す。

例：
Router(config)# ip multicast-routing
distributed

ステップ 7

interfacetype number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet
0/0/0
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ip address ip-address mask

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスま
たはセカンダリ IP アドレスを設定します。

例：
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1
255.255.255.0

ステップ 9

ip pim sparse-mode

インターフェイス上での Protocol Independent Multicast
（PIM）のスパース モード動作を有効化します。

例：
Router(config-if)# ip pim sparse-mode

ステップ 10

ip nat inside
例：

インターフェイスが内部ネットワーク（NAT 変換の
対象となるネットワーク）に接続されることを示し
ます。

Router(config-if)# ip nat inside

ステップ 11

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に入ります。

Router(config-if)# exit

ステップ 12

interfacetype number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet
0/0/1

ステップ 13

ip address ip-address mask

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスま
たはセカンダリ IP アドレスを設定します。

例：
Router(config-if)# ip address 10.2.2.1
255.255.255.0

ステップ 14

ip pim sparse-mode

インターフェイス上での PIM のスパース モード動作
を有効化します。

例：
Router(config-if)# ip pim sparse-mode

ステップ 15

ip nat outside

インターフェイスが外部ネットワークに接続される
ことを示します。

例：
Router(config-if)# ip nat outside

ステップ 16

end
例：
Router(config-if)# end
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IP マルチキャスト ダイナミック NAT の設定例
例：IP マルチキャスト ダイナミック NAT の設定
Router# configure terminal
Router(config)# ip nat pool mypool 10.41.10.1 10.41.10.23 netmask 255.255.255.0
Router(config)# access-list 100 permit 10.3.2.0 0.0.0.255 any
Router(config)# ip nat inside source list 100 pool mypool
Router(config)# ip multicast-routing distributed
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip pim sparse-mode
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Router(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip pim sparse-mode
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# end

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All
Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

IP アドレス節約のための NAT 設定

IP アドレス節約のための NAT 設定モジュー
ル

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

なし

選択したプラットフォーム、Cisco ソフトウェ
ア リリース、およびフィーチャ セットの MIB
を検索してダウンロードする場合は、次の URL
にある Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

IP マルチキャスト ダイナミック NAT の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 34：IP マルチキャスト ダイナミック NAT の機能情報

機能名

リリース

機能情報

IP マルチキャスト ダイナミッ
ク NAT

Cisco IOS XE Release 3.4S

IP マルチキャスト ダイナミッ
ク ネットワーク アドレス変換
機能では、マルチキャスト パ
ケットの送信元アドレス変換を
サポートしています。送信元ア
ドレス変換は、インターネット
に接続する必要はあるが、ホス
トのすべてがグローバルに一意
の IP アドレスを持っているわ
けではない場合に使用できま
す。NATはパケットを外部ネッ
トワークに送信する前に、内部
のローカル アドレスをグロー
バルに一意の IP アドレスに変
換します。IP マルチキャスト
ダイナミック変換では、内部の
ローカル アドレスと外部のグ
ローバル アドレスのプール内
のいずれかのアドレスの間に 1
対 1 のマッピングを確立しま
す。
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PPTP ポート アドレス変換
PPTP ポート アドレス変換機能では、ポート アドレス変換（PAT）の設定に対して Point-to-Point
Tunneling Protocol（PPTP）のアプリケーション レイヤ ゲートウェイ（ALG）をサポートします。
PAT の設定では、PPTP ALG が PPTP パケットを解析する必要があります。ネットワーク アドレ
ス変換（NAT）が設定されていると、PPTP ALG がデフォルトで有効になっています。
このモジュールでは、PAT 用の PPTP ALG の設定方法を示します。
• 機能情報の確認, 419 ページ
• PPTP ポート アドレス変換の制約事項, 420 ページ
• PPTP ポート アドレス変換について, 420 ページ
• PPTP ポート アドレス変換の設定方法, 421 ページ
• PPTP ポート アドレス変換の設定例, 423 ページ
• PPTP ポート アドレス変換に関する追加の参考資料, 424 ページ
• PPTP ポート アドレス変換の機能情報, 425 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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PPTP ポート アドレス変換の制約事項
• Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）アプリケーション レイヤ ゲートウェイ（ALG）で
は、仮想 vTCP（TCP）および TCP セグメントはサポートされません。
• NAT のクライアントとサーバが同じコール ID を使用すると、PPTP ALG がキャリア グレー
ド NAT（ネットワーク アドレス変換）モードでは機能しません。

PPTP ポート アドレス変換について
PPTP ALG サポートの概要
Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）は、TCP/IP ベースのデータ ネットワークに VPN を作成
することにより、リモート クライアント エンタープライズ サーバからのデータのセキュアな転
送を可能にするネットワーク プロトコルです。PPTP は、インターネットなどのパブリック TCP/IP
ベースのネットワーク上で伝送するための IP データグラムに PPP パケットをカプセル化します。
PPTP は、通信する PPTP ネットワーク サーバの (PNS) - PPTP アクセス コンセントレータ（PAC）
ペアごとにトンネルを確立します。トンネルが設定されると、PPP パケットは、総称ルーティン
グ カプセル化（GRE）を使用して交換されます。GRE ヘッダーに存在するコール ID は特定の PPP
パケットが属するセッションを示します。
ネットワーク アドレス変換（NAT）では、PPTP メッセージの IP アドレスとポート番号のみが変
換されます。スタティック NAT とダイナミック NAT コンフィギュレーションでは、PPTP アプリ
ケーション レイヤ ゲートウェイ（ALG）なしで PPTP を使用します。ただし、アドレス変換
（PAT）の設定では、PPTP ALG により PPTP ヘッダーを解析し、PPTP 制御パケットのコール ID
の変換を促進する必要があります。NAT は、GRE ヘッダーを解析し、PPTP セッション データの
コール ID を変換します。PPTP ALG では、PPTP ペイロードに埋め込まれた IP アドレスは変換さ
れません。NAT が設定されていると、PPTP ALG がデフォルトで有効になっています。
NAT は、PPTP パケットがデフォルトの TCP ポート 1723 に到着するとそれらを認識し、制御パ
ケットを解析するために PPTP ALG を呼び出します。NAT では、グローバル アドレスまたはポー
ト番号の割り当てにより PPTP ALG が解析したコール ID を変換します。クライアントとサーバの
コール ID に基づいて、NAT は PPTP ALG 要求に基づいて 2 つのドアを作成します。（ドアは、
完全な NAT セッション エントリを作成するのに十分な情報が存在する場合に作成されます。ド
アには、発信元 IP アドレスについての情報と、宛先 IP アドレスおよびポートが含まれていま
す。）クライアントとサーバ間の双方向のデータ通信のために、2 つの NAT セッションが（サー
バ コール ID を持つものとクライアント コール ID を持つものが 1 つずつ）作成されます。NAT
は RFC 2673 に準拠するデータ パケットの GRE パケット ヘッダーを変換します。
PPTP は TCP ベースのプロトコルです。このため、NAT では、PPTP パケットとして TCP パケッ
トを認識すると、PPTP ALG 解析コールバック機能を呼び出します。PPTP ALG が PPTP ヘッダー
の組み込みコール ID を取得し、ヘッダーの変換トークンを作成します。PPTP ALG は関連 GRE
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トンネル用のデータ チャネルを作成します。ALG の解析後、NAT が ALG の作成したトークンを
処理します。
PPTP のデフォルト タイマー
PPTP のデフォルトタイマーは 24 時間に設定されています これは、スタティック NAT とダイナ
ミック NAT を展開するときには、Generic Routing Encapsulation（GRE）セッションが 24 時間維持
されることを意味します。PPTP の設定と拡張要件に基づいて、PPTP のデフォルト タイマーを調
整します。
一部の PPTP クライアントおよびサーバは、GRE セッションを維持するためにキープアライブ
メッセージを送信します。PPTP セッションの NAT セッションタイマーは、
ipnattranslationpptp-timeout コマンドを使用して調整できます。

PPTP ポート アドレス変換の設定方法
ポート アドレス変換のための PPTP ALG の設定
Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）は、ネットワー
ク アドレス変換（NAT）の設定時にデフォルトで有効化されます pptp ALG を無効化するには、
no ip nat service pptp コマンドを使用します。アプリケーションの pptp ALG 変換を再有効化する
には、ip nat service pptp コマンドを使用します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip nat inside
5. exit
6. interface type number
7. ip nat outside
8. exit
9. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
10. ip nat inside source list {access-list-number | access-list-name} pool name overload
11. ip access-list standard access-list-name
12. permit host-ip
13. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/1

ステップ 4

ip nat inside

NAT の対象である内部ネットワークにインターフェイ
スを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 5

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに入
ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 6

interface type number

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/1/0

ステップ 7

ip nat outside

外部ネットワークにインターフェイスを接続します。

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 8

exit
例：

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終
了し、グローバル コンフィギュレーション モードに入
ります。

Device(config-if)# exit

ステップ 9

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length}
例：
Device(config)# ip nat pool pptp-pool
192.168.0.1 192.168.0.234 prefix-length
24
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10

ip nat inside source list {access-list-number 内部送信元アドレスの NAT を有効化します。
| access-list-name} pool name overload
• オーバーロードを設定すると、各内部ホストの TCP
または UDP ポート番号により、同じローカル IP ア
例：
Device(config)# ip nat inside source
ドレスを使用している複数の会話が区別されるよう
list pptp-acl pool pptp-pool overload
になります。

ステップ 11

ip access-list standard access-list-name

名前別の標準 IP アクセス リストを定義して、パケット
フィルタリングを有効化し、標準アクセス リスト コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ip access-list standard
pptp-acl

ステップ 12

permit host-ip

パケットを許可する条件を名前付き IP アクセス リスト
内で設定します。

例：
Device(config-std-nacl)# permit
10.1.1.1

ステップ 13

end

標準アクセス リスト コンフィギュレーション モードを
終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Device(config-std-nacl)# end

PPTP ポート アドレス変換の設定例
例：ポート アドレス変換のための PPTP ALG の設定
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
Device(config-if)# ip nat inside
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/0
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# exit
Device(config)# ip nat pool pptp-pool 192.168.0.1 192.168.0.234 prefix-length 24
Device(config)# ip nat inside source list pptp-acl pool pptp-pool overload
Device(config)# ip access-list standard pptp-acl
Device(config-std-nacl)# permit 10.1.1.1
Device(config-std-nacl)# end
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PPTP ポート アドレス変換に関する追加の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

NAT コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 2637

ポイントツーポイント トンネリング プロトコ
ル（PPTP）

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。
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PPTP ポート アドレス変換の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 35：PPTP ポート アドレス変換の機能情報

機能名

リリース

機能情報

PPTP ポート アドレス変
換サポート

Cisco IOS XE Release
3.9S

PPTP ポート アドレス変換機能では、ポート
アドレス変換（PAT）の設定に対して
Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）のア
プリケーション レイヤ ゲートウェイ
（ALG）を導入しています。PAT の設定で
は、PPTP ALG が PPTP パケットを解析する
必要があります。ネットワーク アドレス変
換（NAT）が設定されていると、PPTP ALG
がデフォルトで有効になっています。
次のコマンドが導入または変更されていま
す。debug platform hardware qfp feature alg
datapath pptp, ip nat service pptp, show
platform hardware qfp feature alg statistics
pptp
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章

ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポート
ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポート機能では、ルータで IPv4 パケット ヘッダーと IPv6 パケッ
ト ヘッダーを相互に変換できるようにする IPv6-to-IPv6 ネットワーク プレフィックス変換
（NPTv6）をサポートしています。IPv6-to-IPv6 ネットワーク プレフィックス変換（NPTv6）は、
IPv6 パケット ヘッダー内で、内部 IPv6 送信元 アドレス プレフィックスを外部 IPv6 送信元 アド
レス プレフィックスに変換、およびその逆を行うメカニズムを提供します。NPTv6 プレフィッ
クスの変換機能を実装するルータは、NPTv6 変換と呼ばれます。
• ASR1k/CSR1k/ISR4k での NPTv6 サポートについて, 427 ページ
• NPTv6 の設定, 429 ページ
• ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポートの使用例, 430 ページ
• ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポートに関する追加の参考資料, 432 ページ
• ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポートの機能情報, 433 ページ

ASR1k/CSR1k/ISR4k での NPTv6 サポートについて
IPv6-to-IPv6 ネットワーク プレフィックス変換（NPTv6）は、IPv6 環境でアドレスの独立性を実
装するための有効なメカニズムです。NPTv6 と関連付ける主な利点は、NPTv6 のトランスレータ
要件により、ネットワーク デバイスの負荷を軽減するトランスポート層ヘッダーが書き換えられ
ることを防ぐことです。NPTv6 はまた、完全な IP ペイロードの暗号化にも干渉しません。
ASR1k/CSR1k/ISR4k での NPTv6 サポートは、ロード バランシングをサポートし、ネットワーク
層でのエンドツーエンドの到達可能性に影響を与えることなく変換を達成するため、信頼性を高
めることができます。
次のセクションでは、ASR1k/CSR1k/ISR4k での NPTv6 サポートの詳細について示します。
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ASR1k/CSR1k/ISR4k で NPTv6 サポートを使用する利点
ASR1k/CSR1k/ISR4k での NPTv6 サポート機能により、1 つのネットワークから IPv6 環境の別の
ネットワークにパケットをリダイレクトまたは転送することができます。ASR1k/CSR1k/ISR4k で
の NPTv6 サポートは、内部および外部ネットワーク内のアドレス間に 1:1 関係を提供するアルゴ
リズム変換機能です。NTPv6 を使用すると、異なるネットワークを相互接続し、マルチホーミン
グ、ロード バランシング、ピアツーピア ネットワーキングをサポートできます。ASR1K NPTv6
はデータプレーンで状態を作成しないため、最小メモリを使って稼働でき、デフォルトでハイア
ベイラビリティをサポートできます。
ASR1k/CSR1k/ISR4k での NPTv6 サポートは、64 ビット以上のプレフィックスをサポートし、静
的 IPv6 ホストからホストへの変換もサポートします。ASR1k/CSR1k/ISR4k での NPTv6 サポート
機能を使用し、同じインターフェイスで IPv4 および IPv6 変換を設定でき、拡大縮小にも対応し
ています。ASR1k/CSR1k/ISR4k での NPTv6 サポート機能は、パケット トレースおよび条件付き
デバッグもサポートしています。

ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポートに関する制約事項
• ASR1k/CSR1k/ISR4k 機能の NPTv6 サポートでは、Virtual Routing および Forwarding（VRF）
をサポートしていません。
• ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポートでは、同じインターフェイスでの NAT64 設定をサ
ポートしていません。
• マルチキャストはサポートされません。
• ファイアウォールはサポートされません。
• アプリケーション レベル ゲートウェイ（ALG）は、ASR1k/CSR1k/ISR4k 機能の NPTv6 サ
ポートではサポートされていません。ペイロード アドレスまたはポート変換はサポートされ
ていません。
• 高速ロギング（HSL）と syslog はサポートされていません。

IPv6 プレフィックス形式
ASR1k/CSR1k/ISR4k での NPTv6 サポート機能は、変換に IPv6 プレフィックス形式を使用します。
IPv6 アドレスの最初の 48 ビットは、IPv6 プレフィックスを表します。NPTv6 トランスレータを
使って、アドレス プレフィックスを変換します。この変換機能は、始めに内部および外部プレ
フィックスが同じ長さであることを確認し、同じでない場合、2 つのうち短い方をゼロで拡張し
ます。
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内部から外部へのネットワークの NPTv6 変換
NPTv6 では、データグラムは内部から外部ネットワークへの NPTv6 トランスレータを通して通過
することができます。パスが内部から外部ネットワークの場合、内部プレフィックスが外部プレ
フィックスで上書きされ、ヘッダー チェックサムが生成されます。

外部から内部へのネットワークの NPTv6 変換
NPTv6 では、データグラムが外部ネットワークから内部ネットワークへ NPTv6 トランスレータを
通して渡されると、外部プレフィックスが内部プレフィックスで上書きされ、ヘッダー チェック
サムが生成されます。

NPTv6 の設定
NPTv6 変換の内部と外部のプレフィックスを設定できます。
ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポートを設定するには：
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0/0
nat66 inside
interface GigabitEthernet0/0/1
nat66 outside
nat66 prefixinside 2002:AB01::/64outside 2002:AB02::/64
end

NPTv6 設定の検証
ステートレス NAT66 プレフィックス設定を検証するには、show nat66 prefix コマンドを使用しま
す:
Device# show nat66 prefix
Prefixes configured: 1
NAT66 Prefixes
Id: 1 Inside 2002:AB01::/64 Outside 2002:AB02::/64

NAT66 インターフェイスとグローバル設定を検証するには、show nat66 statistics コマンドを使用
します。
Device# show nat66 statistics
NAT66 Statistics
Global Stats:
Packets translated (In -> Out)
: 7
Packets translated (Out -> In)
: 7

データ プレーン内のグローバル ステートレス NPTv6 プレフィックスをその他の基本設定情報と
共に検証するには、show platform hardware qfp active feature nat66 datapath basecfg コマンドを使用し
ます。
Device# show platform hardware qfp active feature nat66 datapath basecfg
nat66 cfg_flags 0x00000001, dbg_flags 0x00000000
nat66_prefix_hash_table_entries 2048, nat66_prefix_hash_table 0x89628400
prefix hasht 0x89628400 max 2048 chunk 0x8c392bb0 hash_salt 719885386
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渡されたインターフェイス ステートレス NPTv6 プレフィックス設定を検証するには、show platform
hardware qfp active feature nat66 datapath prefix コマンドを使用します。
Device# show platform hardware qfp active feature nat66 datapath prefix
prefix hasht 0x89628400 max 2048 chunk 0x8c392bb0 hash_salt 719885386
NAT66 hash[1] id(1) len(64) vrf(0) in: 2002:ab01:0000:0000:0000:0000:0000:0000 out:
2002:ab02:0000:0000:0000:0000:0000:0000 in2out: 7 out2in: 7

グローバル NPTv6 統計情報を検証するには、show platform hardware qfp active feature nat66
datapath statistics を使用します。
Device# show platform hardware qfp act feat nat66 data statistics
in2out xlated pkts 7
out2in xlated pkts 7
NAT66_DROP_SC_INVALID_PKT 0
NAT66_DROP_SC_BAD_DGLEN 0
NAT66_DROP_SC_PLU_FAIL 22786
NAT66_DROP_SC_PROCESS_V6_ERR 0
NAT66_DROP_SC_INVALID_EMBEDDED 0
NAT66_DROP_SC_SRC_RT 0
NAT66_DROP_SC_NOT_ENABLED 0
NAT66_DROP_SC_NO_GPM 0
NAT66_DROP_SC_LOOP 0
in2out_pkts 22768 out2in_pkts 22793
in2out_pkts_untrans 22761 out2in_pkts_untrans 22786
in2out_lookup_pass 7 out2in_lookup_pass 7
in2out_lookup_fail 0 out2in_lookup_fail 22786
mem_alloc_fail 0 prefix_fail 0
total prefix count 1

トラブルシューティングのヒント
内部および外部インターフェイスが設定されていることを確認する必要があります。
設定上の問題がある場合、次のデバッグ コマンドを使用します。
• debug platform hardware qfp active feature nat66 datapath detailed：データ プレーン層に関す
る詳細なデバッグ情報を提供します。
• debug platform hardware qfp active feature nat66 datapath all：データ プレーン層に関するデ
バッグ情報を表示します。
• debug platform condtion feature nat66 datapath submode detailed：buginf_cond を使用して、
データ プレーン層のデバッグ情報を提供します。ACL フィルタはデバッグ条件インフラス
トラクチャを通して提供されます。

ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポートの使用例
単一の内部および外部のネットワーク
NPTv6 トランスレータを使用すると、2 つのネットワーク リンクを相互接続できます。一方のネッ
トワークリンクは、単一の管理ドメイン内のリーフネットワークにリンクされた内部ネットワー
ク、もう一方はインターネットなどのグローバル ネットワークに接続される外部ネットワークで
す。内部ネットワーク上のすべてのホストは、ローカルにルーティングされる単一プレフィック
スのアドレスを使用します。IP データグラムが NPTv6 トランスレータを通過するとき、これらの
アドレスはグローバルにルーティング可能なプレフィックスとの間で相互に変換されます これ
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らの 2 つのプレフィックスの長さは機能的に同じであり、プレフィックス長が異なっている場合
は、2 つのプレフィックスのうち長い方が短い方のプレフィックス内でのサブネットの使用を制
限します。
単一の内部および外部ネットワークが存在する NPTv6 導入を下の図に示します。
図 19：単一の内部および外部ネットワークを使用する NPTv6

冗長性とロード シェアリング
複数の NPTv6 トランスレータがネットワークに付加されている場合は、NPTv6 トランスレータが
同じ内部および外部プレフィックスで設定されます。複数のトランスレータがある場合でも変換
はアルゴリズムによって行われるため、1 つの外部アドレスのみが内部アドレスにマッピングさ
れます
冗長性およびロードシェアリング ネットワーク内の NPTv6 導入を下の図に示します。
図 20：冗長性およびロードシェアリング ネットワーク内の NPTv6

マルチホーミング
マルチホーム ネットワークでは、NPTv6 トランスレータが内部ネットワークに付加されますが、
異なる外部ネットワークに接続されます NPTv6 トランスレータは、同じ内部プレフィックスで
設定されますが、外部プレフィックスは異なります。複数の変換があるため、NPTv6トランスレー
タでは、複数の外部アドレスを共通の内部アドレスにマッピングします。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーション ガイド
431

ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポート
ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポートに関する追加の参考資料

下の図は、マルチホーミング ネットワーク内の NPTv6 導入を示しています。
図 21：マルチホーミング ネットワーク内の NPTv6

ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポートに関する追加の参考
資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

IP アドレッシング サービス コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 6296

『IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右 http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
の URL にアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら
のリソースは、ソフトウェアをインストールし
て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに
関する技術的問題を解決したりするために使用
してください。この Web サイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.com のログイン ID お
よびパスワードが必要です。

ASR1k/CSR1k/ISR4k の NPTv6 サポートの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 36：ASR1K NPTv6 の機能情報

機能名

リリース

機能の設定情報

ASR1k/CSR1k/ISR4k の
NPTv6 サポート

Cisco IOS XE Denali 16.2

ASR1k/CSR1k/ISR4k の
NPTv6サポート機能では、
ルータで IPv4 パケット
ヘッダーと IPv6 パケット
ヘッダーを相互に変換でき
るようにする IPv6-to-IPv6
ネットワーク プレフィッ
クス変換（NPTv6）をサ
ポートしています。
nat66 inside コマンド、
nat66 outside コマンド、お
よび nat66 prefix コマンド
が導入されました。
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章

ネットワーク アドレス変換のバインディン
グ
ネットワーク アドレス変換（NAT）では、バインディングという用語は、ローカル アドレスと、
内部ローカル アドレスが変換されるグローバル アドレス間のアドレス バインディングを表しま
す。バインディングはハーフエントリとも呼ばれます。NAT バインディングの別のタイプには、
スタティック、ダイナミック、および非 PATable バインドがあります。NAT のバインディング
動作は、NAT を使用するすべての Cisco プラットフォームで一貫しています。
このモジュールでは、NAT バインディングの各タイプについて説明します。
• スタティック NAT バインディング, 435 ページ
• ダイナミック NAT バインディング, 436 ページ
• 非 PATable バインド, 436 ページ
• NAT バインディング設定に関する推奨事項, 437 ページ
• VRF 対応ソフトウェア インフラストラクチャの使用による NAT のバイパス, 438 ページ

スタティック NAT バインディング
ネットワーク アドレス変換（NAT）内の各スタティック マッピングに対して、単一のスタティッ
クバインディングが作成されます。スタティックバインディングには、プロトコル番号とローカ
ルおよびグローバルのポート番号が格納されます。バインディングに一致するトラフィックが
NAT インターフェイスを通過すると、（完全な 5 タプル エントリを持つ）セッションが作成され
ます
ip NATinsidesourcestatic コマンドを使用してスタティック NAT を設定し、showip
NATtranslationsverbose コマンドを設定して NAT マッピング ID を表示します。
次に、showipnattranslationsverbose コマンドの出力例を示します。
Device(config)# ip nat inside source static 10.1.1.2 10.2.1.2
Device(config)# exit
Device# show ip nat translations verbose
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Pro Inside global
Inside local
Outside local
--- 10.1.1.2
10.2.1.2
--create: 08/03/12 10:08:22, use: 08/03/12 10:08:22, timeout: 00:00:00
Map-Id(In): 1
Flags: static
Mac-Address: 0000.0000.0000
Input-IDB:
entry-id: 0x0, use_count:0
Total number of translations: 1

Outside global
---

ダイナミック NAT バインディング
ダイナミック バインディングは、NAT オーバーロード設定なしで動的なネットワーク アドレス
変換（NAT）を設定した場合に、作成されます。ダイナミック バインディングでは、トラフィッ
クは、NAT マッピング ID に関連付けられた分類と一致します。ダイナミック バインディングは、
ローカル アドレスとグローバル アドレスの 1 対 1 のマッピングを保証します。各ダイナミック
バインディングは、その子セッションがすべて使用不可になると、使用不可になりなります。
ダイナミック NAT を設定するには ipnatpool コマンドを使用し、次にマッピング ID を表示するに
は showipnattranslationsverbose コマンドを使用します。
次に、showipnattranslationsverbose コマンドの出力例を示します。
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device# show ip

ip nat pool pool1 10.1.1.10 10.1.1.150 prefix-length 24
ip nat inside source list nat-list pool pool1
exit
nat translations verbose

Pro Inside global
Inside local
Outside local
Outside global
--- 10.1.1.10
10.2.1.2
----create: 08/03/12 10:10:04, use: 08/03/12 10:10:04, timeout: 23:59:51
Map-Id(In): 1
Mac-Address: 0000.0000.0000
Input-IDB: GigabitEthernet0/3/1
entry-id: 0x0, use_count:2
udp 10.1.1.10:16385
10.2.1.2:16385
10.1.1.1:4003
10.1.1.1:4003
create: 08/03/12 10:10:04, use: 08/03/12 10:10:13, timeout: 00:05:00
Map-Id(In): 1
Mac-Address: 0000.0000.0000
Input-IDB: GigabitEthernet0/3/1
entry-id: 0x8bc74680, use_count:1
udp 10.1.1.10:16384
10.2.1.2:16384
10.1.1.1:4003
10.1.1.1:4003
create: 08/03/12 10:10:03, use: 08/03/12 10:10:13, timeout: 00:05:00
Map-Id(In): 1
Mac-Address: 0000.0000.0000
Input-IDB: GigabitEthernet0/3/1
entry-id: 0x8bc745b0, use_count:1
Total number of translations: 3

非 PATable バインド
非 PATable バインドは、ドメイン ネーム システム（DNS）などのアプリケーション層ゲートウェ
イ（ALG）が NAT 変換を要求するときに作成されます。ダイナミック NAT オーバーロードまた
はポート アドレス変換（PAT）が設定されていて、PATable ではないフレームを変換しなければ
ならない場合、非 PATable バインドが作成されます。非 PATable フレームには、割り当てられた
ポート番号がありません。すべての IP ヘッダーにはプロトコル フィールドが提供されますが、す
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べてのプロトコルが pattable ではありません。Cisco IOS XE NAT では、次のプロトコルの PAT の
みを処理します。
• インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）
• ESP_PROT
• ポイントツーポイント トンネリング プロトコル（PPTP）
• TCP
• UDP

（注）

オーバーロードの設定用に非 PATable バインドを使用しないことをお勧めします。これらの設
定には 1 対 1 のバインディングがあり、1 つのローカル アドレスが 1 つのグローバル アドレ
スを消費するためです。
Device(config)#
Device(config)#
Device(config)#
Device# show ip

ip nat pool pool1 10.1.1.10 10.1.1.150 prefix-length 24
ip nat inside source list 1 pool pool1 overload
exit
nat translation verbose

Pro Inside global
Inside local
Outside local
Outside global
--- 10.1.1.10
10.1.1.2
----create: 08/03/12 10:11:53, use: 08/03/12 10:11:53, timeout: 23:59:51
Map-Id(In): 2
Mac-Address: 0000.0000.0000
Input-IDB: GigabitEthernet0/3/1
entry-id: 0x0, use_count:1
--- 10.1.1.10
10.2.1.2
10.1.1.1
10.1.1.1
create: 08/03/12 10:11:54, use: 08/03/12 10:12:03, timeout: 24:00:00
Map-Id(In): 2
Mac-Address: 0000.0000.0000
Input-IDB: GigabitEthernet0/3/1
entry-id: 0x8bc74750, use_count:1
Total number of translations: 2

NAT バインディング設定に関する推奨事項
パケットが到着すると、既存の変換エントリを使用するか、新しい変換エントリを作成するか、
それともパケットの変換を行わないかを決定するためのネットワーク アドレス変換（NAT）がそ
のパケットに適用されるかどうかを判断するためにデバイス（Cisco ASR 1000 シリーズ アグリ
ゲーション サービス ルータなど）が以下の手順を使用します。最初にデバイスは、NAT 変換テー
ブルに一致するエントリがあるかどうかをチェックします。
• 一致するエントリが見つかれば、そのエントリが変換に使用されます
• 一致するエントリがなければ、デバイスはアクセスコントロールリスト（ACL）を使用して
一致するものを検索します。設定した一致基準と IP アドレス プールに基づいて変換エント
リが作成されます
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次の例に示す動的なネットワーク アドレス変換（NAT）の設定では、172.16.0.0/24 ネットワーク
からのトラフィックは NAT により変換され、192.0.2.0/24 ネットワーク宛てのトラフィックは変
換されません。
Device(config)# ip nat pool NAT-POOL 10.98.198.1 10.98.198.15 netmask 255.255.255.240
Device(config)# ip nat inside source list NAT-ACL pool NAT-POOL overload
Device(config)# ip access-list extended NAT-ACL
Device(config-acl)# deny ip any 209.165.201.1 129.25.0.0 255.255.255.224
Device(config-acl)# deny ip any 192.0.2.0 144.118.0.0 255.255.255.0
Device(config-acl)# deny ip any 198.51.100.0 204.238.76.0 255.255.255.0
Device(config-acl)# deny ip any 10.0.0.0 255.0.0.0
Device(config-acl)# deny ip any 203.0.113.0 172.19.0.0 255.255.255.0
Device(config-acl)# deny ip any 192.168.0.0 255.255.0.0
Device(config-acl)# permit ip 172.16.0.0 255.240.0.0 any

次に、showipnattranslationsinside コマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat translations inside 172.16.0.16
Pro Inside global
--- 10.98.198.2
udp 10.98.198.2:137
144.118.38.213:137
tcp 10.98.198.2:59901
144.118.38.109:389
udp 10.98.198.2:123

Inside local
172.16.0.16
172.16.0.16:137

Outside local
--192.0.2.4

Outside global
--192.0.2.4

172.16.0.16:59901

192.0.2.6

192.0.2.6

172.16.0.16:123

206.246.122.250:123

206.246.122.250:123

最初のパケットが 172.16.0.16 から 192.0.2.0 に到着したときに、そのパケットの変換エントリが存
在しなければ、パケットは設定された ACL と照合され、NAT によって変換されません。次のパ
ケットが 172.19.0.16 から 192.0.2.0 に到着すると、そのパケットが NAT バインディングと照合さ
れ、変換されます
ただし、ドメイン ネーム システム（DNS）、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）、
NetBIOS パケットが 172.19.0.16 から許可されているホストの 1 つに到着すると、アプリケーショ
ン レイヤ ゲートウェイ（ALG）が変換テーブル内にバインディングを作成します。送信元と宛先
アドレスのいずれでもない IP アドレスがパケット ペイロードに埋め込まれている場合、そのパ
ケットはポート番号を持ちません（DNS パケットなど）。また、応答パケットも、送信元と宛先
アドレスのいずれでもない IP アドレスを持ちます。Internet Control Message Protocol（ICMP）、
TCP、UDP 以外のトラフィックでも、 NAT バインディングを作成できます。

VRF 対応ソフトウェア インフラストラクチャの使用によ
る NAT のバイパス
VPN ルーティングおよび転送（VRF）対応ソフトウェア インフラストラクチャ（VASI）を使用
すると、ネットワーク アドレス変換（NAT）によるトラフィック変換をバイパスできます。トラ
フィックがアクセス コントロール リスト（ACL）内の deny ステートメントに一致するシナリオ
では、VASI を使用して NAT による変換をバイパスします。
VASI は、Vasileft および Vasiright と呼ばれる仮想インターフェイス ペアとして実装されます こ
れらのインターフェイス ペアは、バックツーバックに論理ワイヤリングされており、対称です。
たとえば、Vasileft1 インターフェイスと Vasiright1 インターフェイスは自動的にペア化されます。
これは、Vasileft1 インターフェイスに到着したパケットがユーザ設定なしで内部的に Vasiright1 イ
ンターフェイスに渡されることを意味します。VASI は、ヘアピニングやボックス上のローカルな
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VRF 間通信などに使用できます。VASI の詳細については、『ゾーンベース ポリシー ファイア
ウォール設定ガイド』の「VRF 対応ソフトウェア インフラストラクチャの設定」のモジュールを
参照してください。
この項では、NAT によるトラフィック変換のバイパス方法を示すサンプル構成を記載していま
す。
• NAT でバイパスする必要のあるサブネットのリストを ACL に設定します。次のサブネット
を宛先とするトラフィックは、NAT によって変換されません。
◦ 209.165.201.0 255.255.255.224
◦ 192.0.2.0 255.255.255.0
◦ 198.51.100.0 255.255.255.0
◦ 203.0.113.0 255.255.255.0
◦ 192.168.0.0 255.255.0.0
• NAT 内部インターフェイスでポリシーベース ルーティング（PBR）を設定して、上記のサブ
ネットを宛先とするトラフィックを VASI インターフェイスに転送します。このトラフィッ
クは、VASI インターフェイスからネットワークへルーティングされます
• NAT 内部インターフェイスでは、PBR が NAT より優先されます。このため、PBR ポリシー
に一致するトラフィックは、NAT に到着する前に Vasileft1 インターフェイスに転送されま
す。その後、パケットが内部的に Vasiright1 インターフェイスに渡されます。
• NAT 外部インターフェイスでは、NAT 設定を持たない VASI インターフェイスからトラフィッ
クが到着したものとして扱われ、NAT 変換がバイパスされます
トラフィックバイパスが設定されているため、NAT 設定では、ACL 内の deny ステートメントを
すべて削除できますが、permit ステートメントは維持します。
ip nat inside source list NAT-ACL pool NAT-POOL overload
!
ip access-list extended NAT-ACL
permit ip 172.19.0.0 0.0.0.255 any

VASI を通じて NAT 変換をバイパスするために必要な設定の追加の例を次に示します。
!
interface GigabitEthernet0/0/0
description nat outside interface
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
interface GigabitEthernet0/0/1
description nat inside interface
ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip policy route-map no-NAT-rmap
!
interface vasileft1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface vasiright1
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
!
ip access-list extended bypass-NAT
permit ip any 209.165.201.0 255.255.255.224
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permit ip any 192.0.2.0 255.255.255.0
permit ip any 198.51.100.0 255.255.255.0
permit ip any 203.0.113.0 255.255.255.0
permit ip any 192.168.0.0 255.255.0.0
!
route-map no-NAT-rmap permit 10
match ip address bypass-nat
set interface vasileft1
!
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