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第 1 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。

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。

（注）
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第 2 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
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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。

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。

（注）

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。

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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• 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、CiscoASR1000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WebCacheCommunicationProtocol（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
IP アドレス節約のための NAT 設定について



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ClassC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 XENATでは、LAN管理者は、Internet Assigned Numbers Authority
の予備プールを利用したClassAアドレッシングを自由に拡張することができます（RFC1597）。
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、VirtualRouting andForwarding
（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
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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 InformationCenter（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。

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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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。
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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。

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。

（注）
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

ipnatinsidesourcestatic local-ipglobal-ip

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

ステップ 3   

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。

interface typenumber

例：
Device(config)# interface ethernet 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。

ipaddress ip-address mask [secondary]

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

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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。

ipnatinside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

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

に戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 7   

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。

interface typenumber

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

ステップ 8   

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。

ipaddress ip-address mask [secondary]

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

ステップ 9   

外部ネットワークにインターフェイスを接続します。ipnatoutside

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モードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 11   

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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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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

例：
Device(config)# ip nat pool net-208
172.16.233.208 172.16.233.223 prefix-length
28

ステップ 3   

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。

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

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

ステップ 4   

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。

ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpoolname

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

ステップ 5   

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 ethernet 1

ステップ 6   

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 10.114.11.39
255.255.255.0

ステップ 7   

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。

ipnatinside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

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   

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 ethernet 0

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

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
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 11   

外部ネットワークにインターフェイスを接続しま

す。

ipnatoutside

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モードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 13   

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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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

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

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 3   

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。

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 4   

•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。

手順 4で定義され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。

ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpoolname
overload

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

ステップ 5   

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 ethernet 1

ステップ 6   

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 192.168.201.1
255.255.255.240

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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。

ipnatinside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

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   

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 ethernet 0

ステップ 10   

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
192.168.201.29 255.255.255.240

ステップ 11   

外部ネットワークにインターフェイスを接続します。ipnatoutside

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モードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 13   

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。
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

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 2   

（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。

ipnattranslationseconds

例：
Device(config)# ip nat translation 300

ステップ 3   

•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

（任意）UDPタイムアウト値を変更します。ipnattranslationudp-timeoutseconds

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

ステップ 4   

（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。

ipnattranslationdns-timeoutseconds

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

ステップ 5   

（任意）TCPタイムアウト値を変更します。ipnattranslationtcp-timeoutseconds

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

ステップ 6   

•デフォルトは 24時間です。

（任意）Finish and Resetタイムアウト値を変更します。ipnattranslationfinrst-timeoutseconds

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

ステップ 7   

• 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。ipnattranslationicmp-timeoutseconds

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

ステップ 8   

（任意）同期（SYN）タイムアウト値を変更します。ipnattranslationsyn-timeoutseconds

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

ステップ 9   

•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
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目的コマンドまたはアクション

れると、タイムアウトが TCPタイムアウトに変更さ
れます

（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 10   

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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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

ipnatinsidesourcestaticlocal-ipglobal-ip

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

ステップ 3   

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 ethernet 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
10.114.11.39 255.255.255.0

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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：
Device(config-if)# ip nat inside

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戻

ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 7   

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 ethernet 0

ステップ 8   

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。

ipaddress ip-addressmask

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

ステップ 9   

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。

ipnatoutside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 10   

（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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 11   

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。
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

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

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。

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

例：
Device(config)# access-list 1 permit
10.114.11.0 0.0.0.255

ステップ 4   

•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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目的コマンドまたはアクション

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。

ipnatoutsidesourcelistaccess-list-number
poolname

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

ステップ 5   

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 ethernet 1

ステップ 6   

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
10.114.11.39 255.255.255.0

ステップ 7   

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：
Device(config-if)# ip nat inside

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   

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 ethernet 0

ステップ 10   

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
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 11   

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。

ipnatoutside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 12   
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目的コマンドまたはアクション

（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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 13   

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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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

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

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 3   

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。

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 4   

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。

ipnatinsidedestination-listaccess-list-numberpoolname

例：
Device(config)# ip nat inside destination-list
2 pool real-hosts

ステップ 5   

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 ethernet 0

ステップ 6   

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-address mask

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

ステップ 7   

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：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

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   

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 10   

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 11   

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。

ipnatoutside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 12   

（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。

end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 13   

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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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

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

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

ステップ 3   

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：
Device(config)# exit

ステップ 4   

（任意）アクティブな NATを表示します。showipnattranslations [verbose]

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 5   

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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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device(config)# configure terminal

ステップ 2   

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。

ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmask

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 3   

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。

ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmask

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 4   

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

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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-B pool POOL-B reversible

ステップ 6   

（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 7   

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。

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。

（注）

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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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

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

内部ホストデバイスでのネットワークパ

ケット変換を無効化します。

ipnatinsidesource{list {access-list-number | access-list-name}
poolpool-name [overload] | staticnetworklocal-ipglobal-ip
[no-payload]}

ステップ 3   

例：
Device(config)# ip nat inside source static network
10.1.1.1 192.168.251.0/24 no-payload

内部ホストデバイスでのポートパケット

変換を無効化します。

ipnatinsidesource {list {access-list-number | access-list-name}
poolpool-name [overload] | static {tcp | udp}
local-iplocal-portglobal-ipglobal-port [no-payload]}

ステップ 4   

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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目的コマンドまたはアクション

内部ホストルータでのパケット変換を無

効化します。

ipnatinsidesource {list {access-list-number |
access-list-name}poolpool-name [overload] | static [network]
local-network-maskglobal-network-mask [no-payload]}

ステップ 5   

例：
Device(config)# ip nat inside source static 10.1.1.1
192.168.1.1 no-payload

外部ホストルータでのパケット変換を無

効化します。

ipnatoutsidesource {list {access-list-number | access-list-name}
poolpool-name [overload] | staticlocal-ipglobal-ip [no-payload]}

例：
Device(config)# ip nat outside source static 10.1.1.1
192.168.1.1 no-payload

ステップ 6   

外部ホストデバイスでのポートパケット

変換を無効化します。

ipnatoutsidesource {list {access-list-number | access-list-name}
poolpool-name [overload] | static {tcp | udp}
local-iplocal-portglobal-ipglobal-port [no-payload]}

ステップ 7   

例：
Device(config)# ip nat outside source static tcp
10.1.1.1 20000 192.168.1.1 20000 no-payload

外部ホストデバイスでのネットワークパ

ケット変換を無効化します。

ipnatoutsidesource {list {access-list-number | access-list-name}
poolpool-name [overload] | static [network]
local-network-maskglobal-network-mask [no-payload]}

ステップ 8   

例：
Device(config)# ip nat outside source static network
10.1.1.1 192.168.251.0/24 no-payload

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：
Device(config)# exit

ステップ 9   

アクティブな NATを表示します。showipnattranslations [verbose]

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 10   

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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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

ipnatinsidesourcestaticlocal-ipinterfacetypenumber

例：
Device(config)# ip nat inside source static
10.1.1.1 interface Ethernet 1/1

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）外部からデバイスへのTelnetの使用を有
効化します。

ipnatinsidesourcestatic
tcplocal-iplocal-portinterfaceglobal-port

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

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：
Device(config)# exit

ステップ 5   

（任意）アクティブな NATを表示します。showipnattranslations [verbose]

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 6   

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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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 ethernet 1

ステップ 3   

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：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 4   

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 5   

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。

ipnatallow-static-host

例：
Device(config)# ip nat allow-static-host

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

•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。

スタティック IPホストの認証に使用される、既
存の RADUISプロファイル名を指定します。

ipnatpoolnamestart-ipend-ipnetmasknetmaskaccounting
list-name

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 7   

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。

ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpool name

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

ステップ 8   

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

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

ステップ 9   

• source引数は、NATスタティック IPサポー
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 10   

（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。

showipnattranslationsverbose

例：
Device# show ip nat translations verbose

ステップ 11   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

（任意）アクティブな NATを表示します。showipnattranslations

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 2   

•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。configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 3   

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
す。

ipnattranslationmax-entries
{number | all-vrfnumber |
hostip-addressnumber |
listlistnamenumber | vrfnamenumber}

ステップ 4   

•許容される NATエントリの最大数は 2147483647ですが、通
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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目的コマンドまたはアクション

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。

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 5   

（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。

showipnatstatistics

例：
Device# show ip nat statistics

ステップ 6   

• 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 vrf2VPN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 0/0/0 vrf vrf1 overload
ip nat inside source list 1 interface gigabitethernet 0/0/0 vrf vrf2 overload
!
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 1/1/1 vrf vrf1 overload
ip nat inside source list 1 interface gigabitethernet 1/1/1 vrf vrf2 overload
!
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
!

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 nat pool POOL-A 192.168.201.4 192.168.201.6 netmask 255.255.255.128
ip nat pool POOL-B 192.168.201.7 192.168.201.9 netmask 255.255.255.128
ip nat inside source route-map MAP-A pool POOL-A reversible
ip nat 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 nat inside source static network 10.1.1.1 192.168.2510/24 no-payload
ip nat inside source static tcp 10.1.1.1 2000 192.168.1.1 2000 no-payload
ip nat inside source static 10.1.1.1 192.168.1.1 no-payload
ip nat outside source static 10.1.1. 192.168.1.1 no-payload
ip nat outside source static tcp 10.1.1.1 20000 192.168.1.1 20000 no-payload
ip nat 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。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
49

IP アドレス節約のための NAT 設定
次の作業



• 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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

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

『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』

アプリケーションレベルゲートウェイ

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/
fsaclseq.html『IP Access List Sequence Numbering』マ
ニュアル

IPアクセスリストへのシーケンス番号づ
け

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

RADIUS属性の概要

標準および RFC

タイトル標準/RFC

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

IETF Behave Draft NAT MIB

『Internet Assigned Numbers Authority』RFC 1597

『The IP Network Address Translation (NAT)』RFC 1631

『Address Allocation for Private Internets』RFC 1918
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsaclseq.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsaclseq.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsaclseq.html
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-behave-nat-mib-11
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-behave-nat-mib-11
http://tools.ietf.org/html/rfc1597
http://www.ietf.org/rfc/rfc1631.txt
http://tools.ietf.org/html/rfc1918


タイトル標準/RFC

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

RFC 2663

『Traditional IP Network Address Translation (Traditional
NAT)』

RFC 3022

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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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http://tools.ietf.org/html/rfc2663
http://tools.ietf.org/html/rfc2663
http://www.ietf.org/rfc/rfc3022.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3022.txt
http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


表 1：IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報

機能情報リリース機能名

ルートマップを使用する宛先ベースの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。

Cisco IOSXERelease
2.1

ルートマップを使用する宛先

ベースの NAT

Cisco IOS XEソフトウェアでは、NAT重
複内部グローバルアドレスをサポートし

ています。

Cisco IOSXERelease
2.1

NAT重複内部グローバルアド
レス

サイトによっては、ネットワーク管理を容

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。

Cisco IOSXERelease
2.1

NATホスト番号保持

NAT MIBサポート機能では、ネットワー
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。

Cisco IOS XEリリー
ス 3.15S

NAT MIBサポート

NATパフォーマンス強化 -変換テーブルの
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。

Cisco IOSXERelease
2.1

NATパフォーマンス強化 -変
換テーブルの最適化

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。

Cisco IOSXERelease
2.2

NAT Route Maps
Outside-to-Insideサポート
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機能情報リリース機能名

NATスタティック IPサポート機能は、ス
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。

Cisco IOSXERelease
2.1

NATスタティック IPサポート

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

Cisco IOSXERelease
2.1

NATタイマー

外部 IPアドレスだけのNAT変換機能を使
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。

Cisco IOSXERelease
2.1

外部 IPアドレスのみのNAT変
換

NAT変換のレート制限機能により、ルー
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。

Cisco IOSXERelease
2.1

NAT変換のレート制限

NATでの VRFスケール拡大機能では、
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 IOSXERelease 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。

Cisco IOSXERelease
3.10S

NATでの VRFスケール拡大
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機能情報リリース機能名

BDIインターフェイス上での NATサポー
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。

Cisco IOS XE Denali
16.3.1

BDIインターフェイス上での
NATサポート

NAT向けのマルチテナントサポート機能
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。

Cisco IOS XE Denali
16.3.1

NAT向けのマルチテナントサ
ポート
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第 3 章

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、NetworkTimeProtocol（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VirtualRouting andForwarding（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

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
55



• 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。

• NATALG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.323v2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。

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。

（注）

H.323 v2 RAS に対する NAT サポート
Cisco IOSNAT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。

CiscoCallManager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、SkinnyClient 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TCPDNS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。

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。

（注）

•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。

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。（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

スタティック NATをイネーブルにします。ipnat[inside | outside] source static local-ip
global-ip [vrf vrf-name]

ステップ 3   

例：

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

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 4   

（任意）アクティブな NATを表示します。showipnattranslations

例：

Router# show ip nat translations

ステップ 5   

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。

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。

>

（注）
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ipnatservicelistaccess-list-numberIKEpreserve-port

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

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。
ipnatservicelistaccess-list-numberIKEpreserve-port

例：

Router(config)# ip nat service list 10 IKE
preserve-port

ステップ 3   

NAT デバイスでの SPI マッチングのイネーブル化

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。（注）

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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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。

>

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ipnatservicelistaccess-list-numberESPspi-match

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

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。

ipnatservicelistaccess-list-numberESPspi-match

例：

Router(config)# ip nat service list 10 ESP
spi-match

ステップ 3   

•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。
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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。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. cryptoipsecnat-transparencyspi-matching
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

cryptoipsecnat-transparencyspi-matching

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

ステップ 3   

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

ステップ 4   

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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NATでは、埋め込み IPv4アドレスのみを変換します。（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ipnatserviceallow-multipart
4. exit
5. showipnattranslations

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

Multipart SDPをイネーブルにします。ipnatserviceallow-multipart

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

ステップ 3   

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。
exit

例：
Device(config)# exit

ステップ 4   

（任意）アクティブな NATを表示します。showipnattranslations

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 5   
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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CiscoCallManager通信のためのCisco SkinnyClient 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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

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

ステップ 3   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド：コマンド構文の詳細、コマンド
モード、デフォルト、使用上の注意事項、およ

び例

『IP Access List Sequence Numbering』IPアクセスリストへのシーケンス番号づけ

『Configuring NAT for IP Address Conservation』NAT IPアドレス節約

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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。
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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 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

機能の設定情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE
Release 3.6S

ALG—H.323 v6サポート

ALG—SCCP Version 17サポート機能は、
SCCPALG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。

Cisco IOS XE
Release 3.5S

ALG—SCCP Version 17サポー
ト

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。

Cisco IOS XE
Release 3.2S

NAT ALG—SIP REFERメソッ
ド

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

Cisco IOS XE
Release 3.2S

NAT ALG—SIPトランキング
サポート

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

Cisco IOS XE
Release 2.1

NAT Basic H.323 ALGサポート

   IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
70

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

http://www.cisco.com/go/cfn


機能の設定情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE
Release 2.1

NAT DNS ALGサポート

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。

Cisco IOS XE
Release 2.1

NAT FTP ALGサポート

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。

Cisco IOS XE
Release 2.4

NAT H.323 RAS

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

Cisco IOS XE
Release 2.1

NAT ICMP ALGサポート

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。

Cisco IOS XE
Release 3.1S

NAT NetBIOS ALGサポート

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

Cisco IOS XE
Release 2.4

NAT NetMeeting Directory
（LDAP）

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。NATRCMDALG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。

Cisco IOS XE
Release 3.1S

NAT RCMD ALGサポート

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。

Cisco IOS XE
Release 3.1S

NAT RTSP ALGサポート

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。

Cisco IOS XE
Release 2.4

NAT—SCCP for Video
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機能の設定情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE
Release 2.4.1

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

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。

Cisco IOS XE
Release 2.4

NAT—SIP拡張メソッド

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。

Cisco IOS XE
Release 2.1

IP Phoneから Cisco CallManager
への NATサポート

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。

Cisco IOS XE
Release 2.1

IPsecセキュリティチェックに
対する NATサポート：フェー
ズ II

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

SIPに対する NATサポート

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。

Cisco IOS XE
Release 2.1

NAT TFTP ALGサポート

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。

Cisco IOS XE
Release 2.5

NAT VRF対応 ALGサポート

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 3.1S

Cisco IOS XE
Release 3.2S

NAT vTCP ALGサポート

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。

Cisco IOS XE
Release 2.1

NATを介した IPsec ESPのサ
ポート
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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。
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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。

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。

（注）

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。
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

CGN動作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 3   

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。
ip nat inside source static local-ip global-ip

例：
Device(config)# ip nat inside source
static 192.168.2.1 192.168.34.2

ステップ 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。

interfacegigabitethernet
card/spaslot/port.subinterface-number

例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/4

ステップ 5   

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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 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   

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。

interfacetype number

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

ステップ 8   

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 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、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 10   

アクティブな NAT変換を表示します。show ip nat translations [verbose]

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 11   

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 Inside global Inside local Outside local Outside global
udp 10.5.5.1:1025 192.0.2.1:4000 --- ---
udp 10.5.5.1:1024 192.0.2.3:4000 --- ---
udp 10.5.5.1:1026 192.0.2.2:4000 --- ---

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。
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目的コマンドまたはアクション

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 2   

CGN動作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 3   

標準アクセスリストを定義し、ホストを指定

します。

access-liststandard-access-list-numberpermitsourcewildcard

例：
Device(config)# access-list 1 permit 10.1.1.0
0.0.0.255

ステップ 4   

•このステップで定義したアクセスリスト
1はmatch ip addressコマンドで使用しま
す。

標準アクセスリストを定義し、ホストを指定

します。

access-liststandard-access-list-numberpermitsourcewildcard

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

ステップ 5   

•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

route-mapmap-tag

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

ステップ 6   

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

match ip address [access-list-number]

例：
Device(config-route-map)# match ip address 1

ステップ 7   

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。

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

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

ステップ 8   

ルート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。

exit

例：
Device(config-route-map)# exit

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

NATで使用される IPアドレスプールを定義し
ます。

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

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

ステップ 10   

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 11   

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 12   

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。

（注）

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 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

ションモードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 14   

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。

interfacetype number

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

ステップ 15   

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 16   

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 17   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

CGN動作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 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

ip nat inside source listnumberpoolname[overload]

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

ステップ 4   

• 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。

NATで使用される IPアドレスプールを定義
します。

ip nat poolname start-ip end-ipnetmasknetmask

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 5   

標準アクセスリストを定義し、ホストを指定

します。

access-liststandard-access-list-numberpermitsourcewildcard

例：
Device(config)# access-list 1 permit 172.16.0.0
255.255.0.0

ステップ 6   

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 7   

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。

（注）

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 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

ションモードに入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 9   

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。

interfacetype number

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

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

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 11   

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 12   

NATの統計情報を表示します。show ip nat statistics

例：
Device# show ip nat statistics

ステップ 13   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『IP Addressing Command Reference』NATコマンド

『Using Application-Level Gateways with NAT』NAT ALG
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html


マニュアルタイトル関連項目

『NATのモニタリングおよびメンテナンス』HSLメッセージ

標準および RFC

タイトル標準/RFC

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

RFC 4787

『Location-to-URL Mapping Architecture and
Framework』

RFC 5582

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE Release
3.6S

キャリアグレードネットワー

クアドレス変換（NAT）
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第 5 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（BIAMAC）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、ReverseAddress
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 IEEE802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（BIAMAC）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

目的コマンドまたはアクション

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。

enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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。

noipredirects

例：
Device(config-if)# no ip redirects

ステップ 5   

内部ネットワークにインターフェイスを接続しま

す。

ipnat{inside | outside}

例：
Device(config)# ip nat inside

ステップ 6   

HSRPルーティングプロトコルをイネーブルにし
ます。

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

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

ステップ 7   

HSRPのプリエンプションを設定します。standby[group-number] preempt

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

ステップ 8   

HSRPルーティングプロトコルをイネーブルにし
ます。

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

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

ステップ 9   

HSRPグループ名を設定します。standby [group-number] name [group-name]

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

ステップ 10   

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
定します。

standby [group-number] track interface-number

例：
Device(config-if)# standby 10 track
gigabitethernet1/1/1

ステップ 11   

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。
end

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 12   

（任意）HSRPの情報を表示します。showstandby

例：
Device# show standby

ステップ 13   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）アクティブな NAT変換を表示します。showipnattranslations[verbose]

例：
Device# show ip nat translations verbose

ステップ 14   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

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 2   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
95

HSRP によるスタティック NAT マッピング
HSRP 用 NAT スタティックマッピングサポートの設定



目的コマンドまたはアクション

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

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

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

ステップ 3   

プロトコル（ARP）クエリーに応答できるようにしま
す。

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。

ip classless

例：
Device(config)# ip classless

ステップ 4   

スタティックルートを確立します。ip route prefix maskinterface-type
interface-number

ステップ 5   

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

ご使用の IPシステムの HTTPサーバをイネーブルに
します。

no ip http server

例：
Device(config)# no ip http server

ステップ 6   

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 7   

（任意）アクティブな NAT変換を表示します。show ip nat translations[verbose]

例：
Device# show ip nat translations verbose

ステップ 8   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド：コマンド構文、コマンドモー
ド、コマンド履歴、使用に関する注意事項およ

び例

『IP Access List Sequence Numbering』マニュア
ル

IPアクセスリストへのシーケンス番号づけ

『IPアドレス節約のための NAT設定モジュー
ル』

NAT設定作業
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マニュアルタイトル関連項目

「NATのモニタリングおよびメンテナンス」モ
ジュール

NATメンテナンス

「MPLS VPNと NATの統合」モジュールMPLS VPNでの NATの使用

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Reverse Address Resolution Protocol』RFC 903

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

RFC 826

『Using ARP to implement transparent subnet
gateways』

RFC 1027

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能の設定情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE Release
2.1

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
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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、ReverseAddress
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 IEEE802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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：
Device> enable

ステッ

プ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

Gateway Load Balancing Protocol
（GLBP）の重み付けがインターフェ

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

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

ステッ

プ 3   
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。

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。

exit

例：
Device(config-track)# exit

ステッ

プ 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。

interfacetypenumber

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

ステッ

プ 5   

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。

ipnatinside

例：
Device(config-f)# ip nat inside

ステッ

プ 6   

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。

ipaddressip-addressmask

例：
Device(config-if)# ip address 192.0.0.2 255.0.0.0

ステッ

プ 7   

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。
standbygroup-numberip[ip-address]

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

ステッ

プ 8   

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

standbyuse-bia

例：
Device(config-if)# standby use-bia

ステッ

プ 9   
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。standbygroup-numberprioritypriority

例：
Device(config-if)# standby 1 priority 120

ステッ

プ 10   •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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目的コマンドまたはアクション

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。

standbygroup-numberpreempt[delay]

例：
Device(config-if)# standby 1 preempt

ステッ

プ 11   

•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。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。

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
HSRPを設定します。

standbygroup-numbertrackobject-number[decrementpriority-decrement]

例：
Device(config-if)# standby 1 track 10 decrement 15

ステッ

プ 12   

•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。

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

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステッ

プ 13   
ンフィギュレーションモードに戻りま

す。

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 14   

access-liststandard-access-listpermitip-addressmaskステッ

プ 15   
例：
Device(config)# acces-list 1 permit 190.0.0.0 0.255.255.255

内部送信元アドレスの NATを有効化
します。

ipnatinsidesourcelistlist-namepoolpool-name[overload]

例：
Device(config)# ip nat inside source list list1 pool pool1
overload

ステッ

プ 16   

•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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目的コマンドまたはアクション

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

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 17   
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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 StandbyRouter 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 Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.0.0.1 - 0023.eb85.7650 ARPA GigabitEthernet1/1/0
Internet 192.0.0.2 - 0023.eb85.7650 ARPA GigabitEthernet1/1/0

ステップ 3 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 IP Address Port
Interface 10.39.21.3
Dynamic 192.0.0.1
Interface 192.0.0.2

ステップ 4 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 Inside global Inside local Outside local Outside global
udp 10.1.1.4:512 190.0.0.1:435 193.0.0.1:80 193.0.0.1:80
udp 10.1.1.4:515 190.0.0.5:435 193.0.0.1:80 193.0.0.1:80
udp 10.1.1.4:514 190.0.0.4:435 193.0.0.1:80 193.0.0.1:80
udp 10.1.1.4:518 190.0.0.3:435 193.0.0.1:80 193.0.0.1:80

ステップ 5 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

P indicates configured to preempt.
|

Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Ga1/1/0 1 120 P Active local 192.0.0.3 192.0.0.1
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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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド

『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

HSRPによるスタティック NAT

標準と RFC

タイトル標準/RFC

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

RFC 826

『A Reverse Address Resolution Protocol』RFC 903

『Using ARP to Implement Transparent Subnet
Gateways』

RFC 1027
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mcl/allreleasemcl/all-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xe-3s/nat-xe-3s-book/iadnat-ha.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース機能名

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
CiscoASR1000シリーズアグリゲーションサー
ビスルータ、CiscoCloud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

Cisco IOS XEリリース
3.15S

HSRPによる VRF対
応ダイナミック NAT
マッピング

Allow use of sameACL/router-map onmultiple 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。

Cisco IOS XE Denali
16.3.1

複数のNATステート
メントでの同じACL/
ルータマップの使用
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第 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noshutdown
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
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

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。

modenone

例：
Device(config-red)# mode none

ステップ 4   

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。

applicationredundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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。

protocolnumber

例：
Device(config-red-app)# protocol 4

ステップ 6   

（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。

nameinstance-name

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

ステップ 7   

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。

timershellotime [msec] numberholdtime
[msec] number

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

ステップ 8   

• 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。

認証情報を指定します。authentication {textstring|md5key-string[0
| 7] key|md5key-chainkey-chain-name}

ステップ 9   

例：
Device(config-red-app-prot)#
authentication text password

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。

bfd

例：
Device(config-red-app-prot)# bfd

ステップ 10   

• BFDはデフォルトでイネーブルになっています。

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

ステップ 11   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

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 2   

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 3   

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。

applicationredundancy

例：
Device(config-red)# application redundancy

ステップ 4   

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。

group {1 | 2}

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   

（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。

namegroup-name

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

ステップ 6   

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

preempt

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

ステップ 7   

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。

prioritynumberfailover-thresholdnumber

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

ステップ 8   

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。

trackobject-number[decrementnumber| shutdown]

例：
Device(config-red-app-grp)# track 44 decrement
20

ステップ 9   

•冗長グループの優先度に影響する複数のオブ
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。

timers delayseconds [reloadseconds]

例：
Device(config-red-app-grp)# timers delay 10
reload 20

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

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。

controlinterface-nameprotocolinstance

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

ステップ 11   

•このインターフェイスは、コントロールイン
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。

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 12   

—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 13   

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。

end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 14   

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 15   

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。

interfacetype number

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

ステップ 16   

number引数で指定した冗長グループにインターフェ
イスを関連付けます。

redundancy
groupnumberipaddressexclusive[decrementnumber]

例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ip
10.10.1.1 exclusive decrement 20

ステップ 17   

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。

redundancy riinumber

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

ステップ 18   

•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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目的コマンドまたはアクション

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 19   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

interfacetype number

例：
Device(config)# interface gigabitethernet
0/1/5

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

ip addressip-address mask

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

ステップ 4   

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 5   

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 6   

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

negotiation auto

例：
Device(config-if)# negotiation auto

ステップ 7   

シエーションプロトコルで設定できるようにしま

す。

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：
Device(config-if)# redundancy rii 200

ステップ 8   

•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。

number引数で指定した冗長グループにインターフェ
イスを関連付けます。

redundancy
groupnumberipaddressexclusive[decrementnumber]

例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ip
10.1.1.200 exclusive decrement 10

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、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 10   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

NATで使用される IPアドレスプールを定義し
ます。

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

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 3   

内部送信元アドレスの NATを有効化します。ip nat inside sourcelist{{access-list-number|
access-list-name} | route-mapname}

ステップ 4   

• 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。

poolname[redundancyredundancy-id[mapping-idmap-id|
overload| reversible| vrfname]]

例：
Device(config)# ip nat inside source list acl-18
pool VPN-18 redundancy 2 mapping-id 152

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。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 5   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

アクティブ冗長グループ（RG）を強制的にリロード
させ、スタンバイ RGをアクティブ RGにします。

redundancyapplicationreloadgroupnumber[peer
| self]

例：
Device# redundancy application reload group
2 self

ステップ 2   

•冗長設定が有効かどうかを検証するには、
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。

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。

showredundancyapplicationgroup [group-id |all]

例：
Device# show redundancy application group 2

ステップ 3   

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。

showredundancyapplicationtransport {clients|
group[group-id]}

例：
Device# show redundancy application transport
group 2

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

指定されたグループまたはすべてのグループのプロ

トコル情報を表示します。

showredundancyapplicationprotocol {protocol-id
| group[group-id]}

例：
Device# show redundancy application protocol
2

ステップ 5   

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。

showredundancyapplicationfaultsgroup[group-id]

例：
Device# show redundancy application faults
group 2

ステップ 6   

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
す。

showredundancyapplicationif-mgr group[group-id]

例：
Device# show redundancy application if-mgr
group 2

ステップ 7   

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。

showredundancyapplicationcontrol-interface
group[group-id]

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

ステップ 8   

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。

showredundancyapplicationdata-interface
group[group-id]

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

ステップ 9   

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。

showmonitorevent-tracerg_infra all

例：
Device# show monitor event-trace rg_infra
all

ステップ 10   

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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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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS IPAddressing Services CommandReference』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

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

標準および RFC

タイトル標準/RFC

Internet Protocol（インターネットプロトコル）RFC 791

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

RFC 1338

『Guidelines for Management of IP Address Space』RFC 1466

『Towards Requirements for IP Routers』RFC 1716

『Address Allocation for Private Internets』RFC 1918

『Special-Use IP Addresses』RFC 3330

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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 アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
132

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に関する追加の参考資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1519.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1519.txt
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http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


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

機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE Release 3.1S

Cisco IOS XEリリース
3.14S

ステートフルシャーシ間

冗長性
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第 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。

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。

（注）

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、InternetControlMessage
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。

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。

（注）

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）。
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•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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   
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目的コマンドまたはアクション

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 4   

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。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   

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。

name group-name

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

ステップ 6   

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。

priority value [failover threshold value]

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

ステップ 7   

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。

preempt

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

ステップ 8   

•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。

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。

track object-number decrement number

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

ステップ 9   

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。

exit

例：
Device(config-red-app-grp)# exit

ステップ 10   

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。

protocol id

例：
Device(config-red-app)# protocol 1

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

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

ステップ 12   

• holdtimeは、hellotimeの少なくとも3倍にする必要が
あります。

認証情報を指定します。authentication {text string |md5 key-string
[0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain
key-chain-name}

ステップ 13   

例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1
timeout 100

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

bfd

例：
Device(config-red-app-prtcl)# bfd

ステップ 14   

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。

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

ステップ 15   

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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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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

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 4   
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目的コマンドまたはアクション

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。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   

RGに使用されるデータインターフェイスを指定しま
す。

data interface-type interface-number

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

ステップ 6   

RG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。

controlinterface-type interface-number protocol
id

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

ステップ 7   

•コントロールインターフェイスは、コントロール
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。

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。

timers delay seconds [reload seconds]

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

ステップ 8   

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。

asymmetric-routing interfacetype number

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

ステップ 9   

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 10   

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。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 11   

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
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



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

（注） •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
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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface type number

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

冗長性インターフェイス識別子（RII）を設定します。redundancy rii id

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

ステップ 4   

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

量を指定します。

redundancy group id [decrement number]

例：
Device(config-if)# redundancy group 1
decrement 20

ステップ 5   

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。

（注）

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。

redundancy asymmetric-routing enable

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

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、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 7   

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-idmapping-id map-id
16. access-list standard-acl-number permit source-address wildcard-bits
17. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface type number

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

ステップ 3   

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 address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1
255.255.255.0

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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 nat outside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 5   

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 6   

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 7   

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 8   

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。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 9   

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 10   

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。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 11   

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 12   

グローバルアドレスのプールを定義します。ip nat pool name start-ip end-ip {mask |
prefix-length prefix-length}

ステップ 13   

• IP NATコンフィギュレーションモードを開始し
ます。例：

Device(config)# ip nat pool pool1
prefix-length 24
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目的コマンドまたはアクション

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。

exit

例：
Device(config-ipnat-pool)# exit

ステップ 14   

内部送信元アドレスの NATを有効化し、マッピング
IDを使用して NATを冗長グループに関連付けます。

ip nat inside source list acl-number pool name
redundancy redundancy-idmapping-idmap-id

例：
Device(config)# ip nat inside source
list pool pool1 redundancy 1 mapping-id
100

ステップ 15   

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。

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

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

ステップ 16   

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

ステップ 17   

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
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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!
!
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

マニュアルタイトル関連項目

Cisco IOS Master Command List, All ReleasesCisco IOSコマンド

   IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
156

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
例：VRF による非対称ルーティングの設定

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html


マニュアルタイトル関連項目

• 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

セキュリティコマンド

「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

ファイアウォールシャーシ間冗長性

「ステートフルシャーシ間冗長性の設定」モ

ジュール

NATシャーシ間冗長性

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
157

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

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


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

機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XEリリース
3.16S

NAT44対応非対称ルーティン
グの強化

ゾーンベースファイアウォールおよび

NAT機能対応シャーシ間非対称ルー
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。

Cisco IOSXERelease 3.5S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

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。

Cisco IOS XEリリース
3.14S

ゾーンベースファイアウォー

ル向けVRF対応シャーシ間非
対称ルーティングサポート

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。

Cisco IOS XEリリース
3.14S

NAT向け VRF対応シャーシ
間非対称ルーティングサポー

ト
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第 9 章

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 IOSXE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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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
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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 - ARPConfigurationGuide』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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド

『Configuring Stateful Interchassis Redundancy』NATステートフルシャーシ間冗長性
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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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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

機能情報リリース機能名

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。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。

Cisco IOS XEリリー
ス 3.14S

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
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第 10 章

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

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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。

enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

特定の VPNに NATを設定で
きるようにします。

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

ステップ 4   

例：

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

--設定する各 VPNに対してステップ 4を繰り返します。ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

特定の VPNに NATを設定で
きるようにします。

iproutevrfvrf-nameprefixmaskinterface-typeinterface-numbernext-hop-address

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 6   

--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 7   

特権EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 8   

（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。

showipnattranslationsvrfvrf-name

例：

Router# show ip nat translations vrf shop

ステップ 9   

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

目的コマンドまたはアクション

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。

enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

VRFで内部スタティック変換をイネーブ
ルにします。

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]

ステップ 3   

例：

Router(config)#
ip nat inside source static 192.168.121.113 2.2.2.1
vrf shop

--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 4   

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。

iproutevrfvrf-nameprefixprefixmasknext-hop-addressglobal

例：

Router(config)#

ステップ 5   

ip route vrf shop 0.0.0.0 0.0.0.0 168.58.88.2 global

--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 6   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 7   

（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

ステップ 8   
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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

目的コマンドまたはアクション

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。

enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

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。

ipnatpooloutsideglobal-iplocal-ipnetmasknetmask

例：

Router(config)#

ステップ 3   

ip nat pool outside 4.4.4.1 4.4.4.254 netmask
255.255.255.00

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。

ipnatinsidesourcestaticlocal-ipglobal-ipvrfvrf-name

例：

Router(config)#

ステップ 4   

ip nat inside source static 192.168.121.113
2.2.2.1 vrf shop
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目的コマンドまたはアクション

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。

設定する各 VRFに対してステップ 4を繰り返し
ます。

ステップ 5   

外部送信元アドレスの NAT変換をイネーブル
にします。

ipnatoutsidesourcestaticglobal-iplocal-ipvrfvrf-name

例：

Router(config)#

ステップ 6   

ip nat outside source static 168.58.88.2
4.4.4.1 vrf shop

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 7   

（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

ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアクション

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。

enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•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。

configure {terminal |memory | network}

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

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。

ipnatpoolinsideglobal-iplocal-ipnetmasknetmask

例：

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

ステップ 3   

--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 4   

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。

ipnatinsidesourcelistaccess-list-numberpoolpool-namevrfvrf-name

例：

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

ステップ 5   

アクセスリストを定義します。設定するプールごとにステップ 5を繰り返します。ステップ 6   

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。

ipnatoutsidesourcestaticglobal-iplocal-ipvrf vrf-name

例：

Router(config)#

ステップ 7   

ip nat outside source static 168.58.88.2 4.4.4.1 vrf shop

--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 8   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

（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

ステップ 10   

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 nat inside source static 192.168.121.113 2.2.2.1 vrf shop
ip nat inside source static 192.168.122.49 2.2.2.2 vrf shop
ip nat inside source static 192.168.121.113 2.2.2.3 vrf bank
ip nat inside source static 192.168.22.49 2.2.2.4 vrf bank
ip nat inside source static 192.168.121.113 2.2.2.5 vrf park
ip nat inside source static 192.168.22.49 2.2.2.6 vrf park
ip nat inside source static 192.168.11.1 2.2.2.11 vrf shop
ip nat inside source static 192.168.11.3 2.2.2.12 vrf shop
ip nat inside source static 140.48.5.20 2.2.2.13 vrf shop
!
ip route 2.2.2.1 255.255.255.255 Ethernet1/0 192.168.121.113
ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 Ethernet1/0 192.168.121.113
ip route 2.2.2.3 255.255.255.255 Serial2/1.1 192.168.121.113
ip route 2.2.2.4 255.255.255.255 Serial2/1.1 192.168.121.113
ip route 2.2.2.5 255.255.255.255 FastEthernet0/0 192.168.121.113
ip route 2.2.2.6 255.255.255.255 FastEthernet0/0 192.168.121.113
ip route 2.2.2.11 255.255.255.255 Ethernet1/0 192.168.121.113
ip route 2.2.2.12 255.255.255.255 Ethernet1/0 192.168.121.113
ip route 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 nat pool outside 4.4.4.1 4.4.4.254 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source static 192.168.121.113 2.2.2.1 vrf shop
ip nat inside source static 192.168.122.49 2.2.2.2 vrf shop
ip nat inside source static 192.168.121.113 2.2.2.3 vrf bank
ip nat inside source static 192.168.22.49 2.2.2.4 vrf bank
ip nat inside source static 192.168.121.113 2.2.2.5 vrf park
ip nat inside source static 192.168.22.49 2.2.2.6 vrf park
ip nat 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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List』IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』NATコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『BGP/MPLS VPNs』RFC 2547

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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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http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
http://www.cisco.com/go/cfn


表 9：MPLS VPN と NAT の統合に関する機能情報

機能の設定情報リリース機能名

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。

12.1(13)T

15.1(1)SY
『Integrating NAT with MPLS
VPNs』

   IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
182

MPLS VPN と NAT の統合
MPLS VPN と NAT の統合に関する機能情報



第 11 章

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

（任意）アクティブな NAT変換を表示します。showipnattranslations [verbose]

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 2   

（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

ステップ 3   

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 Outside local Outside global
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tcp 192.168.1.1:514 192.168.2.3:53 192.168.2.22:256 192.168.2.22:256
tcp 192.168.1.1:513 192.168.2.2:53 192.168.2.22:256 192.168.2.22:256
tcp 192.168.1.1:512 192.168.2.4:53 192.168.2.22:256 192.168.2.22:256
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
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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを
イネーブルにしま

す。

enable

例：
Device> enable

ス

テッ

プ 1   

•パスワードを入
力します（要求

された場合）。

（任意）内部変換を

含む単一のダイナ

clearipnattranslationinsideglobal-iplocal-ipoutsidelocal-ipglobal-ip

例：
Device# clear ip nat translation inside 192.168.2.209 192.168.2.95 outside
192.168.2.100 192.168.2.101

ス

テッ

プ 2   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。

（任意）ダイナミッ

ク設定で作成された

clearipnattranslationoutsideglobal-iplocal-ip

例：
Device# clear ip nat translation outside 192.168.2.100 192.168.2.80

ス

テッ

プ 3   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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目的コマンドまたはアクション

（任意）UDP変換エ
ントリだけをクリア

します。

clearipnattranslationprotocolinsideglobal-ipglobal-portlocal-iplocal-portoutsidelocal-iplocal-port
global-ipglobal-port

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

ス

テッ

プ 4   

（任意）ダイナミッ

ク変換すべて（*もし
clearipnattranslation {* | [forced] | [insideglobal-iplocal-ip] [outsidelocal-ipglobal-ip]}

例：
Device# clear ip nat translation *

ス

テッ

プ 5   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。

（任意）対応する外

部変換の有無にかか

clearipnattranslationinsideglobal-iplocal-ip [forced]

例：
Device# clear ip nat translation inside 192.168.2.209 192.168.2.195 forced

ス

テッ

プ 6   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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目的コマンドまたはアクション

（任意）ダイナミッ

ク設定で作成された

clearipnattranslationoutsidelocal-ipglobal-ip [forced]

例：
Device# clear ip nat translation outside 192.168.2.100 192.168.2.80 forced

ス

テッ

プ 7   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。

•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 Outside local Outside global
udp 192.168.2.20:1220 192.168.2.95:1220 192.168.2.22:53 192.168.2.20:53
tcp 192.168.2.20:11012 192.168.2.209:11012 171.69.1.220:23 192.168.2.20:23
tcp 192.168.2.20:1067 192.168.2.20:1067 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 Outside global
udp 192.168.2.20:1220 192.168.2.95:1220 192.168.2.22:53 192.168.2.20:53
tcp 192.168.2.20:11012 192.168.2.209:11012 171.69.1.220:23 192.168.2.20:23
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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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド：コマンド構文、コマンドモー
ド、コマンド履歴、デフォルト、使用に関する

注意事項、および例

IPアドレス節約のための NAT設定モジュールIPアドレス節約のための NAT

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能情報リリース機能名

ダイナミックNATハーフエントリのNAT
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。

Cisco IOSXERelease
2.4

ダイナミック NATハーフエン
トリの NAT強制的クリア
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第 12 章

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

値ID書式フィールド

不定8IPv4アドレスSource IP address

不定225IPv4アドレスTranslated source IP
address

不定12IPv4アドレスDestination IP address

不定226IPv4アドレスTranslated destination IP
address

不定716ビットポートOriginal source port

不定22716ビットポートTranslated source port

不定1116ビットポートOriginal destination port

不定22816ビットポートTranslated destination
port

不定23432ビット IDVirtual routing and
forwarding (VRF) ID

不定48ビット値Protocol
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値ID書式フィールド

0：無効

1：イベントの追加

2：イベントの削除

2308ビット値Event

不定

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。

（注）

32364ビット値Unix timestamp in
milliseconds

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

値ID書式フィールド

不定28332ビット値NAT pool ID

3：プールの枯渇2308ビット値NAT event

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイ
ネーブルにします。

enable

例：
Device> enable

ステッ

プ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステッ

プ 2   

すべてのVPNおよび非
VPN変換に対して高速

ipnatlogtranslationsflow-exportv9udpdestinationaddrportsourceinterfaceinterface-number

例：
Device(config)# ip nat log translations flow-export v9 udp destination 10.10.0.1
1020 source GigabitEthernet 0/0/0

ステッ

プ 3   
ロギングを有効にしま

す。

特定の NAT VPN変換
に対して高速ロギング

ipnatlogtranslationsflow-exportv9 {vrf-name | global-on}

例：
Device(config)# ip nat log translations flow-export v9 VPN-18

ステッ

プ 4   
を有効化または無効化

します。

（任意）グローバルコ

ンフィギュレーション

exit

例：
Device(config)# exit

ステッ

プ 5   
モードを終了し、特権

EXECモードを開始し
ます。
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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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』NATコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE Release
3.1S

VRFごとの NATの高
速ロギングの有効化
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第 13 章

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 forHindranceAvoidance（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CiscoIOS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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

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。

interface typenumber

例：

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

ステップ 4   

インターフェイスの設定に説明を加えます。description string

例：

Device(config-if)# description interface
facing ipv6

ステップ 5   

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 6   

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 7   
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目的コマンドまたはアクション

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   

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   

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。

interface typenumber

例：

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

ステップ 10   

インターフェイスの設定に説明を加えます。descriptionstring

例：

Device(config-if)# description interface
facing ipv4

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。ipaddress ip-addressmask

例：

Device(config-if)# ip address
198.51.100.1 255.255.255.0

ステップ 12   

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。

nat64enable

例：

Device(config-if)# nat64 enable

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   
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目的コマンドまたはアクション

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。

nat64prefixstateless ipv6-prefix/length

例：

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

ステップ 15   

•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。

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。

nat64route
ipv4-prefix/maskinterface-typeinterface-number

例：

Device(config)# nat64 route
203.0.113.0/24 gigabitethernet 0/0/0

ステップ 16   

変換したパケットを IPv4アドレスへルーティングしま
す。

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 17   

•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。
end

例：

Device(config)# end

ステップ 18   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

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：

Router(config)# ipv6 unicast-routing

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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 0/0/0

ステップ 4   

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 5   

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 6   

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 7   

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：

Device(config-if)# nat64 prefix stateless v6v4
2001:0db8:0:1::/96

ステップ 8   

•このコマンドのNAT64プレフィックスは、
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 9   

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 10   

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

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

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 12   

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。

nat64 enable

例：

Router(config-if)# nat64 enable

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：

Router(config-if)# exit

ステップ 14   

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。

nat64prefixstateless v4v6ipv6-prefix/length

例：

Device(config)# nat64 prefix stateless v4v6
2001:DB8:2::/96

ステップ 15   

•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。

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。

nat64routeipv4-prefix/maskinterface-typeinterface-number

例：

Device(config)# nat64 route 203.0.113.0/24
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 16   

変換したパケットを IPv4アドレスへルーティン
グします。

ipv6 routeipv6-prefix/lengthinterface-type interface-number

例：
Device(config)# ipv6 route
2001:DB8:0:1::CB00:7100/120 gigabitethernet 0/0/0

ステップ 17   

•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。
end

例：

Device(config)# end

ステップ 18   
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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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド

標準および RFC

マニュアルタイトル標準/RFC

IPv4/IPv6トランスレータの IPv6アドレッシン
グ

RFC 6052

IPv4/IPv6変換のフレームワークRFC 6144

IP/ICMP変換アルゴリズムRFC 6145

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能情報リリース機能名

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 IOSXERelease 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。

Cisco IOS XE Release
3.2S

Cisco IOS XE Release
3.10S

ステートレスネットワー

クアドレス変換 64

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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第 14 章

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 FragmentationReassembly（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。

• IPv4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 IPv6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。

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。（注）

•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

ステートレス NAT64ステートフル NAT64サポートされる機能

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）。

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。

アドレスの節約

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。

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。

アドレスレンジ

なしFTP64サポートされるALG

すべて（All）ICMP、TCP、UDPサポートされるプロ

トコル

Draft-ietf-behave-v6v4-xlate-05Draft-ieft-behave-v6v4-xlate-stateful-12標準

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。

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。

状態の作成
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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。

NAT64HSL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

値ID書式フィールド

不定27IPv6アドレスOriginal IPv6 address

不定282IPv6アドレスTranslated IPv4 address

不定225IPv4アドレスTranslated IPv6 address

不定12IPv4アドレスOriginal IPv4 address

不定716ビットポートOriginal IPv6 port

不定22716ビットポートTranslated IPv6 port

不定1116ビットポートTranslated IPv4 port

不定22816ビットポートOriginal IPv4 port

不定32364ビット -ミリ秒（こ
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）。

Timestamp for an event
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値ID書式フィールド

023432ビット IDVRF ID

不定48ビット値Protocol

0：無効

1：イベントの追加

2：イベントの削除

2308ビット値Event

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

値ID書式フィールド

不定28332ビット値NAT pool ID

3：プールの枯渇2308ビット値NAT event

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。

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）
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FTP64 ALGは、IPv4互換 IPv6アドレスはサポートしていません。（注）

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FTPAUTHコマンドを発行した場合、FTP64ALG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 FTPAUTHコマンドが発行されるとすぐに、FTP64ALG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、FTP64ALG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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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。

（注）

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。イネーブル化ステップ 1   

例：
Device> enable

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

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。

interface type number

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスの設定に説明を加えます。description string

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

ステップ 5   

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 6   

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。

ipv6 address {ipv6-address/prefix-length |
prefix-name sub-bits/prefix-length}

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:1::1/96

ステップ 7   

IPv6インターフェイス上で NAT64変換を有効化しま
す。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

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入

ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 9   

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。

interface type number

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

ステップ 10   

インターフェイスの設定に説明を加えます。description string

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

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。ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
209.165.201.1 255.255.255.0

ステップ 12   

IPv4インターフェイス上で NAT64変換を有効化しま
す。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

ステップ 13   
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目的コマンドまたはアクション

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 14   

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。

nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length

例：
Device(config)# nat64 prefix stateful
2001:DB8:1::1/96

ステップ 15   

•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。

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。

nat64 v6v4 static ipv6-address ipv4-address

例：
Device(config)# nat64 v6v4 static
2001:DB8:1::FFFE 209.165.201.1

ステップ 16   

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

ステップ 17   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

interface type number

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

ステップ 4   

インターフェイスの設定に説明を加えます。description string

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

ステップ 5   

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 6   

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。

ipv6 {ipv6-address/prefix-length | prefix-name
sub-bits/prefix-length}

例：
Device(config-if)# ipv6 2001:DB8:1::1/96

ステップ 7   

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。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

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

に入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 9   

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。

interface type number

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

ステップ 10   

インターフェイスの設定に説明を加えます。description string

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

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。ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
209.165.201.24 255.255.255.0

ステップ 12   
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目的コマンドまたはアクション

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。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

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

に入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 14   

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。

ipv6 access-list access-list-name

例：
Device(config)# ipv6 access-list
nat64-acl

ステップ 15   

IPv6アクセスリストに許可条件を設定します。permit ipv6 ipv6-address any

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6
2001:DB8:2::/96 any

ステップ 16   

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 17   

NAT64の IPv6から IPv4へのアドレスマッピングを
有効化します。

nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length

例：
Device(config)# nat64 prefix stateful
2001:DB8:1::1/96

ステップ 18   

ステートフルNAT64 IPv4アドレスプールを定義しま
す。

nat64 v4 pool pool-name start-ip-address
end-ip-address

例：
Device(config)# nat64 v4 pool pool1
209.165.201.1 209.165.201.254

ステップ 19   

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。

nat64 v6v4 list access-list-name pool
pool-name

例：
Device(config)# nat64 v6v4 list
nat64-acl pool pool1

ステップ 20   
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目的コマンドまたはアクション

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

ステップ 21   

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
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

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。

interface type number

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

ステップ 4   

インターフェイスの設定に説明を加えます。description string

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

ステップ 5   

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 6   

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。

ipv6 {ipv6-address/prefix-length | prefix-name
sub-bits/prefix-length}

例：
Device(config-if)# ipv6 2001:DB8:1::1/96

ステップ 7   

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。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

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

に入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

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。

interface type number

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

ステップ 10   

インターフェイスの設定に説明を加えます。description string

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

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。ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
209.165.201.24 255.255.255.0

ステップ 12   

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。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

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

に入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 14   

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。

ipv6 access-list access-list-name

例：
Device(config)# ipv6 access-list
nat64-acl

ステップ 15   

IPv6アクセスリストに許可条件を設定します。permit ipv6 ipv6-address any

例：
Device(config-ipv6-acl)# permit ipv6
2001:db8:2::/96 any

ステップ 16   

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 17   

NAT64の IPv6から IPv4へのアドレスマッピングを
有効化します。

nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length

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

ステップ 18   
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目的コマンドまたはアクション

ステートフル NAT64 IPv4アドレスプールを定義し
ます。

nat64 v4 pool pool-name start-ip-address
end-ip-address

例：
Device(config)# nat64 v4 pool pool1
209.165.201.1 209.165.201.254

ステップ 19   

NAT64 PATまたはオーバーロードアドレス変換を有
効化します。

nat64 v6v4 list access-list-name pool pool-name
overload

例：
Device(config)# nat64 v6v4 list nat64-acl
pool pool1 overload

ステップ 20   

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

ステップ 21   

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 Table ID Inserted Flags Send ARP Reconcilable Stale Ref-Count
10.1.1.1 0 FALSE 0x0030 FALSE TRUE FALSE 1

ステップ 2 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 Protocol Dst. Address Dst. Port Src. Port
translation
flow export UDP 10.1.1.1 5000 60087

ステップ 3 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 NAT64 Enabled Global Prefix
GigabitEthernet0/1/0 TRUE TRUE 2001:DB8:1:1/96
GigabitEthernet0/1/3 TRUE FALSE 2001:DB8:2:2/96

ステップ 4 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 CLI Cfg Uses 'All' all flows
86400 FALSE FALSE udp
300 FALSE TRUE tcp
7200 FALSE TRUE tcp-transient
240 FALSE FALSE icmp
60 FALSE TRUE

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

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

『IP Addressing Services Command Reference』NATコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

IPv4/IPv6変換のフレームワーク
draft-ietf-behave-v6v4-framework-06

IPv4/IPv6変換のフレームワーク

IPv6-IPv4変換用の FTP ALG draft-ietf-behave-ftp64-06IPv6-IPv4変換用の FTP ALG

IP/ICMP変換アルゴリズム draft-ietf-behave-v6v4-xlate-10IP/ICMP変換アルゴリズム

IPv4/IPv6トランスレータの IPv6アドレッシング
draft-ietf-behave-address-format-07

IPv4/IPv6トランスレータの IPv6ア
ドレッシング

FTP Security ExtensionsRFC 2228

『IP Version 6 Addressing Architecture』RFC 2373

『Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks』RFC 2464

Stateless IP/ICMP Translation Algorithm (SIIT)RFC 2765

Network Address Translation - Protocol Translation（NAT-PT）RFC 2766

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 4787

Reasons to Move the Network Address Translator - Protocol
Translator (NAT-PT) to Historic Status

RFC 4966

An FTP Application Layer Gateway (ALG) for IPv6-to-IPv4
Translation

RFC 6384

Stateful NAT64: Network Address and Protocol Translation from
IPv6 Clients to IPv4 Servers
draft-ietf-behave-v6v4-xlate-stateful-12

bステートフル NAT64：IPv6クライ
アントから IPv4サーバへのネット
ワークアドレスおよびプロトコル変

換
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XEリリー
ス 3.16S

NAT64向けの非対称ルーティ
ングサポート
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機能情報リリース機能名

Cisco IOS XEリリース 3.5Sでは、FTP64
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。

Cisco IOS XE Release
3.5S

FTP64NATALGボックス内HA
サポート

Cisco IOS XEリリース 3.4Sおよび以降の
リリースでは、FTP64（またはサービス
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。
FTPALG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。

Cisco IOS XE Release
3.4S

ステートフル NAT64 ALG -ス
テートフル FTP64 ALGサポー
ト

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。

Cisco IOS XE Release
3.5S

Cisco IOS XE Release
3.10S

ステートフルNAT64-シャーシ
内冗長性
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機能情報リリース機能名

ステートフルネットワークアドレス変換

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 nat64mappings static, show
nat64 services, show nat64 pools, show
nat64 prefix stateful, show nat64 statistics,
show nat64 timeouts, show nat64
translations

Cisco IOS XE Release
3.4S

ステートフルネットワークア

ドレス変換 64

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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第 15 章

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、AddressResolutionProtocol
（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

RFC4787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。

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。（注）

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FTPAUTHコマンドを発行した場合、FTP64ALG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 FTPAUTHコマンドが発行されるとすぐに、FTP64ALG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、FTP64ALG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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

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 4   

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 5   

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 6   

—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 7   

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。

timers hellotimesecondsholdtimeseconds

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 1 holdtime 3

ステップ 8   

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

ステップ 9   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

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 4   

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 5   
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目的コマンドまたはアクション

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 6   

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。

controlinterface-type
interface-numberprotocolid

例：
Device(config-red-app-grp)# control
gigabitethernet 0/0/1 protocol 1

ステップ 7   

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。

datainterface-type interface-number

例：
Device(config-red-app-grp)# data
gigabitethernet 0/2/2

ステップ 8   

—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 9   

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。

end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 10   

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。
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   
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目的コマンドまたはアクション

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 4   

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 5   

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 6   

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 7   

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。

controlinterface-type
interface-numberprotocolid

例：
Device(config-red-app-grp)# control
gigabitethernet 0/0/1 protocol 1

ステップ 8   

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。

datainterface-type interface-number

例：
Device(config-red-app-grp)# data
gigabitethernet 0/2/2

ステップ 9   

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。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 10   

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 11   

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 12   
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目的コマンドまたはアクション

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 13   

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 2

ステップ 14   

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 RG2

ステップ 15   

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 205
failover-threshold 200

ステップ 16   

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。

controlinterface-type
interface-numberprotocolid

例：
Device(config-red-app-grp)# control
gigabitethernet 0/0/1 protocol 2

ステップ 17   

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。

datainterface-type interface-number

例：
Device(config-red-app-grp)# data
gigabitethernet 0/2/2

ステップ 18   

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。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 19   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

interfacetype number

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

ステップ 3   

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 4   

IPv6冗長性を有効化します。redundancy groupgroup-idipv6
ipv6-prefix/prefix-lengthexclusive decrementvalue

ステップ 5   

例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ipv6
2001:DB8:1::1:100/64 exclusive decrement 50
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目的コマンドまたはアクション

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 6   

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。

interfacetype number

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

ステップ 7   

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。
redundancy riiid

例：
Device(config-if)# redundancy rii 120

ステップ 8   

IPv6冗長性を有効化します。redundancy
groupgroup-idipv6ipv6-prefix/prefix-lengthexclusive
decrementvalue

ステップ 9   

例：
Device(config-if)# redundancy group 1 ipv6
2001:DB8:2::1:100/64 exclusive decrement 50

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 10   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 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。

interfacetype number

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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 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。

ipv6 addressipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:1::1/96

ステップ 6   

IPv6インターフェイス上で NAT64変換を有効化し
ます。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

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   

—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 9   

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。

nat64 prefix statefulipv6-prefix/length

例：
Device(config)# nat64 prefix stateful
2001:DB8:1::1/96

ステップ 10   

•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。

NAT64の IPv6から IPv4へのスタティックアドレス
マッピングとシャーシ間冗長性を有効化します。

nat64 v6v4 staticipv6-address
ipv6-address[redundancygroup-idmapping-idid]

例：
Device(config)# nat64 v6v4 static
2001:DB8:1::FFFE 209.165.201.1 redundancy
1 mapping-id 30

ステップ 11   

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。

nat64 v6v4 tcpipv6-address ipv6-port
ipv4-address
ipv4-port[redundancygroup-idmapping-idid]

ステップ 12   

例：
Device(config)# nat64 v6v4 tcp
2001:DB8:1::1 redundancy 1 mapping-id 1

   IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
266

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
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



目的コマンドまたはアクション

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

ステップ 13   

NAT64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 14   

NAT64冗長性変換に関する情報を表示します。show nat64 translations redundancygroup-id

例：
Device# show nat64 translations redundancy
1

ステップ 15   

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 209.165.201.2:21 [2001:DB8:1::103]:32847
10.2.1.1:80 [2001::11]:80

tcp 209.165.201.2:21 [2001:DB8:1::104]:32848
10.2.1.1:80 [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

----------------------------------------------------------------------------

209.165.201.2:21 [2001:DB8:1::103]:32847

tcp 10.2.1.11:32863 [2001::3201:10b]:32863
10.1.1.1:80 [2001::11]:80

tcp 209.165.201.2:21 [2001:DB8:1::104]:32848
10.1.1.1:80 [2001::11]:80

Total number of translations: 3
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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

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『IP Addressing Services Command Reference』NATコマンド

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
269

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
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

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
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標準/RFC

タイトル標準/RFC

Network Address Translation (NAT) Behavioral Requirements for Unicast
UDP

RFC 4787

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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。

   IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
270

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機能情報

http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


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

機能情報リリース機能名

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。

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

Cisco IOSXERelease
3.7S

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
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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-TCE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、NAT64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MAPCE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MAPIPv6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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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。

（注）

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。

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。

（注）

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

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。

（注）
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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-TCE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 IPv6PLU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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

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 2   

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

nat64map-tdomainnumber

例：
Device(config)# nat64 map-t domain 1

ステップ 3   

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。

default-mapping-ruleipv6-prefix/prefix-length

例：
Device(config-nat64-mapt)#
default-mapping-rule
2001:DA8:B001:FFFF::/64

ステップ 4   

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。

basic-mapping-rule

例：
Device(config-nat64-mapt)#
basic-mapping-rule

ステップ 5   

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。

ipv6-prefixprefix/length

例：
Device(config-nat64-mapt-bmr)# ipv6-prefix
2001:DA8:B001::/56

ステップ 6   

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。

ipv4-prefixprefix/length

例：
Device(config-nat64-mapt-bmr)# ipv4-prefix
202.1.0.128/28

ステップ 7   

BMR MAP-Tのポートパラメータを設定します。port-parametersshare-ratioratio [start-port
port-number]

ステップ 8   

例：
Device(config-nat64-mapt-bmr)#
port-parameters share-ratio 16 start-port
1024

NAT64MAP-T BMR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-nat64-mapt-bmr)# end

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

MAP-Tドメイン情報を表示します。shownat64map-tdomainnumber

例：
Device# show nat64 map-t domain 1

ステップ 10   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』NATコマンド
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標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Mapping of Address and Port (MAP)』Map

『MAP Translation (MAP-T) - specification』MAP変換

『IPv6 Addressing of IPv4/IPv6 Translators』RFC 6052

『Framework for IPv4/IPv6 Translation』RFC 6144

『IP/ICMP Translation Algorithm』RFC 6145

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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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http://tools.ietf.org/html/rfc6052
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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

機能情報リリース機能名

変換を使用したアドレスおよびポートの

マッピング機能では、IPv6ドメインにまた
がった IPv4ホストへの接続性を提供しま
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 IOSXERelease 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 IOSXEDenali 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

Cisco IOS XE Release 3.8S

Cisco IOSXERelease 3.10S

Cisco IOS XE Denali 16.2

変換を使用したアドレス

およびポートのマッピン

グ

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-TCE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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第 17 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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length}

例：
Device(config)# ip nat pool net-208
172.16.233.208 172.16.233.223
prefix-length 28

ステップ 3   

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。

access-list access-list-number permit source
source-wildcard

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

プールを指定すると共に、ステップ 3および 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。

ip nat inside source list access-list-number pool
name

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

ステップ 5   

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 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。

interface type number

例：
Device(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。

ip address ip-address mask

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

ステップ 8   

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 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

ドに戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 10   

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。

interface type number

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

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。

ip address ip-address mask

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

ステップ 12   

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 13   

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
291

NAT および NAT64 でのフローキャッシュエントリの無効化
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



目的コマンドまたはアクション

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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 14   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

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。

interface type number

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

ステップ 4   

インターフェイスの設定に説明を加えます。description string

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

ステップ 5   

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 6   

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。

ipv6 address {ipv6-address/prefix-length |
prefix-name sub-bits/prefix-length}

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:1::1/96

ステップ 7   

IPv6インターフェイス上で NAT64変換を有効化しま
す。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

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   
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目的コマンドまたはアクション

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。

interface type number

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

ステップ 10   

インターフェイスの設定に説明を加えます。description string

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

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。ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
209.165.201.1 255.255.255.0

ステップ 12   

IPv4インターフェイス上で NAT64変換を有効化しま
す。

nat64 enable

例：
Device(config-if)# nat64 enable

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   

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。

nat64 prefix stateful ipv6-prefix/length

例：
Device(config)# nat64 prefix stateful
2001:DB8:1::1/96

ステップ 15   

•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。

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。

nat64 v6v4 static ipv6-address ipv4-address

例：
Device(config)# nat64 v6v4 static
2001:DB8:1::FFFE 209.165.201.1

ステップ 16   

キャッシュエントリをNAT64設定内で無効化します。nat64 settings flow-entries disable

例：
Device(config)# nat64 settings
flow-entries disable

ステップ 17   

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 18   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

CGN動作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 3   

内部送信元アドレスのスタティックNATを有効化しま
す。

ip nat inside source static local-ip global-ip

例：
Device(config)# ip nat inside source
static 192.168.2.1 192.168.34.2

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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。

no ip nat create flow-entries

例：
Device(config)# no ip nat create
flow-entries

ステップ 5   

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

interface virtual-template number

例：
Device(config)# interface
virtual-template 1

ステップ 6   

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。

ip nat inside

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戻

ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 8   

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。

interface type number

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

ステップ 9   

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 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モードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 11   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド

『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

キャリアグレード NAT

『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

ステートフル 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

ステートレス NAT64

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


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

機能情報リリース機能名

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.

Cisco IOS XE Release
3.10S

NATおよび NAT64で
のフローキャッシュ

エントリの無効化
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第 18 章

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。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
301

https://tools.cisco.com/bugsearch/search


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

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

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

NAT Paired-Address-Poolingコンフィギュレーション
モードを設定します。

ip nat settings pap [limit {1000 | 120 | 250 | 30
| 500 | 60}]

例：
Device(config)# ip nat settings pap

ステップ 3   

•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。

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length}

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 4   

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。

access-list access-list-number permit source
[source-wildcard]

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

ステップ 5   

ダイナミックポートアドレス変換（PAT）またはNAT
オーバーロードを設定し、ステップ 4およびステップ

ip nat inside source list access-list-number pool
name overload

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

ステップ 6   

5で定義したアクセスリストと IPアドレスプールを
指定します。

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。

interface type number

例：
Device(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。

ip address ip-address mask

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

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

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 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

に戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 10   

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。

interface type number

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

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。

ip address ip-address mask

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

ステップ 12   

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 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、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 14   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース機能名

Paired-Address-Poolingという用語は、ネット
ワークアドレス変換（NAT）でローカル IP
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。

Cisco IOS XE Release 3.9SNATにおける
Paired-Address-Pooling
サポート
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第 19 章

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。

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。

（注）

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

最大ポートステップサイズデフォルトの一括ポート割り当

てのポートサイズ

Paired-Address-Pooling の制限

8512ポート120

22048ポート30

41024ポート60

4256ポート250

8128ポート500

1664ポート1000

一括ロギングとポートブロック割り当ての高速ロギング

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

値ID書式フィールド

不定8IPv4アドレスSource IP address

不定225IPv4アドレスTranslated source address
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値ID書式フィールド

不定23432ビット IDVRF1 ID

不定48ビット値Protocol

• 0：無効

• 1：イベントの追
加

• 2：イベントの削
除

2308ビット値Event

不定32364ビット値UNIX timestamp in
milliseconds

不定36116ビットポートPort block start

不定36316ビットステップサ
イズ

Port block step size

不定36416ビットの数字Number of ports in the
block

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface type number

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

ステップ 3   

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。

ip nat inside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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 5   

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。

interface type number

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

ステップ 6   

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 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

ドに戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 8   

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 9   

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。

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length}

例：
Device(config)# ip nat pool net-208
192.168.202.129 192.168.202.132
prefix-length 24

ステップ 10   

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。

access-list access-list-number permit source
[source-wildcard]

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

ステップ 11   

ステップ 10とステップ 11で指定したアクセスリ
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。

ip nat inside source list access-list-number pool
name

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

ステップ 12   

一括ポート割り当てを設定します。ip nat settings pap bpa set-size 512 step-size 8

例：
Device(config)# ip nat settings pap bpa
set-size 512 step-size 8

ステップ 13   
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目的コマンドまたはアクション

すべての NAT変換の高速ロギング（HSL）を有効
化します。

ip nat log translations flow-export v9 udp
destination addr port

例：
Device(config)# ip nat log translations
flow-export v9 udp destination 10.1.1.1
2055

ステップ 14   

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 15   

アクティブな NAT変換を表示します。show ip nat translations

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 16   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド

『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

キャリアグレード NAT

『IP Addressing - ARP Configuration Guide』の
「Paired-Address-Poolingサポート」モジュール

Paired-Address-Poolingサポート

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


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

機能情報リリース機能名

一括ロギングとポートブロック割り当て

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 IOSXERelease 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。

Cisco IOS XE Release
3.10S

一括ロギングとポートブロッ

ク割り当て
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http://www.cisco.com/go/cfn
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第 20 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MSRPCALG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。MSRPCALG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。MSRPCALG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。

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

（注）

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

説明タイプ番号PDU

コール要求を開始します。発信0REQUEST

コール要求に応答します。発信2RESPONSE
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説明タイプ番号PDU

RPCランタイム、RPCスタブ、ま
たは RPC固有の例外を示します。

発信3FAULT

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。

アソシエーショ

ン

11BIND

バインド要求を受け入れます。アソシエーショ

ン

12BIND_ACK

関連付け要求を拒否します。アソシエーショ

ン

13BIND_NAK

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。

アソシエーショ

ン

14ALTER_CONTEXT

ALTER_CONTEXT PDUに応答しま
す。有効な値は、acceptまたは deny
です。

アソシエーショ

ン

15ALTER_CONTEXT_RESP

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。

発信17SHUTDOWN

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。

発信18CO_CANCEL

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。

発信19ORPHANED

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、MSRPCALG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

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

•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。configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

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。

class-map type inspect match-any
class-map-name

例：
Router(config)# class-map type inspect
match-any msrpc-cmap

ステップ 3   

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。

match protocol protocol-name

例：
Router(config-cmap)# match protocol
msrpc

ステップ 4   

•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。

exit

例：
Router(config-cmap)# exit

ステップ 5   

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
ドを開始します。

policy-map type inspect policy-map-name

例：
Router(config)# policy-map type
inspect msrpc-pmap

ステップ 6   

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
ンモードを開始します。

class type inspect class-map-name

例：
Router(config-pmap)# class type
inspect msrpc-class-map

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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。

inspect

例：
Router(config-pmap-c)# inspect

ステップ 8   

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。

end

例：
Router(config-pmap-c)# end

ステップ 9   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

•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。configure terminal

例：
Rotuer# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

zone security security-zone-name

例：
Router(config)# zone security in-zone

ステップ 3   

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。

exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   

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。

zone security security-zone-name

例：
Router(config)# zone security out-zone

ステップ 5   

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。

exit

例：
Router(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、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開始します。

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。

（注）

zone-pair security zone-pair-name [source
source-zone destination [destination-zone]]

例：
Router(config)# zone-pair security
in-out source in-zone destination

ステップ 7   

out-zone

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。

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。

（注）

service-policy type inspect policy-map-name

例：
Router(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect msrpc-pmap

ステップ 8   

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。
end

例：
Router(config-sec-zone-pair)# end

ステップ 9   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

MSRPC ALGの vTCP機能を有効にします。
MSRPCALGはvTCPをデフォルトでサポー
トします。

（注）

alg vtcp service msrpc

例：
Rotuer(config)# alg vtcp service msrpc

ステップ 3   

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 4   

MSRPCの未知のメッセージの許容を有効化します。
許容はデフォルトでオフになっていま

す。

（注）

set platform hardware qfp active feature alg
msrpc tolerance on

例：
Rotuer# set platform hardware qfp active
feature alg msrpc tolerance on

ステップ 5   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

MSRPC ALGに対して vTCP機能を無効化します。no alg vtcp service msrpc

例：
Rotuer(config)# no alg vtcp service msrpc

ステップ 3   

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：
Rotuer(config)# end

ステップ 4   

   IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
330

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 サポートの無効化



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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NAT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』

セキュリティコマンド

「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

NAT ALG

CiscoASR1000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

ALGサポート

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


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

機能情報リリース機能名

ファイアウォールおよび NAT
対応のMSRPCALG機能では、
ファイアウォールおよび NAT
のMSRPCALG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。MSRPCALG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。

Cisco IOS XE Release 3.5Sファイアウォールおよび NAT
対応のMSRPC ALGサポート
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機能情報リリース機能名

ゾーンベースのファイアウォー

ルおよび NATに対応した
MSRPCALG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。

Cisco IOS XEリリース 3.14Sゾーンベースのファイアウォー

ルおよび NATに対応した
MSRPCALGインスペクション
の改善
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第 21 章

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、CiscoASR1000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。

SunRPCプロトコルの詳細については、RFC1057、『RPC:RemoteProcedureCall 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、SunRPC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 SunRPC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 RPCALG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。
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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SunRPCを動作させるには、ALGでSunRPC
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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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 3   

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。

matchprotocolprotocol-name

例：
Device(config-cmap)# match protocol
sunrpc

ステップ 4   

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。

end

例：
Device(config-cmap)# end

ステップ 5   

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。

SunRPCプログラムおよびプログラム番号の詳細については、RFC1057、『RPC:RemoteProcedure
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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

class-maptypeinspectprotocol-name
{match-any |match-all} class-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
sunrpc match-any sunrpc-l7-cmap

ステップ 3   

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。

matchprogram-numberprogram-number

例：
Device(config-cmap)# match program-number
100005

ステップ 4   

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。

end

例：
Device(config-cmap)# end

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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
ギュレーションモードを開始します。

policy-maptypeinspectprotocol-namepolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect sunrpc
sunrpc-l7-pmap

ステップ 3   

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。

classtypeinspectprotocol-nameclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect sunrpc
sunrpc-l7-cmap

ステップ 4   

パケット転送を許可します。allow

例：
Device(config-pmap-c)# allow

ステップ 5   

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

ステップ 6   

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
341

ファイアウォールおよび NAT に対する Sun RPC ALG サポート
Sun RPC ALG 対応ファイアウォールの設定



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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
sunrpc-l4-pmap

ステップ 3   

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。

class{class-map-name | class-default}

例：
Device(config-pmap)# class
sunrpc-l4-cmap

ステップ 4   

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。

inspect [parameter-map-name]

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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。

service-policyprotocol-namepolicy-map-name

例：
Device(config-pmap-c)# service-policy
sunrpc sunrpc-l7-pmap

ステップ 6   

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 7   

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
classclass-default

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 8   

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 9   

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

ステップ 10   

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。

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。（注）

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。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
343

ファイアウォールおよび NAT に対する Sun RPC ALG サポート
Sun RPC ALG 対応ファイアウォールの設定



•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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイ
ネーブルにします。

enable

例：
Device> enable

ステッ

プ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステッ

プ 2   

セキュリティゾーンを作

成し、セキュリティゾー

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security z-client

ステッ

プ 3   
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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目的コマンドまたはアクション

•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。

セキュリティゾーンコ

ンフィギュレーション

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステッ

プ 4   
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

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security z-server

ステッ

プ 5   
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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目的コマンドまたはアクション

セキュリティゾーンコ

ンフィギュレーション

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステッ

プ 6   
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。

ゾーンペアを作成し、セ

キュリティゾーンコン

zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name

例：
Device(config)# zone-pair security clt2srv source z-client destination z-server

ステッ

プ 7   
フィギュレーションモー

ドを開始します。

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。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect sunrpc-l4-pmap

ステッ

プ 8   

セキュリティゾーンペ

アコンフィギュレーショ

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ

プ 9   
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

interfacetypenumber

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

ステッ

プ 10   
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
ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]

例：
Device(config-if)# ip address 192.168.6.5 255.255.255.0

ステッ

プ 11   
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。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security z-client

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

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステッ

プ 13   
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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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスタイプ

を設定し、インターフェ

interfacetypenumber

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

ステッ

プ 14   
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
ipaddressip-addressmask [secondary [vrfvrf-name]]

例：
Device(config-if)# ip address 192.168.6.1 255.255.255.0

ステッ

プ 15   
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。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member security z-server

ステッ

プ 16   

インターフェイスコン

フィギュレーションモー

end

例：
Device(config-if)# end

ステッ

プ 17   
ドを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

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

マニュアルタイトル関連項目

『Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『IP Addressing Services Command Reference』IPアドレッシングコマンド

•『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』

セキュリティコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『RPC: Remote Procedure Call Protocol Specification
Version 2』

RFC 1057
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能情報リリース機能名

ファイアウォールおよび NAT対応の Sun
RPC ALGサポート機能は、ファイア
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。

matchprotocolコマンドが導入または変更
されています。

Cisco IOS XE Release
3.2S

ファイアウォールおよび NAT
に対する Sun RPC ALGサポー
ト
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第 22 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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイ
ネーブルにします。

enable

例：

Router> enable

ステッ

プ 1   

•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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

検査タイプクラスマッ

プを作成し、クラスマッ

class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name

例：

Router(config)# class-map type inspect match-any rtsp_class1

ステッ

プ 3   
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

matchprotocolprotocol-name

例：

Router(config-cmap)# match protocol rtsp

ステッ

プ 4   
の一致基準を設定しま

す。

• RTSPの代わりに
DNSを使用して、
match protocolとし
て DNSを設定しま
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。

exit

例：

Router(config-cmap)# exit

ステッ

プ 5   

検査タイプポリシーマッ

プを作成し、ポリシー

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

例：

Router(config)# policy-map type inspect rtsp_policy

ステッ

プ 6   
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

classtypeinspectclass-map-name

例：

Router(config-pmap)# class type inspect rtsp_class1

ステッ

プ 7   
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。

inspect

例：

Router(config-pmap-c)# inspect

ステッ

プ 8   

これらのポリシーマップ

設定が事前に定義したデ

classclass-default

例：

Router(config-pmap-c)# class class-default

ステッ

プ 9   
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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目的コマンドまたはアクション

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。

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：

Router(config-pmap-c)# exit

ステッ

プ 10   

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：

Router(config-pmap)# exit

ステッ

プ 11   

インターフェイスを割り

当てることができるセ

zonesecurityzone-name1

例：

Router(config)# zone security private

ステッ

プ 12   
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。

exit

例：

Router(config-sec-zone)# exit

ステッ

プ 13   

インターフェイスを割り

当てることができるセ

zonesecurityzone-name2

例：

Router(config)# zone security public

ステッ

プ 14   
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。

exit

例：

Router(config-sec-zone)# exit

ステッ

プ 15   

セキュリティゾーンのペ

アを作成し、セキュリ

zone-pairsecurityzone-pair-namesourcesource-zone-namedestinationdestination-zone-name

例：

Router(config)# zone-pair security pair-two source private destination public

ステッ

プ 16   
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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目的コマンドまたはアクション

•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。

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。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：

Router(config-sec-zone-pair)# service-policy rtsp_policy

ステッ

プ 17   

•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。

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：

Router(config-sec-zone-pair)# exit

ステッ

プ 18   

設定するインターフェイ

スを指定します。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# GigabitEthernet0/1/0

ステッ

プ 19   

•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。

zone-membersecurityzone-name1

例：

Router(config-if)# zone-member security private

ステッ

プ 20   

•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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目的コマンドまたはアクション

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。

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：

Router(config-if)# exit

ステッ

プ 21   

設定するインターフェイ

スを指定します。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# GigabitEthernet0/1/0

ステッ

プ 22   

•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。

zone-membersecurityzone-name

例：

Router(config-if)# zone-member security public

ステッ

プ 23   

•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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目的コマンドまたはアクション

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。

特権EXECモードに戻り
ます。

end

例：

Router(config-if)# end

ステッ

プ 24   

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

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
359

vTCP for ALG サポート
vTCP for ALG サポートの設定例



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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOS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 IOSファイアウォールコマンド

『Security Configuration Guide: Securing the Data
Plane』

『Cisco Firewall--SIP Enhancements: ALG』

『IP Addressing Services Configuration』ネットワークアドレス変換

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Transport Control Protocol』RFC 793

『Window and Acknowledge Strategy in TCP』RFC 813
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能情報リリース機能名

この機能は、CiscoASR1000シ
リーズルータ上でCisco IOSXE
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。

Cisco IOS XE Release 3.1SvTCP for ALGサポート
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第 23 章

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.323vTCP
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.323ALG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.323vTCP
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.323vTCP
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-timeTransport（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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

interfacetype number

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

ステップ 3   

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 4   

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 5   

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。

interfacetype number

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

ステップ 6   

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 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   

NATで使用される IPアドレスプールを定義します。ip nat poolpool-name start-ip
end-ipprefix-lengthprefix-length

ステップ 9   

例：
Device(config)# ip nat pool pool1
10.1.1.10 10.1.1.100 prefix-length 24
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目的コマンドまたはアクション

内部送信元アドレスの NATを有効化します。ip nat inside source listpoolpool-name

例：
Device(config)# ip nat inside source
list pool pool1

ステップ 10   

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 11   

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

ステップ 12   

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 Outside local Outside global
--- 10.1.1.10 10.2.1.2 --- ---
udp 10.1.1.10:75 10.2.1.2:75 10.1.1.1:69 10.1.1.1:69
Total number of translations: 2
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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

マニュアルタイトル関連項目

『Master Commands List, All Releases』Cisco IOS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』

ファイアウォールコマンド

IP Addressing Services Command ReferenceNATコマンド
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能情報リリース機能名

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。

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
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第 24 章

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SIPALG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

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
375

NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG の強化
アプリケーションレベルゲートウェイ



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。

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。

（注）

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。

SIPALG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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

NATの SIPサポートを有効化します。ip nat service sip {tcp | udp} portport-number

例：
Device(config)# ip nat service sip tcp
port 5060

ステップ 3   

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 4   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

class-maptypeinspectmatch-anyclass-map-name

例：
Device(config)# class-map type inspect
match-any sip-class1

ステップ 3   

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 4   

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。

exit

例：
Device(config-cmap)# exit

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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。

policy-maptypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config)# policy-map type inspect
sip-policy

ステップ 6   

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。

classtypeinspectclass-map-name

例：
Device(config-pmap)# class type inspect
sip-class1

ステップ 7   

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。

inspect

例：
Device(config-pmap-c)# inspect

ステップ 8   

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 9   

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。

classclass-default

例：
Device(config-pmap)# class class-default

ステップ 10   

•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。

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)# end

ステップ 11   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。configureterminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security zone1

ステップ 3   

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。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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。

zonesecurity {zone-name | default}

例：
Device(config)# zone security zone2

ステップ 5   

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。

exit

例：
Device(config-sec-zone)# exit

ステップ 6   

ゾーンペアを作成し、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開始します。

zone-pairsecurityzone-pair-name [source
{source-zone-name | self | default}
destination [destination-zone-name | self |
default]]

ステップ 7   

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。

（注）

例：
Device(config)# zone-pair security
in-out source zone1 destination zone2

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。

service-policytypeinspectpolicy-map-name

例：
Device(config-sec-zone-pair)#
service-policy type inspect
sip-policy

ステップ 8   

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。

（注）

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。

exit

例：
Device(config-sec-zone-pair)# exit

ステップ 9   

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 0/0/0

ステップ 10   

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。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security zone1

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

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。

（注）

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 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。

interfacetypenumber

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

ステップ 13   

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。

zone-membersecurityzone-name

例：
Device(config-if)# zone-member
security zone2

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、

特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 15   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『IPアドレッシング：NATコンフィギュレーションガイド』NAT設定

『Security Configuration Guide: Zone-Based Policy Firewall,ファイアウォールの設定

『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』NAT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』

ファイアウォールコマンド

   IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
384

NAT およびファイアウォール向けの SIP ALG の強化
例：SIP インスペクションの有効化

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


マニュアルタイトル関連項目

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
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

NATおよびファイアウォー
ル ALGのサポート

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『SIP: Session Initiation Protocol』RFC 3261

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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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http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/technical_references/asr1000alg_support.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/technical_references/asr1000alg_support.pdf
http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn


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

機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE Release 3.8SNATおよびファイアウォール
向けの SIP ALGの強化
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第 25 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 InitiationProtocol
（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 SIPALG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方法

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

共有リソースを待機するバックログメッセージの

セッションあたりの数の制限を設定します。

alg sip processor session max-backlog
concurrent-processor-usage

例：
Device(config)# alg sip processor session
max-backlog 5

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

alg sip processor global max-backlog
concurrent-processor-usage

例：
Device(config)# alg sip processor global
max-backlog 5

ステップ 4   

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。

alg sip blacklist trigger-period trigger-period
trigger-size minimum-events destination ip-address

例：
Device(config)# alg sip blacklist
trigger-period 90 trigger-size 30 destination
10.1.1.1

ステップ 5   

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。

alg sip blacklist trigger-period trigger-period
trigger-size minimum-events block-time block-time
[destination ip-address]

ステップ 6   

例：
Device(config)# alg sip blacklist
trigger-period 90 trigger-size 30 block-time
30

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。

alg sip timer call-proceeding-timeout time

例：
Device(config)# alg sip timer
call-proceeding-timeout 35

ステップ 7   

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。

alg sip timer max-call-duration seconds

例：
Device(config)# alg sip timer max-call-duration
90

ステップ 8   

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 9   

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 Seconds
max-call-duration 380
call-proceeding-timeout 620

sip processor configuration
Type Backlog number
session 14
global 189

sip blacklist configuration
dst-addr trig-period(ms) trig-size block-time(sec)
10.0.0.0 60 30 2000
10.1.1.1 20 30 30
192.0.2.115 1000 5 30
198.51.100.34 20 30 388

ステップ 3 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: 10
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Cr dbl cfg entry: 8 Del dbl cfg entry: 4
start dbl trig tmr: 10 restart dbl trig tmr: 1014
stop dbl trig tmr: 10 dbl trig timeout: 1014
start dbl blk tmr: 0 restart dbl blk tmr: 0
stop dbl blk tmr: 0 dbl blk tmr timeout: 0
start dbl idle tmr: 10 restart dbl idle tmr: 361
stop dbl idle tmr: 1 dbl idle tmr timeout: 9

DoS Errors
Dbl Retmem Failed: 0 Dbl Malloc Failed: 0
DblCfg Retm Failed: 0 DblCfg Malloc Failed: 0
Session wlock ovflw: 0 Global wlock ovflw: 0
Blacklisted: 561

ステップ 4 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 src_addr dst_addr remaining_time(sec)
a4a051e0a4a1ebd 10.74.30.189 10.74.5.30 25

ステップ 5 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 block_time(sec)
10.1.1.1 20 30 30
10.74.5.30 1000 5 30
192.0.2.2 60 30 2000
198.51.100.115 20 30 388

ステップ 6 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: 189

Current global wlock count: 0

ステップ 7 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: 620 call-duration: 380

ステップ 8 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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOS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』

ファイアウォールコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


マニュアルタイトル関連項目

『IP Addressing Services Command Reference』NATコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Session Timers in the Session Initiation Protocol
(SIP)』

RFC 4028

MIB

MIB のリンクMIB

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

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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

機能情報リリース機能名

SIP ALGの DoS攻撃レジリエンス機能では、Session
InitiationProtocol（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

Cisco IOS XE
Release 3.11S

SIP ALGの DoS攻
撃レジリエンス
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第 26 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。

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。

（注）

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AddressResolutionProtocol（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 外部インターフェイスNAT 内部インターフェイス

グローバルグローバル

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。

VRF

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

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。

ipnatinsidesourcestaticlocal-ipglobal-ip [vrf
vrf-name [match-in-vrf]]

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 3   

• 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。

interfacetypenumber

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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 [secondary]

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

ステップ 5   

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 6   

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 forwarding vrf-name

例：
Router(config-if)# ip vrf forwarding
vrf1

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戻

ります。

exit

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 8   

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：
Router(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0

ステップ 9   

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 10   

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。

ipnatoutside

例：
Router(config-if)# ip nat outside

ステップ 11   

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。

（注）

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 forwarding vrf-name

例：
Router(config-if)# ip vrf forwarding
vrf1

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モードに戻ります。
end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 13   
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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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

•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。

configureterminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

複数のダイナミックマッピングを同じアドレスプー

ルで設定出来るようにします。

ipnat inside source list access-list-number pool
pool-name [vrfvrf-name [match-in-vrf]]

例：
Router(config)# ip nat inside source list
1 pool shared-pool vrf vrf1 match-in-vrf

ステップ 3   

• 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

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。

access-list access-list-number permit source
[source-wildcard]

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

ステップ 4   

直前の手順で定義されたアクセスリストを指定して、

ダイナミック送信元変換を設定します。

ip nat inside source list access-list-number pool
pool-name vrf vrf-name [match-in-vrf]

例：
Router(config)# ip nat inside source list
1 pool shared-pool vrf vpn1

ステップ 5   

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 6   

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 7   

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 8   

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 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

に戻ります。

exit

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

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：
Router(config)# interface gigabitethernet
0/0/0

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：
Router(config-if)# ip address
172.31.232.182 255.255.255.240

ステップ 12   

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。

ipnatoutside

例：
Router(config-if)# ip nat outside

ステップ 13   

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。

（注）

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 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

に戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

ステップ 15   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド：コマンド構文、コマンドモー
ド、コマンド履歴、使用に関する注意事項およ

び例

『IP Access List Sequence Numbering』マニュア
ル

IPアクセスリストへのシーケンス番号づけ

『IPアドレス節約のための NAT設定モジュー
ル』

NAT設定作業

「NATのモニタリングおよびメンテナンス」モ
ジュール

NATメンテナンス

「MPLS VPNと NATの統合」モジュールMPLS VPNでの NATの使用
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標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Reverse Address Resolution Protocol』RFC 903

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

RFC 826

『Using ARP to implement transparent subnet
gateways』

RFC 1027

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE Release 3.5SNAT向けのMatch-in-VRFサ
ポート
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第 27 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 InformationCenter（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。

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
411

IP マルチキャストダイナミック NAT
NAT の内部アドレスおよび外部アドレス



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NetworkTimeProtocol（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。

（注）

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

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

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。

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length} [type
{match-host | rotary}]

ステップ 3   

例：
Router(config)# ip nat pool mypool
10.41.10.1 10.41.10.23 netmask
255.255.255.0

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。

access-list access-list-number permit
source-address wildcard-bits [any]

例：
Router(config)# access-list 100 permit
10.3.2.0 0.0.0.255 any

ステップ 4   

直前の手順で定義されたアクセスリストを指定して、

ダイナミック送信元変換を設定します。

ip nat inside source list access-list-number pool
name

例：
Router(config)# ip nat inside source list
100 pool mypool

ステップ 5   

Multicast Distributed Switching（MDS）を有効にしま
す。

ip multicast-routing distributed

例：
Router(config)# ip multicast-routing
distributed

ステップ 6   

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。

interfacetype number

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

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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。

ip address ip-address mask

例：
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1
255.255.255.0

ステップ 8   

インターフェイス上での Protocol IndependentMulticast
（PIM）のスパースモード動作を有効化します。

ip pim sparse-mode

例：
Router(config-if)# ip pim sparse-mode

ステップ 9   

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：
Router(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

に入ります。

exit

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 11   

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。

interfacetype number

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

ステップ 12   

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。

ip address ip-address mask

例：
Router(config-if)# ip address 10.2.2.1
255.255.255.0

ステップ 13   

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。

ip pim sparse-mode

例：
Router(config-if)# ip pim sparse-mode

ステップ 14   

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：
Router(config-if)# ip nat outside

ステップ 15   

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：
Router(config-if)# end

ステップ 16   

   IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
414

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 NAT の設定



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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Commands List, All
Releases』

Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド

IPアドレス節約のための NAT設定モジュー
ル

IPアドレス節約のための NAT設定

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし
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MIB

MIB のリンクMIB

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

なし

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE Release 3.4SIPマルチキャストダイナミッ
ク NAT
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第 28 章

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
TunnelingProtocol（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 PPTPALG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PPTPALG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

   IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
420

PPTP ポートアドレス変換
PPTP ポートアドレス変換の制約事項



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 TunnelingProtocol（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

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface type number

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

ステップ 3   

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 4   

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 5   

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。

interface type number

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

ステップ 6   

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 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   

NAT変換で使用される IPアドレスプールを定義しま
す。

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

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

内部送信元アドレスの NATを有効化します。ip nat inside source list {access-list-number
| access-list-name} pool name overload

ステップ 10   

•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
list pptp-acl pool pptp-pool overload

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。

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。

ip access-list standard access-list-name

例：
Device(config)# ip access-list standard
pptp-acl

ステップ 11   

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。

permit host-ip

例：
Device(config-std-nacl)# permit
10.1.1.1

ステップ 12   

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。
end

例：
Device(config-std-nacl)# end

ステップ 13   

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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

ポイントツーポイントトンネリングプロトコ

ル（PPTP）
RFC 2637

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
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、CiscoNotificationService（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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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/support


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

機能情報リリース機能名

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

Cisco IOS XE Release
3.9S

PPTPポートアドレス変
換サポート
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第 29 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、showplatform
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。
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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

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

IPアドレッシングサービスコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

『IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation』RFC 6296

   IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド
432

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

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

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

機能の設定情報リリース機能名

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。

Cisco IOS XE Denali 16.2ASR1k/CSR1k/ISR4kの
NPTv6サポート
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第 30 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 Outside global
--- 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

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)# ip nat pool pool1 10.1.1.10 10.1.1.150 prefix-length 24
Device(config)# ip nat inside source list nat-list pool pool1
Device(config)# exit
Device# show ip 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

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。

（注）

Device(config)# ip nat pool pool1 10.1.1.10 10.1.1.150 prefix-length 24
Device(config)# ip nat inside source list 1 pool pool1 overload
Device(config)# exit
Device# show ip 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 Inside local Outside local Outside global
--- 10.98.198.2 172.16.0.16 --- ---
udp 10.98.198.2:137 172.16.0.16:137 192.0.2.4 192.0.2.4
144.118.38.213:137
tcp 10.98.198.2:59901 172.16.0.16:59901 192.0.2.6 192.0.2.6
144.118.38.109:389
udp 10.98.198.2:123 172.16.0.16:123 206.246.122.250:123 206.246.122.250:123

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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