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概要
この資料は CUBE （Cisco Unified Border Element）として動作しているルータで NAT （ネット
ワークアドレス変換） 動作を、CME または CUCME （Express Cummunication Cisco Unified マ
ネージャ）、ゲートウェイおよび先端（Cisco Unified SIP Proxy）記述したものです。

前提条件
要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。
●

●

●

SIP （Session Initiation Protocol）
Voice over IP （インターネット プロトコル）
ルーティング プロトコル

使用するコンポーネント
この文書に記載されている情報は基づいています
IOSバージョン 12.4T 以上に。
CME バージョン
このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 こ
のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。
●

●

背景説明
異なるアドレス スペースを使用してネットワークの間で流れるパケットの IP アドレスを変換す
る広く使われた手法はネットワーク アドレス変換（NAT）あります。 この資料の目的は NAT を
検討することではないです。 むしろ、この資料は Cisco の VOIPネットワークで使用されるよう
に NAT の広範囲 の 評価を提供することを向けます。 なお、スコープは MS 音声 テクノロジー
を構成するコンポーネントに制限されます。
●

●

●

●

●

NAT は別の IP アドレスと基本的にパケット内の IP アドレスを取り替えます
インターネットにアクセスするために（すなわちのように現われて下さい）単一 パブリック
IPアドレスを共有する私用 サブネットの有効マルチプルホスト。
通常、NAT 設定変更内部ホストの IP アドレスだけ
NAT は A に A が内部インターフェイスの B に変換されれば双方向、outside インターフェイ
スで着く B 変換されますです!
RFC1631

Figure 1

注: それはプライベートアドレス空間を使用してネットワークにおよびから IP パケットをル
ーティングするために援助として NAT を捉えるのを助けるかもしれません。 すなわち、
NAT はルーティングが不可能なアドレスをルーティング可能にさせます
図 2 続く実例で参照されるトポロジーを示します。

図2
この用語集は基本的 NAT を理解し、記述するためにです
●

●

●

●

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。 通常
、アドレスはプライベートアドレス空間からあります。
内部グローバルアドレス—外界に 1つ以上の Inside Local IP アドレスを表す NIC かサービス
プロバイダーによって割り当てられるルーティング可能IPアドレス。
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
規のアドレスではなく、内部で経路指定可能なアドレス空間から割り当てられます。
外部グローバル アドレス：外部ネットワーク上のホストにホストの所有者により割り当てら
れる IP アドレス。 このアドレスは、グローバルに経路指定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。
注: これらの用語と快適になって下さい。 NAT のメモかドキュメントはそれらを示して確
実です

スタティック NAT
これが外部アドレスに NAT の最も簡単な形式、各内部アドレスで静的に変換されるである（また
その逆にも）。

図3
上記の変換のための設定への CLI は次の通りです
interface Ethernet0/0
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
ip nat inside
!!
interface Serial0/0
IP アドレス 200.1.1.251 255.255.255.252
ip nat outside <---- 必須! [2]
ip nat inside ソース スタティック 10.1.1.2 200.1.1.2
ip nat inside ソース スタティック 10.1.1.1 200.1.1.1

ダイナミック NAT
ダイナミック NAT では、各内部ホストはアドレスのプールからのアドレスにマッピング されま
す。
内部グローバルアドレスのプールから IP アドレスを割り当てます。
新しいパケットが更に別の内部ホストから、NAT エントリを着き、すべてのプーリングされ
た IP アドレスが使用中必要とするがなら場合、ルータはパケットを単に廃棄します。
基本的に、内部グローバルアドレスのプールはとインターネットを同時に利用する必要があ
る同時ホストの最大数大きい必要があります
次の CLI はダイナミック NAT を設定することを説明します
●

●

●

NAT overload 設定（PAT）
（IP アドレス）のプールがアドレスのセットより小さいとき変換される必要があるこの機能は役
立ちます。
複数の内部アドレスは外部アドレスただ 1 つまたは少数のにネットワークアドレス交換しま
した
PAT （ポート アドレス変換）は変換の間で区別するのに Inside Global IP アドレスの固有 の
送信元ポート番号を使用します。 ポート番号が 16 ビットで符号化されるので、総数は論理
上 IP アドレスごとに 65,536 高い可能性があります。 PAT はこの送信元ポートが既に割り当
てられた PAT 最初の利用可能なポート数を見つけるように試みればである場合オリジナルソ
ースポートを維持するように試みます
NAT overload 設定は 65,000 以上のポートをできま、多くの登録済みの IP アドレスを必要と
しないでよくスケーリングするようにそれが—多くの場合し使用、1 Outside Global IP アド
レスだけ必要とします。
図 4 PAT を説明します。
●

●

●

図4

Nat コマンド オプション
Cisco NAT 実装はオプションの多くと非常に多用途です。 少数は下記にリストされていますが、
機能拡張の完全なリストの詳細については
http://www.cisco.com/en/US/partner/technologies/tk648/tk361/tk438/technologies_white_paper091
86a0080091cb9.html を示します。
●

●

●

ポートが付いているスタティック トランスレーション–特定のポート（例えばポート 25、な
ぜなら SMTP サーバ）に当たった 着信パケットは特定のサーバに送信 しました。
ルート マップのためのサポート-フィルター/ACL の設定の柔軟性
不連続アドレス範囲を許可するより適用範囲が広いプール設定。

●

ホスト番号保持- 「ネットワーク」部品を変換して下さい、「ホスト」部品を保って下さい。

NAT ピンホール
NAT 語調のピンホールは <host IP、port> および <global アドレス間のマッピングを、グローバ
ル な port> タプル示します。 それは NAT デバイスが（グローバル な ポートである）着信メッ
セージの宛先ポート番号 セッションを起こしたポートおよびホストIPアドレスに戻って宛先をマ
ッピング するのに使用するようにします。 ピンホールが不使用の期間以降に時間を計り、パブリ
ックアドレスが NATプールに返されることに注意することは重要です。

VoIP の NAT
このように、VOIPネットワークの NAT の問題および問題は何ですか。 それで、これまでのとこ
ろ（losely 基本 NAT として referredto）変換する IPパケットヘッダーの IP アドレスだけを論議
した再呼び出しし、チェックサムを計算し直しますその NAT を、当然、VoIP シグナリングはシ
グナルメッセージの本文で組み込まれるアドレスを運びますが。 すなわち、レイヤ5 で
図 5 組み込み IP アドレスを未翻訳に残す効果を説明します。 呼出し シグナリングは成功した完
了しまが、サービスプロバイダーの SIP プロキシは失敗しま Call Agent によって送信 されるメ
ディア アドレスにメディア（RTP）パケットをルーティングすることを試みます!

図 5：
もう一つの例は SIP エンドポイントの連絡先の使用です: エンドポイントが New 要求のためのシ
グナルメッセージを受け取ることを望むアドレスを伝える SDP のフィールド。
これらの問題はアプリケーション層ゲートウェイ（ALG）と呼ばれる機能によって当たります。

ALG
ALG は（例えば SIP）サポートし、それによってトラフィックのプロトコル パケット点検および
「フィックスアップ」をする特定のアプリケーションによって使用されるプロトコルを理解しま
す。 よい説明に関してはさまざまなフィールドが SIP 呼出し シグナリングのために固定どのよ
うにのであるか、http://www.voip-info.org/wiki/view/Routers+SIP+ALG を参照して下さい。
on Cisco ルータは標準 TCPポート 5060 で、ALG SIP のためのサポート、デフォルトで、有効に
なります。 SIP シグナリングのための標準外ポートをサポートするために ALG を設定すること
は可能性のあるです。 http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15mt/nat-tcp-sip-alg.html を参照して下さい。
注意： 用心して下さい! RFC または組み込みフィールドがさまざまな VoIP プロトコルのた
めに変換する必要がある綴り他の規格がありません。 その結果、実装は相互運用問題変わ
ります（および TAC ケース）に終って、機器 の ベンダー間で。

ゲートウェイ
ゲートウェイ以来、IP-to-IP で はない デバイスは、NAT です適用されない定義上ではありません
。

CME
NAT がなぜ使用する必要があるか理解する CME のドキュメントリビュー コール シナリオのこ
のセクション。
シナリオ 1.地域電話
シナリオ 2.リモートフォン（公共 IP アドレスと）
シナリオ 3.リモート 在宅勤務者
注: いずれの場合も、フローするオーディオのために CME IP アドレスはルーティング可能
である必要があります

Local
このシナリオ（6） 図は、コールに関連する 2 台の電話私用 IP アドレスのスキニー 電話です。

図6
注: そのスキニー 電話接続される同じ CME システムは他の電話にメディア パケットを直接
送信するの別のスキニー 電話によってコールで覚えていて下さい; 地域電話への地域電話の
ためのすなわち RTP は CME をフローしません。
従って、NAT は適用されないまたはこの場合必要とされてです。
注: CME はコールに関連する 2 台の電話はスキニーおよび同じネットワークセグメントに
であるかどうかメディア（RTP ことを）直接または基づかないもしかどうか判別します。
さもなければ、CME は RTP パスでそれ自身を挿入します。

遠隔へのローカル
このシナリオ（7） 図は RTP ストリームに、CME 電話からの RTP が CME で終わることそれ自
身をそのような物挿入します。 CME は他の電話の方のストリームを再作成します。 CME が内部
（私用）ネットワークおよび外部ネットワーク両方で置かれたりおよび外部電話に内部電話への
内部アドレスおよび外部（パブリック）アドレスを送信 するので、NAT がここに必要となりませ
ん。
しかし注意して下さい、それは UDP/TCP ポート（シグナリング、また RTP）リモートIP 電話と
CME ソース IP アドレス間で開く必要があります。 これは疑わしいポートを可能にするためにフ
ァイアウォールか他のフィルタリング デバイスが設定されることを意味します。

図7
注: 信号を送って[メッセージ]常に CM で終了されることに注目して下さい

リモート在宅勤務者
これは CME ルータからリモートであるオフィスを持っている在宅勤務者をサポートするために
WAN 上の CME に接続する IP 電話を示します。 もっとも一般的な設計はルーティング可能 な
IP アドレスと電話および私用 IP アドレスと電話を含むそれらです。

パブリックが付いているリモートフォン（読まれる: ルーティング可能 な） IP ア
ドレス
コールに関連する電話が両方とも公共、ルーティング可能 な IP アドレスで設定されれば、メデ
ィアは電話の間で直接 8）計算しますフローできます。 従って、もう一度、NAT のための必要無
し!

図8

プライベート IP アドレスのリモートフォン
このシナリオでは、コールは私用 IP アドレスで設定されるスキニー 電話の間で信号を送られま
す。 家庭内オフィス（SOHO）ルータは、一般に、「わかっている」SCCP でなくがちです。
SCCP メッセージで組み込まれる IP アドレスの変換のすなわちできない。 これは、コールセッ
トアップ 完了に、電話が互いのプライベート IP アドレスで終ることを意味します。 電話が両方
とも私用であるので、CME はそのの間でオーディオが電話の間で直接フローすることコールにそ
のような物信号を送ります。 しかしこれは一方向または非方法オーディオという結果に、次のい
ずれかの回避策設定されていなければ、（私用 IP アドレス以来、定義上では、インターネットの
にルーティングされるはできません!）終ります·

SOHOルータの設定スタティック・ルート

·

電話への IPSec VPN 接続を確立して下さい

これを解決するよりよい方法は「mtp」を設定することです。 mtp コマンドはリモートフォンか
らのメディア（RTP）パケットが CME ルータ（9） 図を通って通過するようにします。

図9
「mtp」ソリューションはファイアウォール ポートを開くことの複雑な状況が理由でよりよいで
す。 WAN に流れるメディア パケットはファイアウォールによって妨げられるかもしれません。
これはファイアウォールの開港を必要とする、どれことを意味しますか。 オーディオを中継で送
っていて RTP パケットを渡すために CME がファイアウォールは容易に設定することができます
。 CME ルータはメディア パケットのために仕様 UDP port(2000!) を使用します。 このように、
ちょうどポート 2000 に出入するパケットを許可することを、すべての RTP トラフィックは通過
させることができます。
図 10 mtp を設定する方法を説明します。
ephone 1
MAC 1111.2222.3333
7965
mtp
1:1

図 10
すべては mtp とすばらしくないです。 mtp が好ましくないかもしれない状況があります
MTP は CPU稼働率で穏やかではないです
マルチキャスト MOH は WAN にその phoneL に MTP が電話のために有効に なるかどうか、
そして見るマルチキャスト MOH 機能チェックあれば、送信 しません MOH を一般に転送す
ることができません。
従って、マルチキャスト パケットを転送でき、ファイアウォールによって RTP パケットを許可
することができる WAN設定があれば MTP を使用しないことにすることができます。
●

●

リモート SIP 電話
SIP 電話が上記のシナリオで述べられなかったことに注目して下さい。 これは、CME は音声経
路にそれ自身を挿入するというファクトが理由で電話の 1 つが SIP Phone ならそうなったもので
す。 これはそれから NAT が必要とならないか先に解説されているローカルにリモート シナリオ
になります。

CUBE
CUBE はそれとして本来 NAT および PAT 機能を終了し、再作成しますすべてのセッションを行
います。 従って CUBE はと伝えるあらゆるエンドポイントのアドレスの自身のアドレスを置換
しま、効果的に（変換）そのエンドポイントのアドレスを隠します。
従って、CUBE 機能と NAT が必要となりません。 NAT が CUBE で必要となる VOIPサービス シ
ナリオが次の セクションに記述されているようにあります。

ホストされた NAT 走査
ホストされたテレフォニーサービスの簡潔なバックグラウンドはこの機能のための理論的根拠の
理解を助けます。
ホストされたテレフォニーサービスはサービスプロバイダーの位置のギヤ常駐するのほとんど
VOIPサービスの New 形式です。 それらは基本的な NAT だけ（L3/L4 のすなわち NAT）実装さ
れているホームゲートウェイ（HGW）を使用します。 例えば Verizon はホームの FiOS サービス
を提供する光ネットワーク ターミナル（ONT）をインストールします、; 音声コールは ONT に
構築される SIP プロセスを使用して信号を送られます。 SIP シグナリングは他の FiOS デジタル
音声 顧客に音声通信を確立するためにサービスおよび制御を提供するまたは従来の電話 顧客への
Verizon の私用 IPネットワークになされます新しいソフト スイッチへの。
ホストされたテレフォニーサービスのためのキー プロバイダ必要条件の間で含んで下さい、
リモート NAT 走査: （NAT レイヤ3 しかしないことができる NAT!）およびファイアウォー
ル デバイスを利用するエンドポイントにクラス 5 サービスを提供する機能（「ALG」をリモ
ートですることによって!）
共同メディア サポート: IPネットワークにメディアを戻す理にかなっていない同じ場所に配
置されたデバイス間のメディアを送信 する機能
追加された機器無し、CPE を追加する必要を省きます。
上を与えられて、どんなオプションがそのようなサービスを設定するためにありますか。
●

●

●

高い ALG と HGW を取り替えて下さい、
セッション ボーダー コントローラ（SBC）をパケットのための組み込み SIP ヘッダを修正
するのに使用して下さい。 これは非常にセキュアの、フォールト トレラント 設定で SIP を
サポートするネットワーク ホストの、搬送波グレード製品を含みます。 このソリューション
は参照された NAT SBC です。
NAT SBC オプションは上記リストに記載されているプロバイダ必要条件を満たします。
●

●

NAT SBC
次の通り NAT SBC 作業（図 11）
1. アクセスルータは L3/L4 IP アドレスだけ変換します
2. 変換されない SIP メッセージの IP アドレス
3. SBC NAT は組み込みIPアドレスを代行受信し、変換します。 SBC が 200.200.200.10 に向
かう SIP パケットをそれ見る時点は NAT sbc コードを作動させます。

4. メディアは直接変換されないし、phones[5] の間で行きます

図 11

設計メモ
●

●

●

●

IP アドレス 200.200.200.10 は NAT SBC のあらゆるインターフェイスに（図 12）割り当て
られません。 それはへの「プロキシ」のアドレスでどの SIP Phone A および SIP Phone B
送信シグナルメッセージか設定されます。
ホーム デバイスはある特定の SIP/SDP アドレスだけフィールド（例えば呼び出しID を変換
しません: 、警告する O=: ヘッダ及び branch= パラメータ。 maddr= および received= パラ
メータはただ。ある特定の場合処理されました）。 これらのフィールドはプロキシ許可およ
び許可 変換を除いて NAT SBC によってこれらが認証を壊すので、処理されます。
PAT をするためにホーム デバイスが設定される場合ユーザ エージェントは（電話およびプ
ロキシ）対称 signaling[6] および対称およびアーリー メディア（early media）をサポートす
る必要があります。 NAT SBC ルータの上書きする ポートを設定して下さい。
対称 シグナリングおよび対称およびアーリー メディア（early media）のためのサポートが
ない時、中間ルータは PAT なしで設定する必要があり、上書きする アドレスは NAT SBC で
設定する必要があります。

設定
典型的な NAT SBC のための設定 例は続きます。
IP NAT

sbc

200.200.200.10 5060 15.3.33.22 5060

ID

300

ID

UDP

!

ip nat pool sbc1 15.3.33.61 15.3.33.69

255.255.0.0

ip nat pool sbc2 15.3.33.91 15.3.33.99

255.255.0.0

ip nat pool

ID

1.1.1.1 1.1.255.254

ip nat pool

200.200.200.100 200.200.200.200

ip nat inside source list 1

sbc1

ip nat inside source list 2

sbc2

255.255.0.0

255.255.255.0

ip nat outside source list 3

ip nat inside source list 4

ID

!

access-list 1

10.1.1.0 0.0.0.255

access-list 1

171.1.1.0 0.0.0.255

access-list 2

20.1.1.0 0.0.0.255

access-list 2

172.1.1.0 0.0.0.255

access-list 3

15.4.0.0 0.0.255.255

access-list 3

15.5.0.0 0.0.255.255

access-list 4

10.1.0.0 0.0.255.255

access-list 4

20.1.0.0 0.0.255.255

SBC NAT とのコールフロー
図 13 および図 14 変換の点ではコールフローを説明して下さい。 次のポイントは注目されるは
ずです
●

登録に、ソフト スイッチは 2 台の電話の下でように注意します
-- SIP Phone A – 15.3.33.62 2001
-- SIP Phone B – 15.3.33.62 2002

●

このコールフローでは、SBC NAT は効果的にメディア IP アドレスを未翻訳に去ります。

図 13

図 14

SIP 登録
（SBC NAT）の以前のバージョンでは、SIP エンドポイントは SIP 登録ピンホールを開いた保存
するためにキープアライブ パケットを送信しなければなりませんでした（out->in トラフィック
がフローするようにするため例えばインバウンドコール）。 キープアライブ パケットはエンド
ポイントかレジストラ（ソフト スイッチ）が送信 した SIP パケットである可能性があります。
最近のバージョンは頻繁に再登録するようにエンドポイントを強制していて NAT-SBC 自体がこ
れのための必要を、（ソフト スイッチに対して）ピンホールを保存するために開きます取り除き
ます。
注: 期限切れの登録ピンホールの現象はランダム 呼出し シグナリング失敗と曖昧、である
場合もあります。

先端
先端に（例えばインターフェイス、ポート、受信のための転送する）ありますルーティング目的
で同様に扱われるローカルインターフェイスの収集を示すロジカルネットワークの概念が。 先端
のロジカルネットワークを設定するとき、NAT を使用するためにそれを設定できます。 設定され
て、SIP ALG は自動的に有効に なります。 これは役立ちます時ある特定のロジカルネットワー
ク。

トラブルシューティング
症状
明らかな現象はコールが 1 または両方向に失敗することであるかもしれません。 より少なく明ら
かな現象は含むかもしれません
●

●

●

●

単方向音声
転送の単方向音声
非方法オーディオ
損失 SIP 登録

Show およびdebug コマンド
●

deb IP NAT [ | ]

●

show ip nat statistics

●

show ip nat translations

チェックするべき事柄
●

設定が ip nat inside か ip nat outside インターフェイス サブコマンドが含まれているようにし
て下さい。 これらのコマンドはインターフェイスの NAT を有効に し、内部/外部指定は重要
です。

●

●

●

●

●

●

●

●

スタティック NAT に関しては、IP NAT source static コマンドが内部ローカルアドレスおよ
び Inside Global IP アドレスを二番目に最初にリストするようにして下さい。
ダイナミック NAT に関しては、あらゆる NAT 変換の前のホストのパケットが、発生したこ
とパケットを一致するために設定された ACL が一致する 内部ホストによって送信 したこと
を確認して下さい。 たとえば 200.1.1.1 への 10.1.1.1 の内部ローカルアドレスが変換された
ら、その ACL 一致送信元アドレス 10.1.1.1 を、ない 200.1.1.1 確認して下さい。
PAT のないダイナミック NAT に関しては、プールに十分な IP アドレスがあることを確認し
て下さい。 十分なアドレスを持っていないことの徴候はダイナミック変換のリストの NATプ
ールで定義される show ip nat statistics コマンド出力の第 2 失敗カウンターで成長する値が
含まれていましたり、また範囲のすべてのアドレスを見ます。
PAT に関しては、ip nat inside source list コマンドに過負荷 オプションを追加することを忘
れていることは容易です。 変換されないそれ、NAT 作業、しかし PAT なしでインターネッ
トに接続できないことはユーザのパケットおよびホストに終って、頻繁に。
多分 NAT は、インターフェイスの 1 つで存在 する ACL 正しく設定されパケットを廃棄しま
す。 ことに IOSプロセス ACL 前にインターフェイスに入るパケットのためのおよびインタ
ーフェイスを終了するパケットのためのアドレスを変換した後 NAT 注目して下さい。
インターフェイスの「ip nat outside」を設定することを忘れないで WAN に直面し（外部ア
ドレスを変換しません）!
NAT が設定されるとすぐ、show ip nat translations は何も示しません。 一度 ping し、次に
再度チェックして下さい。
NAT-SBC の inside および outside インターフェイスの wireshark トレースをつかんで下さい

シナリオ
幾つかのシナリオのためのデバッグ 出力は下記に示されています。 それらは大抵自ら明らかです
!

基本的な NAT
基本 NAT のための設定およびデバッグ行は下記に示されています。

SIP ALG
debug ip nat 一口からの出力行は示されています。 この場合、アウトゴーイングパケットの組み
込みIPアドレスは変換されます。
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