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はじめに

この設定例では、Cisco 6130 デジタル加入者線アクセス マルチプレクサ（DSLAM）に接続し、
Cisco 6400 ユニバーサル アクセス コンセントレータ（UAC）で終端する Cisco 1417 デジタル加
入者線（DSL）ルータを紹介します。 Cisco 1417 は、PPP over ATM（PPPoA）を使用する
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバとして設定されています。

インターネットサービスプロバイダー （ISP）はサブスクライバに単一 IP アドレスを、
172.18.0.1、インターネット接続のために与えましたが、サブスクライバはパソコンの小規模な
ネットワークがあり、すべてのデバイスのためのインターネットアクセスをアクセスできたいと
思います。

ソリューションは Cisco 1417 のネットワーク アドレス変換（NAT）を設定することです。 NAT
は IPアドレスの単純化および保存のためにインターネットに接続するのに未登録 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を有効に するので、設計されています。 NAT は
パケットが別のネットワークに転送される前にルータを変換します、通常 2 つのネットワークを
操作し、可能に内部ネットワークの私用（この場合 10.0.0.0 ネットワーク）アドレスを接続しま
す（この場合 172.18.0.1）アドレス。 この機能性の一部として 1 つのただアドレスをアドバタイ
ズするために、NAT は設定することができます（172.18.0.1） ネットワーク全体のために。 これ
は効果的にそのアドレスの後ろの全内部ネットワークを隠す追加のセキュリティを、提供します
。

NAT にセキュリティおよびアドレス保存の二重機能性があり、リモートアクセス環境で一般的に
設定されます。 10.0.0.1 の IP アドレスは Cisco 1417 のイーサネットインターフェイスで手動で
設定されます。 Cisco 1417 は DHCPサーバとして機能し、イーサネットネットワークに接続さ



れたローカル LAN デバイスにリース IP アドレスをために設定されます。

次の設定はイーサネットおよび ATM インターフェイスのために設定される NAT を示します。
Ethernet0 インターフェイスに 255.0.0.0 のサブネットマスクの 10.0.0.1 の IP アドレスがありま
す。 NAT は中のために設定されます、つまりインターフェイスが NAT 変換に応じてある内部ネ
ットワークに接続されることを意味します。 ATMインターフェイス "Dialer0" に 172.18.0.1 の IP
アドレスおよび 255.255.0.0 のサブネットマスクがあります。 NAT は外部でのために設定されま
す、つまり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、意味しますインターネッ
トのような。

はじめに

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。

前提条件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書の情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

Cisco 1417 DSL ルータ IOS® ソフトウェア リリース 12.1(1.3)T●

Cisco 6400 UAC-NRP IOS ソフトウェア リリース 12.0(7)DC●

Cisco 6400 UAC-NSP IOS ソフトウェア リリース 12.0(4)DB●

Cisco 6130 DSLAM-NI2 の IOS ソフトウェア リリース 12.1(1)DA●

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、初期（デフォルト）設定の状態から起動してい
ます。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的
な影響について確実に理解しておく必要があります。

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。

注: このドキュメント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図に示すネットワーク

/c/ja_jp/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
http://tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
http://tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


設定

このドキュメントでは次に示す設定を使用しています。

Cisco 1417●

Cisco 1417

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool does not lease this address; it is

used by interface E0. ! ip dhcp pool <pool name> network

10.0.0.0 255.0.0.0 default-router 10.0.0.1 !--- The

default gateway is assigned to local devices. !

interface Ethernet0 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 ip nat

inside ! interface ATM0 no ip address atm vc-per-vp 4096

no atm ilmi-keepalive pvc 1/44 encapsulation aal5mux ppp

dialer dialer pool-member 1 ! interface Dialer0 ip

address 172.18.0.1 255.255.0.0 ip nat outside

encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 2 ppp

authentication chap callin ppp chap hostname <username>

ppp chap password <password> ! ip nat inside source list

1 interface Dialer0 overload ip classless access-list 1

permit 10.0.0.0 0.255.255.255 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

Dialer0 no ip http server ! dialer-list 2 protocol ip

permit ! line con 0 end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。



   

関連情報

DSL および LRE の技術サポート●

ADSL テクニカル サポート●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech&level0=268435512&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/tsd_technology_support_protocol_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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