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はじめに

このドキュメントでは、ネットワーク アドレス変換（NAT）を使用した非対称デジタル加入者線
（ADSL）のブリッジ設定の設定例を紹介します。 この設定は、Pacific Bell の住宅用 ADSL サー
ビスで機能することがテストで実証済みであり、Pacific Bell が提供する Alcatel ADSL モデムと
交換するために使用できます。

イーサネット セグメント、また」をサイトとパシフィック ベル「間の「ブリッジ ルーティング
するためにインターネットに」、bridge irb コマンドを使用して下さい。

内部ネットワークはインターネット（およびパシフィック ベル）に単一のホストとして NAT が
使用される、外界に目に見える単一のホストは Bridge Virtual Interface （BVI）ですので現われ。

おそらくパブリックネットワークにブリッジされる内部 トラフィックがほしいと思わないのでブ
リッジグループにイーサネットを含めないで下さい。

この設定はまたルータに内部ネットワークのダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロ
トコル サーバをします。 これはパシフィック ベルへの 192.168.1.1 から 192.168.1.253 にプラ
イベートアドレスを、オファー Domain Naming System （DNS）サーバ提供し、デフォルト ゲ
ートウェイでパシフィック ベルに自身のアドレスを指定します。

前提条件

要件



この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

Cisco IOS ® ソフトウェア リリース 12.0(3)T●

Cisco 1417●

パシフィック ベルの一般住宅向けADSLサービス●

この設定はこれと機能すると知られています:
------------------ show version ------------------

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 1400 Software (C1400-NOSY-M), Version 12.0(5)T1,  RELEASE =

SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Aug-99 10:29 by cmong

Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0277197C

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 1400 Software (C1400-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE =

(fc1)

Router1417 uptime is 5 days, 11 hours, 15 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 11:05:59 UTC Thu Nov 25 1999

System image file is "flash:c1400-nosy-mz.120-5.T1"

cisco 1417 (68360) processor (revision D) with 13312K/3072K bytes of =

memory.

Processor board ID 14520795, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 ATM network interface(s)

System/IO memory with parity disabled

8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM

System running from RAM

7K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


注: このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登
録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。

設定

このドキュメントでは、次の設定を使用します。

Cisco 1417

------------------ show running-config -----------------

-

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 21:13:19 UTC Tue Nov 30

1999

! NVRAM config last updated at 21:14:45 UTC Tue Nov 30

1999

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1417

!

enable password 0 letmein

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

!

ip dhcp pool ippool1417

//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


   network 192.168.1.0 255.255.255.0

   dns-server 206.13.28.12 206.13.31.12

   default-router 192.168.1.254

!

bridge irb

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback1

 no ip address

 no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 ip nat inside

!

interface ATM0

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 atm vc-per-vp 64

 no ATM ilmi-keepalive

 pvc 8/35

  encapsulation aal5snap

 !

 bridge-group 1

!

interface BVI1

 ip address <cust-router-ip> 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 ip Nat outside

!

ip default-gateway <pbi-router-ip>

ip Nat pool pbi <cust-router-ip> <cust-router-ip>

prefix-length 24

ip Nat inside source list 10 pool pbi overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <pbi-router-ip> permanent

ip http server

!

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

bridge 1 protocol ieee

 bridge 1 route ip

!

line con 0

 transport input none

line vty 0 4

 password 0 letmein

 login

!

end

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

show interface ATM 0 —ラインがダウンしている場合、ケーブル接続をチェックして下さい
。

●

show ip nat translations —各内部クライアントのためのアドレスを変換することは必要であ●



   

るかどうか見るため。
debug atm events — モデムステータスを探すため:0x8 はモデムが Central Office （CO）か
ら聞くために待っていることを意味します。 これはおそらく CO.に有効な接続がないことを
意味します。 接続をチェックし、適切なケーブルが使用されることを確かめて下さい。0x10
はモデムが CO および今トレインから先頭に立つことを意味します。 CO は接続され、モデ
ムは接続をネゴシエートするように試みます。 それがこの状態に失敗した場合、おそらく
Cisco 1417 の ADSLインターフェイス間に非互換性があり、正しい仮想パス識別子/仮想チャ
ネル識別子（VPI/VCI）が使用されることを CO.は確かめます。0x20 はアクティベーション
が完了する、リンクは稼働していますことを意味し。

●

トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

トラブルシューティングのためのコマンド

Output Interpreter Tool（OIT）（登録ユーザ専用）では、特定の show コマンドがサポートされ
ています。 OIT を使用して、show コマンド出力の解析を表示できます。

注: debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

関連情報

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk379/technologies_tech_note09186a008017874c.shtml
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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