
 

NAT を使用するパフォーマンス ルーティング

Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）によって、NAT を使用するネットワーク

でのスタティック ルーティングによるトラフィック クラスの制御のサポートが導入され、これに伴っ

て既存の NAT コマンドに新しいキーワードが追加されました。PfR および NAT 機能を同じルータ上で

設定し、PfR がスタティック ルーティングを使用するトラフィック クラスのルーティングを制御する

場合、一部のアプリケーションはパケットの廃棄のために動作に失敗する可能性があります。このパ

ケットの廃棄動作は、同じルータから複数の ISP に接続するためにスタティック ルーティングが使用

される場合に見られ、PfR はトラフィック クラス ルーティングを制御するためにスタティック ルー

ティングを使用し、セキュリティ上の理由によって 1 つまたは複数の ISP が Unicast Reverse Path 
Forwarding（Unicast RPF; ユニキャスト Reverse Path Forwarding）フィルタリングを使用します。

NAT に対する PfR サポートの Cisco IOS XE での実装が説明されます。

この新しいキーワードを設定すると、新しい NAT 変換では、パケットに対して PfR が選択したイン

ターフェイスの発信元 IP アドレスが指定され、PfR は NAT 変換が作成されたインターフェイスを介し

て既存のフローがルーティングされるように強制します。

機能情報の確認
最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリースに対応し

たリリース ノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能が

サポートされているリリースのリストについては、「NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの機

能情報」（P.11）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 Cisco IOS XE 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 には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの前提条件」（P.2）

• 「NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの制約事項」（P.2）

• 「NAT を使用するパフォーマンス ルーティングについて」（P.2）

• 「NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの設定方法」（P.4）
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  NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの前提条件
• 「NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの設定例」（P.7）

• 「関連情報」（P.8）

• 「その他の参考資料」（P.9）

• 「NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの機能情報」（P.11）

NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの前提条件
PfR 境界ルータとして使用する Cisco ASR 1000 シリーズ集約サービス ルータは、Cisco IOS XE 
Release 2.6.1 以降のリリースを実行している必要があります。

NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの制約事項
• Cisco IOS XE Release 2.6.1 以降のリリースを実行する Cisco ASR 1000 シリーズの集約サービス 

ルータ上では、NAT を使用するネットワーク内で PfR がスタティック ルーティングによってトラ

フィック クラス ルーティングを制御する機能において、トンネル インターフェイスまたは 
DMVPN 実装はサポートされません。

• Cisco IOS XE Release 2.6.1 では、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの PfR 境界ルータとしての使

用のサポートが導入されました。境界ルータ専用機能は Cisco IOS Release Cisco IOS XE Release 
2.6.1 イメージに含まれており、マスター コントローラ設定は使用できません。境界ルータとして

使用する Cisco ASR 1000 シリーズ ルータと通信するマスター コントローラは、Cisco IOS 
Release 15.0(1)M またはそれ以降の 15.0M リリースを実行するルータでなければなりません。

NAT を使用するパフォーマンス ルーティングについて
NAT を使用する PfR を設定するには、次の概念を理解する必要があります。

• 「PfR および NAT」（P.2）

• 「ネットワーク アドレス変換（NAT）」（P.4）

• 「内部グローバル アドレスのオーバーロード」（P.4）

PfR および NAT
PfR および NAT 機能を同じルータ上で設定し、PfR がスタティック ルーティングを使用するトラ

フィック クラスのルーティングを制御する場合、一部のアプリケーションはパケットの廃棄のために

動作に失敗する可能性があります。このパケットの廃棄動作は、同じルータから複数の ISP に接続する

ためにスタティック ルーティングが使用される場合に見られ、PfR はトラフィック クラス ルーティン

グを制御するためにスタティック ルーティングを使用し、セキュリティ上の理由によって 1 つまたは

複数の ISP が Unicast Reverse Path Forwarding（Unicast RPF; ユニキャスト Reverse Path Forwarding）
フィルタリングを使用します。プライベート IP アドレスからパブリック IP アドレスへの NAT 変換の

実行後、PfR がトラフィック クラスに対して発信パケットのルートをある出口から別の出口インター

フェイスに変更するため、ユニキャスト RPF を実行中の受信側ルータでパケットが破棄されます。パ

ケットの送信時、受信側ルータでのユニキャスト RPF フィルタリングで、NAT が割り当てた発信元ア

ドレス プールと異なる発信元 IP アドレスが示され、パケットが破棄されます。例として、NAT を使用

する PfR の動作方法を図 1 に示します。
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NAT を使用するパフォーマンス ルーティング

  NAT を使用するパフォーマンス ルーティングについて
図 1 NAT を使用する PfR

NAT 変換が内部ネットワークに接続されたルータで発生し、このルータとして境界ルータまたはマス

ター コントローラと境界ルータの組み合わせを使用できます。PfR がトラフィック クラス パフォーマ

ンスを最適化し、ロード バランシングを実行するためにルートを変更した場合、ISP1 へのインター

フェイスを介してルーティングされた図 1 の境界ルータからのトラフィックは、トラフィック パ
フォーマンスの測定とポリシーしきい値の適用後に ISP2 へのインターフェイスを介してルーティング

される可能性があります。RPF チェックが ISP ルータで実行されますが、現在 ISP2 を介してルーティ

ングされているすべてのパケットは、発信元インターフェイスの IP アドレスが変更されているため、

ISP2 の受信側ルータでの RPF チェックに失敗します。

（注） 境界ルータ専用機能は Cisco IOS XE Release 2.6.1 イメージに含まれており、マスター コントローラ設

定は使用できません。境界ルータとして使用する Cisco ASR 1000 シリーズ ルータと通信するマスター 
コントローラは、Cisco IOS Release 15.0(1)M またはそれ以降の 15.0M リリースを実行するルータで

なければなりません。図 1 ではルータは境界ルータであり、マスター コントローラと境界ルータの組

み合わせではありません。

このソリューションには、ip nat inside source コマンドに対して追加された新しい oer キーワードを

使用した最小限の設定の変更が含まれています。oer キーワードを設定すると、新しい NAT 変換では、

パケットに対して PfR が選択したインターフェイスの発信元 IP アドレスが指定され、PfR は NAT 変換

が作成されたインターフェイスを介して既存のフローがルーティングされるように強制します。たとえ

ば、PfR は 図 1 のインターフェイス A から ISP1、およびインターフェイス B から ISP2 の 2 つのイン

ターフェイスを使用する境界ルータ上でトラフィックを管理するように設定されます。まず、PfR は 
Web トラフィックを表すトラフィック クラスを制御するように設定され、このトラフィックに対する 
NAT 変換は、インターフェイス A に設定されたパケット内の発信元 IP アドレスですでに存在します。

PfR はトラフィック パフォーマンスを測定し、インターフェイス B が現在トラフィック フローに対す

る最適な出口であると判断しますが、PfR は既存のフローを変更しません。次に PfR が E メール トラ

フィックを表すトラフィック クラスを学習して測定するように設定され、その E メール トラフィック

が開始された場合、NAT 変換はインターフェイス B に対して行われます。PfR スタティック ルーティ

ング NAT ソリューションは、1 つにパッケージ化されたソリューションであり、NAT を使用する複数

のルータ上のインターフェイスを使用し、PfR によって管理される設定はサポートされません。NAT 
を使用するネットワーク設定および Cisco IOS XE ソフトウェアが実行されていない PIX ファイア

ウォールなどのデバイスはサポートされません。

PfR スタティック ルーティング NAT ソリューションの設定方法の詳細については、「ネットワーク内

で NAT を使用してスタティック ルーティングでトラフィックを制御する PfR の設定」（P.4）を参照し

てください。
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  NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの設定方法
ネットワーク アドレス変換（NAT）

NAT によって、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に接続する、プライベート IP 
インターネットワークが可能になります。NAT は、通常ルータ上で動作して 2 つのネットワークを結

びつけ、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（グローバ

ルに固有ではない）アドレスを合法的なアドレスに変換します。NAT はネットワーク全体に対して 1 
つのアドレスだけを外部向けにアドバタイズするように設定できます。この機能によって、セキュリ

ティが強化され、内部ネットワーク全体を 1 つのアドレスの背後に効果的に隠すことができます。

また、NAT は企業エッジで使用してインターネットへの内部ユーザ アクセスを許可し、メール サーバ

などの内部デバイスへのインターネット アクセスを許可することもできます。

NAT の詳細については、『Cisco IOS IP Addressing Services Configuration Guide』の「Configuring 
NAT for IP Address Conservation」の章を参照してください。

内部グローバル アドレスのオーバーロード

多くのローカル アドレスに対しルータで 1 つのグローバル アドレスを使用することで、内部グローバル 
アドレス プールのアドレスを保護できます。このオーバーロードを設定すると、ルータは上位レベルの

プロトコル（TCP または UDP ポート番号など）からの十分な情報を使用して、グローバル アドレスを

元通りのローカル アドレスに変換します。複数のローカル アドレスを 1 つのグローバル アドレスに

マップする場合、ローカル アドレスの識別は各内部ホストの TCP または UDP ポート番号で行います。

NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの設定方法
ここでは、次の作業について説明します。

• 「ネットワーク内で NAT を使用してスタティック ルーティングでトラフィックを制御する PfR の
設定」（P.4）

ネットワーク内で NAT を使用してスタティック ルーティングでトラ
フィックを制御する PfR の設定

ネットワーク内で NAT を使用してスタティック ルーティングでトラフィックを制御できるように PfR 
を設定するには、この作業を実行します。この作業では、インターネットへの内部ユーザ アクセスを

許可しながら、PfR がトラフィック クラスを最適化できるようにします。

Cisco IOS PfR および NAT 機能を同じルータ上で設定し、PfR がスタティック ルーティングを使用す

るトラフィック クラスのルーティングを制御する場合、一部のアプリケーションはパケットの廃棄の

ために動作に失敗する可能性があります。このパケットの廃棄動作は、同じルータから複数の ISP に接

続するためにスタティック ルーティングが使用される場合に見られ、PfR はトラフィック クラス ルー

ティングを制御するためにスタティック ルーティングを使用し、セキュリティ上の理由によって 1 つ
または複数の ISP が Unicast Reverse Path Forwarding（Unicast RPF; ユニキャスト Reverse Path 
Forwarding）フィルタリングを使用します。

この作業では、oer キーワードを ip nat inside source コマンドに使用します。oer キーワードを設定す

ると、新しい NAT 変換では、パケットに対して PfR が選択したインターフェイスの発信元 IP アドレス

が指定され、PfR は NAT 変換が作成されたインターフェイスを介して既存のフローがルーティングさ

れるように強制します。この作業では、単一の IP アドレスを使用しますが、IP アドレス プールを設定

することもできます。IP アドレス プールを使用する設定例については、「ネットワーク内で NAT を使

用してスタティック ルーティングでトラフィックを制御する PfR の設定」（P.4）を参照してください。
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  NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの設定方法
（注） この設定は、マスター コントローラ上で実施します。境界ルータ専用機能は Cisco IOS XE Release 
2.6.1 イメージに含まれており、マスター コントローラ設定は使用できません。境界ルータとして使用

する Cisco ASR 1000 シリーズ ルータと通信するマスター コントローラは、Cisco IOS 
Release 15.0(1)M またはそれ以降の 15.0M リリースを実行するルータでなければなりません。

（注） PfR スタティック ルーティング NAT ソリューションは、1 つにパッケージ化されたソリューションで

あり、NAT を使用する複数のルータ上のインターフェイスを使用し、PfR によって管理される設定は

サポートされません。

NAT の設定方法の詳細については、『Cisco IOS IP Addressing Services Configuration Guide』の

「Configuring NAT for IP Address Conservation」の章を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. access-list access-list-number {permit | deny} ip-address mask

4. route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]

5. match ip address {access-list access-list-number | prefix-list prefix-list-name} 

6. match interface interface-type interface-number [...interface-type interface-number] 

7. exit

8. ルート マップ設定を続けるには、必要に応じてステップ 4 からステップ 7 を繰り返します。

9. ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name} | route-map map-name} 
{interface type number | pool name} [mapping-id map-id | overload | reversible | vrf vrf-name] 
[oer]

10. interface type number

11. ip address ip-address mask

12. ip nat inside

13. exit

14. interface type number

15. ip address ip-address mask

16. ip nat outside

17. end
5
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  NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの設定方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• 必要に応じてパスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 access-list access-list-number {permit | 
deny} ip-address mask

例：
Router(config)# access-list 1 permit 
10.1.0.0 0.0.255.255

変換される IP アドレスを許可する標準アクセス リストを

定義します。

• アクセス リストでは、変換するこれらのアドレスだけ

を許可する必要があります （各アクセス リストの末尾

に暗黙の「deny all」設定があることに注意してくださ

い）。許容度が高すぎるアクセス リストを使用すると、

予期しない結果になる場合があります。

ステップ 4 route-map map-tag [permit | deny] 
[sequence-number]

例：
Router(config)# route-map isp-1 permit 10

ルート マップ コンフィギュレーション モードを開始し、

ルート マップを設定します。

• この例では、BGP という名前のルート マップを作成

します。

ステップ 5 match ip address {access-list 
access-list-name | prefix-list 
prefix-list-name}

例：
Router(config-route-map)# match ip address 
access-list 1

アクセス リストまたはプレフィクス リストの match 句エ

ントリをルート マップに作成し、NAT で変換するトラ

フィックを識別します。

• この例では、match 条件として 10.1.0.0 0.0.255.255 を
指定する、ステップ 3 で作成したアクセス リストを参

照します。

ステップ 6 match interface interface-type 
interface-number [...interface-type 
interface-number]

例：
Router(config-route-map)# match interface 
serial 1/0

指定したインターフェイスの 1 つと一致する任意のルート

を配布するため、ルート マップ内に match 句を作成します。

• この例では、シリアル インターフェイス 1/0 を介して

ステップ 5 の match 句に合格するルートを配布する 
match 句を作成します。

ステップ 7 exit 

例：
Router(config-route-map)# exit 

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 モードに戻ります。

ステップ 8 ルート マップ設定を続けるには、必要に応じてス

テップ 4 からステップ 7 を繰り返します。

—

ステップ 9 ip nat inside source {list 
{access-list-number | access-list-name} | 
route-map map-name} {interface type number | 
pool name} [mapping-id map-id | overload | 
reversible | vrf vrf-name] [oer] 

例：
Router(config)# ip nat inside source 
interface GigabitEthernet 1/0/0 overload oer

インターフェイスを指定し、オーバーロードによるダイナ

ミック発信元変換を確立します。

• interface キーワードと、種類および番号の引数を使用

してインターフェイスを指定します。

• oer キーワードを使用し、PfR が NAT を使用して動作

し、スタティック ルーティングでトラフィック クラス

を制御するようにします。
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  NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの設定例
NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの設定例
ここで説明する次の例では、次のサンプル PfR リンク グループを示します。

• 「ネットワーク内で NAT を使用してスタティック ルーティングでトラフィックを制御する PfR の
設定：例」（P.8）

ステップ 10 interface type number

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

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。

ステップ 11 ip address ip-address mask

例：
Router(config-if)# ip address 10.114.11.8 
255.255.255.0

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスを設定

します。

ステップ 12 ip nat inside

例：
Router(config-if)# ip nat inside

インターフェイスを内部に接続するものとしてマークします。

ステップ 13 exit

例：
Router(config-if)# exit

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、

コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 14 interface type number

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

別の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 モードに戻ります。

ステップ 15 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 172.17.233.208 
255.255.255.0

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスを設定

します。

ステップ 16 ip nat outside

例：
Router(config-if)# ip nat outside

インターフェイスを外部に接続するものとしてマークします。

ステップ 17 end

例：
Router(config-if)# end

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。

コマンドまたはアクション 目的
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ネットワーク内で NAT を使用してスタティック ルーティングでトラ
フィックを制御する PfR の設定：例

次に、PfR がネットワーク内で NAT を使用してスタティック ルーティングでトラフィックを制御でき

るようにマスター コントローラを設定する設定例を示します。次の例は、NAT 変換のために IP アドレ

ス プールを使用する方法を示します。

（注） この設定は、マスター コントローラ上で実施します。境界ルータ専用機能は Cisco IOS XE Release 
2.6.1 イメージに含まれており、マスター コントローラ設定は使用できません。境界ルータとして使用

する Cisco ASR 1000 シリーズ ルータと通信するマスター コントローラは、Cisco IOS 
Release 15.0(1)M またはそれ以降の 15.0M リリースを実行するルータでなければなりません。

この例では、境界ルータは 2 つの異なる ISP を介してインターネットに接続されています。次の設定で

は、インターネットへの内部ユーザ アクセスを許可しながら、PfR がトラフィック クラスを最適化で

きるようにします。この例では、NAT を使用して変換されるトラフィック クラスがアクセス リストお

よびルート マップを使用して指定します。次に、NAT 変換のための IP アドレス プールの使用を設定

し、oer キーワードを ip nat inside source コマンドに追加し、NAT が変換した発信元アドレスである

インターフェイスを介して通過する既存のトラフィック クラスを PfR が維持するように設定します。

新しい NAT 変換に PfR がパケットに対して選択したインターフェイスの IP アドレスを指定できます。

（注） PfR スタティック ルーティング NAT ソリューションは、1 つにパッケージ化されたソリューションで

あり、NAT を使用する複数のルータ上のインターフェイスを使用し、PfR によって管理される設定は

サポートされません。

Router(config)# access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255
Router(config)# route-map isp-2 permit 10BGP permit 10 
Router(config-route-map)# match ip address access-list 1
Router(config-route-map)# match interface serial 2/0
Router(config-route-map)# exit
Router(config)# ip nat pool ISP2 209.165.201.1 209.165.201.30 prefix-length 27
Router(config)# ip nat inside source route-map isp-2 pool ISP2 oer
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if)# ip address 10.1.11.8 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit 
Router(config)# interface serial 1/0
Router(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit 
Router(config)# interface serial 2/0
Router(config-if)# ip address 172.17.233.208 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# end

関連情報
その他のパフォーマンス ルーティング機能または概念に関する一般的な資料については、「関連資料」

（P.9）の参考資料を参照してください。
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その他の参考資料
ここでは、NAT 機能を使用するパフォーマンス ルーティングに関連した関連資料を示します。

関連資料

内容 参照先

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

Cisco OER コマンド：コマンド構文、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト設定、使用に関する注

意事項および例 

『Cisco IOS Optimized Edge Routing Command Reference』

Cisco IOS XE リリースでの基本的な PfR 設定 『Configuring Basic Performance Routing』モジュール

Cisco IOS XE リリースの境界ルータ専用機能に関す

る情報と設定

『Performance Routing Border Router Only Functionality』モジュール

高度な PfR 設定 『Configuring Advanced Performance Routing』モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

『Understanding Performance Routing』モジュール 

Cisco IOS XE リリースの PfR 機能の場所 『Cisco IOS XE Performance Routing Features Roadmap』モジュール

NAT に関する一般情報 『Configuring NAT for IP Address Conservation』モジュール
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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/oer/command/reference/oer_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/pfr/configuration/guide/pfr-basic_xe.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/pfr/configuration/guide/pfr-br-only_xe.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-understand.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/pfr/configuration/guide/pfr-roadmap_xe.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iadnat_addr_consv.html
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

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。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

• テクニカル サポートを受ける

• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ

製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

• ツールおよびリソースへアクセスする

• Product Alert の受信登録

• Field Notice の受信登録

• Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

• Networking Professionals（NetPro）コミュニ

ティで、技術関連のディスカッションに参加する

• トレーニング リソースへアクセスする

• TAC Case Collection ツールを使用して、ハード

ウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な

問題をインタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、『Cisco IOS XE Performance 
Routing Features Roadmap』を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リリース、フィー

チャ セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS XE のソフトウェア イメージを判別で

きます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。

Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 に、特定の Cisco IOS XE ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS XE ソ
フトウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS XE ソフトウェア リリー

ス群の後続のリリースでもこの機能をサポートします。
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DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, and Welcome to 
the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed 
(Stylized), Cisco Store, Flip Gift Card, and One Million Acts of Green are service marks; and Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, 
Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert 
logo, Cisco IOS, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, 
Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow Me Browsing, GainMaker, iLYNX, IOS, 
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Academy, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, SenderBase, SMARTnet, 
Spectrum Expert, StackWise, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain 
other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners.The use of the word partner does 
not imply a partnership relationship between Cisco and any other company.(1002R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010, シスコシステムズ合同会社 .
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表 1 NAT を使用するパフォーマンス ルーティングの機能情報

機能名 リリース 機能情報

NAT およびスタティック ルーティングのサ

ポート1 

1. これはマイナーな拡張です。マイナーな拡張は、通常 Feature Navigator に記載されません。

Cisco IOS XE
Release 2.6.1

PfR がネットワーク内で NAT を使用してスタティック 
ルーティングでトラフィック クラスを制御できるようにす

るためにサポートされます。

この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズの集約サービス 
ルータで導入されました。

この機能によりコマンド ip nat inside source が変更されま

した。
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