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概要

この資料に vEdge ルータのデスティネーションベース ネットワーク アドレス変換（NAT） 稼働
中 VPN を設定する方法を記述されています。

前提条件

要件

Cisco は Cisco SD-WAN のナレッジがあることを推奨します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

vEdge ルータ ●

18.3 ソフトウェア バージョンを持つ vSmart コントローラ。●

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。 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

ネットワーク図

ネットワークダイアグラムはここに示されています。



IP アドレス 192.168.140.20 によって別の側で 192.168.40.20 をホストするためにサイト 50
（vedge1）のユーザが達することができるここの主旨。

これはこの IOSコンフィギュレーション文のアナログです:

ip nat outside source static 192.168.40.20 192.168.140.20

設定

1. サイト 50 で vEdge の NATプールを設定して下さい。

vedge1#show running-config vpn 40 interface natpool31

vpn 40

 interface natpool31

  ip address 192.168.140.5/32

  nat

   static source-ip 192.168.40.20 translate-ip 192.168.140.20 outside

  !

  no shutdown

 !

!

 2. vSmart のデータ ポリシーを設定および適用して下さい。

vsmart1# show running-config policy data-policy DNAT

policy

 data-policy DNAT

  vpn-list CORP

   sequence 10

    match

     destination-ip 192.168.140.20/32

    !

    action accept

     nat pool 31

    !

   !

   default-action accept

  !

 !

!

vsmart1# show running-config apply-policy site-list site_50

apply-policy

 site-list site_50

  data-policy DNAT all



 !

!

確認

1. 変換が対応したサービス VPN にそこにあることを確認して下さい。

vedge1# show ip nat interface nat-vpn 40

                                                                       FIB

NUMBER

                                                               FILTER  FILTER

IP

VPN  IFNAME     MAP TYPE              FILTER TYPE              COUNT   COUNT   IP

POOLS

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

---------

40   natpool31  endpoint-independent  address-port-restricted  0       0       192.168.140.5/32

1

 2. vSmart から vEdge に適用されるそのポリシーをチェックして下さい。

vedge1# show policy from-vsmart

from-vsmart data-policy ENK_NAT

 direction all

 vpn-list CORP

  sequence 10

   match

    destination-ip 192.168.140.20/32

   action accept

    nat pool 31

  default-action accept

from-vsmart lists vpn-list CORP

 vpn 40

トラブルシューティング

デスティネーションベース NAT がはたらかない場合、ここの重要な事柄は NATプールの IP アド
レスが宛先ホストから到達可能であることを確認する必要があることです。 これは vEdge ルー
タ デスティネーションベース NAT 実装によってソース IP アドレスがまたプールの IP アドレス
にネットワークアドレス交換されるので重要です。 
このように、たとえば、サンプル コンフィグ 宛先アドレスに基づいて 192.168.140.20 は real ip-
address 192.168.40.20 と取り替えられますが、サイト 50 の 192.168.50.0/24 サブネットからの
ホストのアドレスはまた 192.168.140.5 にネットワークアドレス交換されます、それ故にこのア
ドレスに戻るかリプライパケット ルートがない範囲ソースホスト（要求者）をとにかくなければ
なりません。 これを NATプール サブネットのためのアドバタイズメントと達成することができ
ます。 この例では、サブネットはちょうど 1 アドレスでおよびオーバーレイ管理プロトコル
（OMP）によってアドバタイズされて構成されています。

ルートがリモートサイトの vEdge1 で示されることを確認できますここにあります:

vedge2# show ip routes vpn 40 omp | i 192.168.140.5

40     192.168.140.5/32    omp              -         -           -                -



192.168.30.5     mpls             ipsec  F,S
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