
IP アドレス節約のための NAT 設定

このモジュールでは、IPアドレス節約のためにネットワークアドレス変換（NAT）を設定し、
内部および外部送信元アドレスを設定する方法について説明します。このモジュールでは、IP
アドレス節約のために NATを設定することの利点についても説明します。

NATでは、未登録の 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がインター
ネットに接続できます。NATはルータ（通常、2つのネットワークを接続するもの）で動作し、
パケットを別のネットワークに転送する前に、社内ネットワークの（グローバルに一意のアドレ

スではなく）プライベートアドレスを正規のアドレスに変換します。 NATは、ネットワーク全
体の 1つだけのアドレスを外部にアドバタイズするように設定できます。この機能により、そ
のアドレスの後ろに内部ネットワーク全体を効果的に隠すことで、セキュリティが強化されま

す。

NATは、エンタープライズエッジでも使用され、内部ユーザのインターネットへのアクセスを
許可し、メールサーバなど内部デバイスへのインターネットアクセスを許可します。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。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を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、

このマニュアルの最後にある機能情報の表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シスコ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にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

IP アドレス節約のための NAT 設定に関する前提条件

アクセスリスト

このモジュールの設定作業で使用する必要のあるアクセスリストはすべて、設定作業を開始する

前に設定しておく必要があります。アクセスリストの設定方法の詳細については、『IP Access
List Sequence Numbering』マニュアルを参照してください。

NATコマンドで使用するアクセスリストが指定されている場合、NATは一般的によく使用さ
れる permit ip any anyコマンドを、アクセスリストでサポートしません。

（注）

NAT 要件
ネットワークで NATを設定する前に、NATが設定されるインターフェイスおよびその目的を把
握しておく必要があります。次の要件を使用して、NATの設定方法と使用方法を決定します。

•次の場合に、NATの内部および外部インターフェイスを定義します。

•ユーザが属するインターフェイスが複数ある場合。

•複数のインターフェイスがインターネットに接続する場合。

• NATにより実行される必要がある操作を定義します。

•内部ユーザのインターネットへのアクセスを許可します。

•インターネットがメールサーバなどの内部デバイスにアクセスすることを許可します。

•オーバーラップするネットワークに通信を許可します。

•異なるアドレス方式を使用しているネットワークに通信を許可します。
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•アプリケーションレベルゲートウェイの使用を許可します。

• TCPトラフィックを別の TCPポートまたはアドレスにリダイレクトします。

•ネットワーク移行時に NATを使用します。

IP アドレス節約のための NAT 設定に関する制約事項
•インターフェイスでネットワークアドレス変換（NAT）を設定すると、そのインターフェイ
スは、NATのパケットフローに対して最適化されます。 NATインターフェイスを通過する
未変換パケットはすべて、そのパケットを変換する必要があるかどうかを決定する一連の

チェックを受けます。これらのチェックにより未変換パケットフローの遅延が増大するた

め、NATインターフェイスを通過するすべてのパケットのパケット処理遅延に悪影響が生じ
ます。 NATインターフェイスは、NAT専用トラフィックにのみ使用することを強く推奨し
ます。非 NATパケットは分離する必要があり、これらのパケットは NATが設定されていな
いインターフェイスを通過する必要があります。非NATトラフィックの分離には、ポリシー
ベースルーティング（PBR）を使用できます。

• NAT仮想インターフェイス（NVI）は、Cisco IOS XEソフトウェアではサポートされていま
せん。

•スタブドメインにある多数のホストが、そのドメイン外との通信を行う場合、NATは実用
的ではありません。

•アプリケーションの中には、NATデバイスにより変換できないような方法で、埋め込み IP
アドレスを使用しているものがあります。このようなアプリケーションは、NATデバイス
を使用しても透過的に、またはまったく機能しません。

•デフォルトでは、Session Initiation Protocol（SIP）のサポートはポート 5060でイネーブルに
なっています。したがって、NAT対応デバイスはこのポートのパケットをすべて、SIPコー
ルメッセージと解釈します。同じシステムにある別のアプリケーションがポート 5060を使
用してパケットを送信している場合、NATサービスはこのパケットを SIPコールメッセー
ジとして解釈しようとするため、このパケットが破損する可能性があります。

• NATはホストの素性を隠しますが、これは目的によっては、長所でもありますし、短所でも
あります。

• NATが設定されているデバイスは、ローカルネットワークを外部にアドバタイズしない必
要があります。しかし、NATが外部から受け取るルーティング情報は、通常どおり、スタ
ブドメインにアドバタイズできます。

• NATコマンドで使用するアクセスリストが指定されている場合、NATは一般的によく使用
される permit ip any anyコマンドを、このアクセスリストではサポートしません。

•ポート範囲が指定されたアクセスリストは、CiscoASR1000シリーズアグリゲーションサー
ビスルータではサポートされません。

• NATの設定は Intelligent Services Gateway（ISG）のアクセス側ではサポートされません。
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•デバイスの物理インターフェイスアドレスを、アドレスプールとして使用することはサポー
トされません。 NATで、デバイスの物理インターフェイスアドレスを共有するには、NAT
インターフェイスのオーバーロード設定を使用する必要があります。デバイスでは物理イン

ターフェイスポートを使用し、NATでは変換のために安全に使用できるポートに関する通
信を受け取る必要があります。この通信は、NATインターフェイスのオーバーロードが設
定されている場合にのみ行われます。

•ユーザが設定したすべての IPアドレスプールおよびNATマッピングに関する情報が、show
ip nat statisticsコマンドの出力に表示されます。 NAT設定に多数の IPアドレスプールおよ
び NATマッピング（たとえば、1000～ 4000）がある場合、show ip nat statisticsでのプール
およびマッピング統計の更新速度が非常に遅くなります。

IP アドレス節約のための NAT 設定について

IP アドレス節約のために NAT を設定する利点
組織がNATを使用すると、既存のネットワークを持っていてインターネットにアクセスする必要
がある場合に、IPアドレスが枯渇する問題を解決できます。Network InformationCenter（NIC）登
録 IPアドレスをまだ持っていないサイトはこのアドレスを取得する必要があります。また、255
以上のクライアントが存在する、または計画されている場合、Class Bアドレスの不足が深刻な問
題になります。 Cisco IOS XE NATはこのような問題に対応するために、隠された数千の内部アド
レスを、取得の容易な Class Cアドレスの範囲にマップします。

内部ネットワークのクライアントのために IPアドレスをすでに登録しているサイトでも、ハッ
カーがクライアントを直接攻撃できないように、これらのアドレスをインターネットからは確認

できないようにすることができます。クライアントアドレスを隠すことにより、セキュリティが

さらに強化されます。 Cisco IOS XE NATでは、LAN管理者は、インターネット割り当て番号局
の予備プールを利用した Class Aアドレスを自由に拡張することができます（RFC 1597）。この
拡張は組織内で行われます。LAN/インターネットインターフェイスでのアドレス変更を気にする
必要はありません。

Cisco IOS XEソフトウェアは、選択的またはダイナミックに NATを実行できます。この柔軟性
のおかげで、ネットワーク管理者は、RFC 1597および RFC 1918アドレスまたは登録済みアドレ
スを混在させて使用できます。NATは、IPアドレスの簡略化や節約のためにさまざまなルータ上
で使用できるように設計されています。また、Cisco IOS XE NATでは、NATに使用できる内部
ホストを選択することもできます。

NATには、NATが設定されるルータを除き、ホストやルータを変更しなくても設定できるという
大きな利点があります。

インターネットは、IPアドレス空間の枯渇とルーティングの拡大という 2つの大きな問題に直面
しています。 NATは、組織の IPネットワークを外部から見たときに、実際に使用されているも
のとは異なる IPアドレス空間が使用されているように見せる機能です。したがって、NATを使
用すると、グローバルなルーティングが不可能なアドレスを持つ組織は、そのアドレスをグロー

バルにルーティング可能なアドレス空間に変換して、インターネットに接続できるようになりま
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す。また、サービスプロバイダーの変更や、クラスレスドメイン間ルーティング（CIDR）ブロッ
クへの自発的な再番号割り当てを行う組織は、NATを使用して、適切に番号を割り当て直せるよ
うになります。 NATは RFC 1631に記述されています。

NAT の機能
NATが設定されたルータには、少なくとも内部ネットワークに対して 1つ、外部ネットワークに
対して 1つのインターフェイスがあります。標準的な環境では、NATはスタブドメインとバッ
クボーンの間の出口ルータに設定されます。パケットがドメインから出て行くとき、NATはロー
カルで意味のある送信元アドレスをグローバルで一意のアドレスに変換します。パケットがドメ

インに入ってくるときは、NATはグローバルで一意の宛先アドレスをローカルアドレスに変換し
ます。出力点が複数存在する場合、個々の NATは同一の変換テーブルを持っていなければなり
ません。アドレスが足りなくなって、パケットにアドレスを割り当てられなくなった場合、NAT
はそのパケットをドロップし、インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）ホスト到達不
能パケットを宛先に送信します。

NAT の用途
NATは次のような場合に使用できます。

•インターネットに接続する必要はあるが、ホストのすべてがグローバルに一意の IPアドレス
を持っているわけではない場合。 NATでは、未登録の 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がインターネットに接続できます。 NATはスタブドメイン（内部
ネットワーク）と、インターネットなどのパブリックネットワーク（外部ネットワーク）と

の境界にあるルータ上に設定されます。 NATはパケットを外部ネットワークに送信する前
に、内部のローカルアドレスをグローバルに一意の IPアドレスに変換します。接続性の問
題への解決策として NATが役立つのは、スタブドメイン内の比較的少数のホストが同時に
ドメインの外部と通信する場合のみです。この場合、外部との通信が必要なときに、このド

メインにある IPアドレスのごく一部をグローバルに一意な IPアドレスに変換する必要があ
ります。また、これらのアドレスは使用されなくなったときに、再利用することもできま

す。

•内部アドレスを変更する必要がある場合。内部アドレスの変更には相当の工数がかかるた
め、変更する代わりに NATを使用して変換することができます。

• TCPトラフィックの基本負荷を分散する必要がある場合。 TCP負荷分散機能を使用して、1
つのグローバル IPアドレスを複数のローカル IPアドレスにマップできます。

NAT の内部アドレスおよび外部アドレス
NATのコンテキスト内で使用される内部という用語は、変換する必要がある、組織が所有する
ネットワークを表します。NATが設定されている場合、このネットワーク内のホストは 1つの空
間に複数のアドレスを持ちます（ローカルアドレス空間と呼ばれます）。これらは、ネットワー
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ク外のホストに対して別の空間に存在するものとして示されます（グローバルアドレス空間と呼

ばれます）。

同様に、外部という用語はスタブネットワークの接続先で、通常、その組織の制御下にはない

ネットワークを表します。外部ネットワーク内のホストを変換の対象にすることもできるため、

これらのホストもローカルアドレスとグローバルアドレスを持つことができます。

NATでは、次の定義が使用されます。

•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。この
アドレスは、多くの場合、NICやサービスプロバイダーにより割り当てられた正規の IPア
ドレスではありません。

•内部グローバルアドレス：外部に向けて、1つ以上の内部ローカル IPアドレスを表現した正
規の IPアドレス（NICまたはサービスプロバイダーにより割り当てられたもの）。

•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
規のアドレスではありません。内部でルート可能なアドレス空間から割り当てられたもので

す。

•外部グローバルアドレス：外部ネットワークに存在するホストに対して、ホストの所有者に
より割り当てられた IPアドレス。このアドレスは、グローバルにルート可能なアドレス、
またはネットワーク空間から割り当てられます。

ここでは、次の内容について説明します。

内部送信元アドレス変換

自分が属するネットワークの外部と通信するときに、自分の IPアドレスをグローバルに一意な IP
アドレスに変換することができます。スタティックまたはダイナミック内部送信元変換は、次の

ようにして設定できます。

•スタティック変換は、内部ローカルアドレスと内部グローバルアドレスの間に 1対 1のマッ
ピングを設定します。外部から固定アドレスを使って内部のホストにアクセスする必要があ

る場合には、スタティック変換が便利です。

•ダイナミック変換は、内部ローカルアドレスとグローバルアドレスのプールの間にマッピ
ングを設定します。

Cisco IOS Release 15.1(3)T以降のリリースでは、tracerouteコマンドを設定すると、NATにより、
すべての内部ローカル IPアドレスに対して同じ内部グローバル IPアドレスが返されます。
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以下の図は、ネットワーク内部の送信元アドレスを、ネットワーク外部の送信元アドレスに変換

するルータを表したものです。

図 1：NAT 内部送信元変換

次のプロセスでは、上の図に示した、内部送信元アドレス変換を説明しています。

1 ホスト 10.1.1.1のユーザは外部ネットワークのホスト Bへの接続を開きます。

2 ルータでは、ホスト 10.1.1.1から受信する最初のパケットによって、NATテーブルをチェック
します。NATの設定に応じて、次のシナリオが考えられます。

•スタティック変換エントリが設定されていた場合、ルータはステップ 3に進みます。

•変換エントリが存在しない場合、ルータは送信元アドレス（SA）の10.1.1.1のダイナミッ
ク変換が必要であると判断し、ダイナミックアドレスプールから正規のグローバルアド

レスを選択し、NATテーブルに変換エントリを作成します。このタイプの変換エントリ
は、単純エントリと呼ばれます。

3 ルータはホスト 10.1.1.1の内部ローカル送信元アドレスを、この変換エントリのグローバルア
ドレスで置き換え、パケットを転送します。

4 ホスト Bでは、このパケットを受信し、内部グローバル IP宛先アドレス（DA）の 203.0.113.2
を使用してホスト 10.1.1.1に応答します。

5 内部グローバル IPアドレスを持つパケットを受信したルータは、内部グローバルアドレスを
キーに使用して、NATテーブル検索を行います。その後、このアドレスをホスト 10.1.1.1の
内部ローカルアドレスに変換し、パケットをホスト 10.1.1.1に転送します。

ホスト 10.1.1.1はパケットを受信し、会話を続けます。ルータは、受信パケットごとに、ステッ
プ 2～ 5を実行します。
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内部グローバルアドレスのオーバーロード

ルータで多数のローカルアドレスに対して 1つのグローバルアドレスを使用できるようにするこ
とで、内部グローバルアドレスプールのアドレスを節約できます。このタイプのNAT設定をオー
バーロードと呼びます。オーバーロードを設定すると、ルータではグローバルアドレスを適切な

ローカルアドレスに逆変換するために十分な、高レベルプロトコルからの情報（TCPポート番号
や UDPポート番号など）が保持されます。複数のローカルアドレスが 1つのグローバルアドレ
スにマッピングされる場合、各内部ホストの TCPまたは UDPポート番号によりローカルアドレ
スが区別されます。

以下の図は、内部グローバルアドレスが複数の内部ローカルアドレスを表す場合の NAT操作を
示します。区別は、TCPポート番号により行われます。

図 2：内部グローバルアドレスをオーバーロードする NAT

上記の図に示すとおり、ルータは内部グローバルアドレスのオーバーロードにおいて次のプロセ

スを実行します。ホスト Bおよびホスト Cはいずれも、アドレス 203.0.113.2にある 1つのホス
トと通信していると信じています。しかし、実際には、異なるホストと通信しています。区別に

はポート番号が使用されます。つまり、多数の内部ホストは、複数のポート番号を使用して、内

部グローバル IPアドレスを共有することができます。

1 ホスト 10.1.1.1のユーザはホスト Bとの接続を開きます。

2 ルータでは、ホスト 10.1.1.1から受信する最初のパケットによって NATテーブルをチェック
します。NAT設定に応じて、次のシナリオが考えられます。

•変換エントリが存在しない場合、ルータはアドレス 10.1.1.1の変換が必要であると判断
し、内部ローカルアドレス10.1.1.1から正式なグローバルアドレスへの変換をセットアッ
プします。

•オーバーロードがイネーブルで、別の変換がアクティブな場合、ルータではその変換のグ
ローバルアドレスを再利用し、グローバルアドレスを逆変換するために使用できる十分
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な情報をNATテーブルのエントリとして保存します。このタイプの変換エントリは、拡
張エントリと呼ばれます。

3 ルータは内部ローカル送信元アドレス 10.1.1.1を、選択されたグローバルアドレスで置き換
え、パケットを転送します。

4 ホスト Bはこのパケットを受信し、内部グローバル IPアドレス 203.0.113.2を使用して、ホス
ト 10.1.1.1に応答します。

5 ルータは、この内部グローバル IPアドレスを持つパケットを受信すると、このプロトコル、
内部グローバルアドレスとポート、および外部アドレスとポートをキーとして使用して NAT
テーブル検索を実行します。その後、このアドレスを内部ローカルアドレス 10.1.1.1に変換
し、パケットをホスト 10.1.1.1に転送します。

ホスト 10.1.1.1はパケットを受信し、会話を続けます。ルータは、受信パケットごとに、ステッ
プ 2～ 5を実行します。

NAT のタイプ
NATはルータ（通常、2つのネットワークを接続するもの）で動作し、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（内部ローカル）アドレスをパブリック

（内部グローバル）アドレスに変換します。この機能により、ネットワーク全体を表す 1つのア
ドレスのみを外部にアドバタイズするように NATを設定できるようになります。これにより、
内部ネットワークを外部から効果的に隠すことができるため、セキュリティがさらに強化されま

す。

NATのタイプは次のとおりです。

•スタティックアドレス変換（スタティック NAT）：ローカルアドレスとグローバルアドレ
スを 1対 1でマッピングできます。

•ダイナミックアドレス変換（ダイナミックNAT）：未登録の IPアドレスを、登録済み IPア
ドレスのプールから取得した登録済み IPアドレスにマッピングします。

•オーバーロード：複数の未登録 IPアドレスを、複数の異なるポートを使用して、1つの登録
済み IPアドレスにマッピングします（多対 1）。この方法は、ポートアドレス変換（PAT）
とも呼ばれます。オーバーロードを使用することにより、使用できる正規のグローバル IP
アドレスが 1つのみでも、数千のユーザをインターネットに接続することができます。

NAT における TCP 負荷分散
組織の中には、使用頻度の高いホストとの通信を必要とするホストが複数存在することがありま

す。 NATを使用して、複数の実ホストの間でのロードシェアリングを調整する仮想ホストを内
部ネットワークに設定することができます。アクセスリストと一致するDAはロータリープール
からのアドレスで置き換えられます。割り当ては外部から内部への新しい接続が開かれた場合の
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み、ラウンドロビンベースで行われます。TCPではないトラフィックは、（その他の変換が有効
化されていない限り）変換されずに通されます。以下の図に、この機能を示します。

図 3：NAT TCP 負荷分散

ルータは、ロータリーアドレスを変換するときに次のプロセスを実行します。

1 ホスト B（192.0.2.223）のユーザが、10.1.1.127にある仮想ホストへの接続を開きます。

2 ルータは接続要求を受信し、新しい変換を作成して、内部ローカル IPアドレスに、その次の
実ホスト（10.1.1.1）を割り当てます。

3 ルータは宛先アドレスを、選択された実ホストのアドレスで置き換え、パケットを転送しま

す。

4 ホスト 10.1.1.1はこのパケットを受信し、応答します。

5 ルータはこのパケットを受信し、内部ローカルアドレスとポート番号、および外部アドレスと

ポート番号をキーに使用して、NATテーブルを検索します。次に、ルータは送信元アドレス
を仮想ホストのアドレスに変換し、パケットを転送します。

6 次回、接続が要求されると、ルータは内部ローカルアドレスに 10.1.1.2を割り当てます。
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スタティック IP アドレスのサポート
パブリックワイヤレス LANは、モバイルコンピューティングデバイスのユーザに、インター
ネットなどのパブリックネットワークへのワイヤレス接続を提供します。

NATスタティック IPアドレスサポート機能は、スタティック IPアドレスを使用して設定されて
いるユーザをサポートするために、パブリックワイヤレス LANプロバイダーの機能を拡張する
ものです。スタティック IPアドレスを持つユーザをサポートするようにルータを設定すると、パ
ブリックワイヤレス LANプロバイダーのサービスが多数の潜在的ユーザに広がるため、ユーザ
満足度が高まり、収益の増加につながります。

スタティック IPアドレスを持つユーザは IPアドレスを変更しなくても、パブリックワイヤレス
LANプロバイダーのサービスを使用できます。スタティック IPクライアント用の NATエントリ
が作成され、ルーティング可能なアドレスが提供されます。

RADIUS
RADIUSは、不正なアクセスからネットワークのセキュリティを保護する分散クライアント/サー
バシステムです。ネットワークアクセスサーバ（NAS）と RADIUSサーバとの通信は、UDPに
基づいて行われます。一般に、RADIUSプロトコルはコネクションレス型サービスと見なされま
す。サーバのアベイラビリティ、再送信、タイムアウトに関する問題は、伝送プロトコルではな

く、RADIUS対応デバイスにより処理されます。

RADIUSはクライアント/サーバプロトコルです。通常、RADIUSクライアントはNASで、RADIUS
サーバは UNIXまたはWindows NTマシンで実行されているデーモンプロセスです。クライアン
トは指定された RADIUSサーバにユーザ情報を渡し、返された応答に応じた動作をします。
RADIUSサーバは、ユーザ接続要求を受信し、ユーザを認証してから、このユーザへのサービス
提供にクライアントが必要とする設定情報を返します。RADIUSサーバは、他のRADIUSサーバ
や、他の種類の認証サーバに対するプロキシクライアントとして動作します。

サービス拒絶攻撃

サービス拒絶（DoS）攻撃では、通常、ルータやWebサーバなどのターゲットを過負荷にし、機
能しないようにする目的で標準プロトコルや接続プロセスが乱用されます。DoS攻撃は、悪意の
あるユーザや、ウイルスまたはワームに感染したコンピュータから仕掛けられます。多数のコン

ピュータがウイルスやワームに感染した場合などに起こる、一度に多数の場所からの攻撃は分散

型 DoS攻撃と呼ばれます。このような分散型 DoS攻撃は急速に広がり、数千に及ぶシステムを
巻き込みます。

NAT を標的にするウイルスおよびワーム
ウイルスやワームはコンピュータやネットワーク機器を攻撃するために設計された悪意のあるプ

ログラムです。ウイルスは通常、個々のアプリケーションに埋め込まれていて、実行されたとき

にのみ動作しますが、ワームは自己増殖し、自力ですばやく伝染していくことができます。特定
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のウイルスやワームが明示的に NATをターゲットにできない可能性がありますが、NATリソー
スを使用して、自身を増殖させる可能性はあります。NAT変換のレート制限機能は、特定のホス
トやアクセスコントロールリスト、VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを発生源
とするウイルスやワームの影響を制限するために使用できます。

IP アドレス節約のために NAT を設定する方法
このセクションで説明する作業では、IPアドレス節約のためにNATを設定します。このセクショ
ンに必須の作業は含まれていませんが、これらの作業のうち、少なくとも 1つを実行する必要が
あります。複数のタスクの実行が必要となる場合があります。

内部送信元アドレスの設定

スタティックまたはダイナミック変換のために内部送信元アドレスを設定できます。要件に応じ

て、次の作業のいずれか 1つを行います。

内部送信元アドレスのスタティック変換の設定

内部ローカルアドレスと内部グローバルアドレスとの間で 1対 1マッピングを可能にするには、
内部送信元アドレスのスタティック変換を設定します。外部から固定アドレスを使って内部のホ

ストにアクセスする必要がある場合には、スタティック変換が便利です。

CSCtl04702の修正を適用していると、スタティック内部送信元アドレスが内部グローバルアドレ
スに一致した場合に、show ip aliasesコマンドの出力に両方のアドレスが表示されます。スタ
ティック内部送信元アドレスはインターフェイスアドレスとして表示され、内部グローバルアド

レスはダイナミックアドレスとして表示されます。修正の適用前に、スタティック内部送信元ア

ドレスが内部グローバルアドレスに一致した場合、show ipaliasesコマンドの出力にはスタティッ
ク内部送信元アドレスのみが表示されます。

NATが設定されているインターフェイスおよび ip nat inside source staticコマンドを使用して
設定されている内部アドレスには、異なる IPアドレスを設定する必要があります。

（注）
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat inside source static local-ip global-ip
4. interface type number
5. ip address ip-address mask [secondary]
6. ip nat inside
7. exit
8. interface type number
9. ip address ip-address mask [secondary]
10. ip nat outside
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

内部ローカルアドレスと内部グローバルアドレスと

の間のスタティック変換を設定します。

ip nat inside source static local-ip global-ip

例：
Device(config)# ip nat inside source
static 10.10.10.1 172.16.131.1

ステップ 3   

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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 4   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定しま
す。

ip address ip-address mask [secondary]

例：
Device(config-if)# ip address
10.114.11.39 255.255.255.0

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

内部と接続されることを示すマークをインターフェイ

スに付けます。

ip nat inside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 6   

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、グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 7   

異なる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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 8   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定しま
す。

ip address ip-address mask [secondary]

例：
Device(config-if)# ip address
172.31.232.182 255.255.255.240

ステップ 9   

外部と接続されることを示すマークをインターフェイ

スに付けます。

ip nat outside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 10   

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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 11   

内部送信元アドレスのダイナミック変換の設定

ダイナミック変換は、内部ローカルアドレスとグローバルアドレスのプールの間にマッピングを

設定します。プライベートネットワークに存在する複数のユーザがインターネットへのアクセス

を必要としている場合には、ダイナミック変換が便利です。ダイナミックに設定されたプール IP
アドレスは、必要に応じて使用し、インターネットへのアクセスが必要なくなったときにはリリー

スして別のユーザが使用できるようにすることができます。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
4. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]
5. ip nat inside source list access-list-number pool name
6. interface type number
7. ip address ip-address mask
8. ip nat inside
9. exit
10. interface type number
11. ip address ip-address mask
12. ip nat outside
13. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

必要に応じて割り当てられるグローバルアドレスの

プールを定義します。

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length}

例：
Device(config)# ip nat pool net-208
172.16.233.208 172.16.233.223
prefix-length 28

ステップ 3   

変換されるアドレスを許可する標準アクセスリスト

を定義します。

access-list access-list-number permit source
[source-wildcard]

例：
Device(config)# access-list 1 permit
192.168.34.0 0.0.0.255

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

直前の手順で定義されたアクセスリストを指定し

て、ダイナミック送信元変換を設定します。

ip nat inside source list access-list-number pool
name

例：
Device(config)# ip nat inside source list
1 pool net-208

ステップ 5   

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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 6   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定し
ます。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address 10.114.11.39
255.255.255.0

ステップ 7   

内部と接続されることを示すマークをインターフェ

イスに付けます。

ip nat inside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 8   

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、グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 9   

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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 10   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定し
ます。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 11   

外部と接続されることを示すマークをインターフェ

イスに付けます。

ip nat outside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 12   

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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 13   
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NAT を使用した内部ユーザのインターネットへのアクセスの許可
グローバルアドレスのオーバーロードを使用して、内部ユーザにインターネットへのアクセスを

許可し、内部グローバルアドレスプールのアドレスを節約するには、この作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
4. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]
5. ip nat inside source list access-list-number pool name overload
6. interface type number
7. ip address ip-address mask
8. ip nat inside
9. exit
10. interface type number
11. ip address ip-address mask
12. ip nat outside
13. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

必要に応じて割り当てられるグローバルアドレスのプー

ルを定義します。

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length}

例：
Device(config)# ip nat pool net-208
192.168.202.129 192.168.202.158 netmask
255.255.255.224

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

変換されるアドレスを許可する標準アクセスリストを

定義します。

access-list access-list-number permit source
[source-wildcard]

例：
Device(config)# access-list 1 permit
192.168.201.30 0.0.0.255

ステップ 4   

•アクセスリストは、変換されるアドレスだけを許
可する必要があります（各アクセスリストの最後

には暗黙的な「deny all」があるので注意してくだ
さい）。アクセスリストでアドレスを許可しすぎ

ると、予期しない結果になる可能性があります。

ステップ 4で定義されたアクセスリストを指定して、
オーバーロードを使ったダイナミック送信元変換を設

定します。

ip nat inside source list access-list-number
pool name overload

例：
Device(config)# ip nat inside source
list 1 pool net-208 overload

ステップ 5   

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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 6   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定しま
す。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
192.168.201.1 255.255.255.240

ステップ 7   

内部と接続されることを示すマークをインターフェイ

スに付けます。

ip nat inside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 8   

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、グローバルコンフィギュレーションモードに戻

ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 9   

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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 10   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定しま
す。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
192.168.201.29 255.255.255.240

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

外部と接続されることを示すマークをインターフェイ

スに付けます。

ip nat outside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 12   

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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 13   

アドレス変換タイムアウトの設定

ユーザ独自の NATの設定に基づいてアドレス変換のタイムアウトを設定できます。

変換タイムアウトの変更

デフォルトでは、ダイナミックアドレス変換は一定の期間使用されていないとタイムアウトしま

す。必要に応じて、タイムアウトのデフォルト値を変更できます。オーバーロードが設定されて

いない場合、単純な変換エントリは 24時間後にタイムアウトします。オーバーロードを使用し
ないダイナミックアドレス変換用にタイムアウト値を変更するように ip nat translation timeout
secondsコマンドを設定します。

オーバーロードが設定されている場合のタイムアウトの変更

オーバーロードを設定した場合、変換エントリのタイムアウトを制御できるようになります。こ

れは個々の変換エントリに、そのエントリを使用するトラフィックに関する詳しいコンテキスト

が含まれているからです。

設定に基づいて、この項で説明されているタイムアウトを変更できます。ダイナミック設定用に

グローバル IPアドレスをすばやく解放する必要がある場合は、ip nat translation timeoutコマンド
を使用して、デフォルトのタイムアウトより短いタイムアウトを設定する必要があります。ただ

し、設定するタイムアウトは、次の作業で指定するコマンドを使用して設定された他のタイムア

ウトよりも長い必要があります。 TCPセッションが、両側またはリセット中の finish（FIN）パ
ケットによって正しく閉じられない場合、ip nat translation tcp-timeoutコマンドを使用して、デ
フォルト TCPタイムアウトを変更する必要があります。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat translation seconds
4. ip nat translation udp-timeout seconds
5. ip nat translation dns-timeout seconds
6. ip nat translation tcp-timeout seconds
7. ip nat translation finrst-timeout seconds
8. ip nat translation icmp-timeout seconds
9. ip nat translation syn-timeout seconds
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

（任意）NAT変換がタイムアウトするまでの時間を変更
します。

ip nat translation seconds

例：
Router(config)# ip nat translation 300

ステップ 3   

•デフォルトのタイムアウトは 24時間で、ハーフエ
ントリのエージングタイムに適用されます。

（任意）UDPのタイムアウト値を変更します。ip nat translation udp-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation
udp-timeout 300

ステップ 4   

（任意）ドメインネームシステム（DNS）のタイムアウ
ト値を変更します。

ip nat translation dns-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation
dns-timeout 45

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）TCPのタイムアウト値を変更します。ip nat translation tcp-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation
tcp-timeout 2500

ステップ 6   

•デフォルトは 24時間です。

（任意）finishおよび resetタイムアウト値を変更します。ip nat translation finrst-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation
finrst-timeout 45

ステップ 7   

• finrst-timeout：TCPセッションが finish-in（FIN-IN）
および finish-out（FIN-OUT）の両方を受信した後、
または TCPセッションのリセット後のエージング
タイム。

（任意）ICMPのタイムアウト値を変更します。ip nat translation icmp-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation
icmp-timeout 45

ステップ 8   

（任意）同期（SYN）のタイムアウト値を変更します。ip nat translation syn-timeout seconds

例：
Router(config)# ip nat translation
syn-timeout 45

ステップ 9   

• TCPセッションで SYNが受信された場合にのみ、
同期タイムアウトまたはエージングタイムが使用さ

れます。同期確認応答（SYNACK）が受信される
と、タイムアウトはTCPタイムアウトに変更されま
す。

（任意）グローバル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。
end

例：
Router(config)# end

ステップ 10   

NAT を使用してオーバーラップするネットワークに通信を許可するに
は

この項では、同じ操作を実行する複数の作業をまとめて説明していますが、実装されている変換

のタイプがスタティックか、ダイナミックかに応じて、これらの作業の実行方法は異なります。

実装されている変換のタイプに適用する作業を実行してください。
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オーバーラップするネットワークのスタティック変換の設定

スタブネットワーク内の IPアドレスが別のネットワークに属する正式な IPアドレスであるとき
に、スタティック変換を使用して、これらのホストやルータと通信する必要がある場合は、オー

バーラップするネットワークのスタティック変換を設定します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat inside source static local-ip global-ip
4. interface type number
5. ip address ip-address mask
6. ip nat inside
7. exit
8. interface type number
9. ip address ip-address mask
10. ip nat outside
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

内部ローカルアドレスと内部グローバルアドレスとの

間のスタティック変換を設定します。

ip nat inside source static local-ip global-ip

例：
Device(config)# ip nat inside source
static 192.168.121.33 10.2.2.1

ステップ 3   

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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定しま
す。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
10.114.11.39 255.255.255.0

ステップ 5   

内部と接続されることを示すマークをインターフェイ

スに付けます。

ip nat inside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 6   

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、グローバルコンフィギュレーションモードに戻

ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 7   

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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 8   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定しま
す。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 9   

外部と接続されることを示すマークをインターフェイ

スに付けます。

ip nat outside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 10   

（任意）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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 11   

次の作業

必要な設定が完了したら、「NATのモニタリングおよびメンテナンス」モジュールに進みます。
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オーバーラップするネットワークのダイナミック変換の設定

スタブネットワーク内の IPアドレスが別のネットワークに属する正式な IPアドレスであるとき
に、ダイナミック変換を使用して、これらのホストやルータと通信する必要がある場合は、オー

バーラップするネットワークのダイナミック変換を設定します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
4. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]
5. ip nat outside source list access-list-number pool name
6. interface type number
7. ip address ip-address mask
8. ip nat inside
9. exit
10. interface type number
11. ip address ip-address mask
12. ip nat outside
13. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

必要に応じて割り当てられるグローバルアドレスのプー

ルを定義します。

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length}

例：
Device(config)# ip nat pool net-10
10.0.1.0 10.0.1.255 prefix-length 24

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

変換されるアドレスを許可する標準アクセスリストを

定義します。

access-list access-list-number permit source
[source-wildcard]

例：
Device(config)# access-list 1 permit
10.114.11.0 0.0.0.255

ステップ 4   

•アクセスリストは、変換されるアドレスだけを許
可する必要があります（各アクセスリストの最後

には暗黙的な「deny all」があるので注意してくだ
さい）。アクセスリストでアドレスを許可しすぎ

ると、予期しない結果になる可能性があります。

ステップ 4で定義されたアクセスリストを指定して、
ダイナミック外部送信元変換を設定します。

ip nat outside source list access-list-number
pool name

例：
Device(config)# ip nat outside source
list 1 pool net-10

ステップ 5   

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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 6   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定しま
す。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
10.114.11.39 255.255.255.0

ステップ 7   

内部と接続されることを示すマークをインターフェイス

に付けます。

ip nat inside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 8   

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、グローバルコンフィギュレーションモードに戻

ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 9   

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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 10   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定しま
す。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
172.16.232.182 255.255.255.240

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

外部と接続されることを示すマークをインターフェイス

に付けます。

ip nat outside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 12   

（任意）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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 13   

サーバ TCP ロードバランシングの設定
宛先アドレスロータリー変換を目的として、サーバTCPのロードバランシングを設定するには、
この作業を実行します。この作業で指定されるコマンドを使用すると、1つの仮想ホストを多数
の実ホストにマッピングできます。仮想ホストとの間で開かれた新しいTCPセッションはそれぞ
れ、異なる実ホストとのセッションに変換されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length} type rotary
4. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]
5. ip nat inside destination-list access-list-number pool name
6. interface type number
7. ip address ip-addressmask
8. ip nat inside
9. exit
10. interface type number
11. ip address ip-address mask
12. ip nat outside
13. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

実ホストのアドレスを含むアドレスプールを定義し

ます。

ip nat pool name start-ip end-ip {netmask
netmask | prefix-length prefix-length} type rotary

例：
Device(config)# ip nat pool real-hosts
192.168.201.2 192.168.201.5 prefix-length
28 type rotary

ステップ 3   

仮想ホストのアドレスを許可するアクセスリストを

定義します。

access-list access-list-number permit source
[source-wildcard]

例：
Device(config)# access-list 1 permit
192.168.201.30 0.0.0.255

ステップ 4   

直前の手順で定義されたアクセスリストを指定し

て、ダイナミック内部宛先変換を設定します。

ip nat inside destination-list access-list-number
pool name

例：
Device(config)# ip nat inside
destination-list 2 pool real-hosts

ステップ 5   

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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 0

ステップ 6   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定し
ます。

ip address ip-addressmask

例：
Device(config-if)# ip address 192.168.201.1
255.255.255.240

ステップ 7   

内部と接続されることを示すマークをインターフェ

イスに付けます。

ip nat inside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

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、グローバルコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 9   

異なる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。

interface type number

例：
Device(config)# interface serial 0

ステップ 10   

インターフェイスのプライマリ IPアドレスを設定し
ます。

ip address ip-address mask

例：
Device(config-if)# ip address
192.168.15.129 255.255.255.240

ステップ 11   

外部と接続されることを示すマークをインターフェ

イスに付けます。

ip nat outside

例：
Device(config-if)# ip nat outside

ステップ 12   

（任意）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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 13   

内部インターフェイスでのルートマップのイネーブル化

はじめる前に

作業で使用する必要のあるルートマップはすべて、設定作業を開始する前に設定しておく必要が

あります。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | static

local-ip global-ip [route-map map-name]}
4. exit
5. show ip nat translations [verbose]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

NAT内部インターフェイスで設定されたスタティッ
ク NATを使ったルートマッピングをイネーブル
にします。

ip nat inside source {list {access-list-number |
access-list-name} pool pool-name [overload] | static
local-ip global-ip [route-map map-name]}

例：
Device(config)# ip nat inside source static
192.168.201.6 192.168.201.21 route-map isp2

ステップ 3   

グローバル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。
exit

例：
Device(config)# exit

ステップ 4   

（任意）アクティブな NATを表示します。show ip nat translations [verbose]

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 5   

NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネーブル化
NAT Route Maps Outside-to-Insideサポート機能により、外部から内部に向けて IPセッションを開
始できるようにするネットワークアドレス変換（NAT）ルートマップコンフィギュレーション
の設定が可能になります。 NAT Route Maps Outside-to-Insideサポート機能をイネーブルにするに
は、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat pool name start-ip end-ip netmask netmask
4. ip nat pool name start-ip end-ip netmask netmask
5. ip nat inside source route-map name pool name [reversible]
6. ip nat inside source route-map name pool name [reversible]
7. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Device(config)# configure terminal

ステップ 2   

NATで使用されるネットワークアドレスプールを
定義します。

ip nat pool name start-ip end-ip netmask netmask

例：
Device(config)# ip nat pool POOL-A
192.168.201.4 192.168.201.6 netmask
255.255.255.128

ステップ 3   

NATで使用されるネットワークアドレスプールを
定義します。

ip nat pool name start-ip end-ip netmask netmask

例：
Device(config)# ip nat pool POOL-B
192.168.201.7 192.168.201.9 netmask
255.255.255.128

ステップ 4   

Outside-to-Insideで開始されたセッションが、宛先
ベースのNATに対してルートマップを使用できる
ようにします。

ip nat inside source route-map name pool name
[reversible]

例：
Device(config)# ip nat inside source
route-map MAP-A pool POOL-A reversible

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

Outside-to-Insideで開始されたセッションが、宛先
ベースのNATに対してルートマップを使用できる
ようにします。

ip nat inside source route-map name pool name
[reversible]

例：
Device(config)# ip nat inside source
route-map MAP-B pool POOL-B reversible

ステップ 6   

（任意）グローバル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。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 7   

外部 IP アドレスのみの NAT の設定
外部 IPアドレスの NATを設定する場合、あらゆるアプリケーションおよびトラフィックタイプ
の埋め込み IPアドレスをすべて無視するように NATを設定できます。企業ネットワークの外部
にあるホストとトラフィック間のトラフィックは、内部ネットワークを通過します。NAT用に設
定されたデバイスは、内部ネットワーク内でルーティングできるアドレスにパケットを変換しま

す。目的の宛先が企業ネットワークの外部にある場合、パケットは外部アドレスに逆変換されて

送信されます。

外部ローカルアドレス用のスタティックルートを追加するように ip nat outside source static
コマンドを設定すると、パケットの変換に遅延が生じ、パケットがドロップされます。パケッ

トがドロップされるのは、NATがスタティック変換用に設定されている場合、初期同期（SYN）
パケットのショートカットが作成されないためです。パケットがドロップされないようにす

るには、ip nat outside source static add-routeコマンドまたは ip routeコマンドのいずれかを設
定します。

（注）

外部 IPアドレスのみの NATを設定する利点は、次のとおりです。

•企業は、企業バックボーンネットワークとしてインターネットを使用できます。

•ヘッダーの変換のみを必要とするネットワークアーキテクチャを使用できます。

•開始時点で、エンドクライアントに使用可能な IPアドレスが与えられます。このアドレス
は、IPsec接続とトラフィックフローに使用されるアドレスです。

•特別にルートを更新しなくても、パブリックおよびプライベートネットワークアーキテク
チャがサポートされます。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | static

network local-ip global-ip [no-payload]}
4. ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | static {tcp

| udp} local-ip local-port global-ip global-port [no-payload]}
5. ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | static

[network] local-network-mask global-network-mask [no-payload]}
6. ip nat outside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | static

local-ip global-ip [no-payload]}
7. ip nat outside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | static

{tcp | udp} local-ip local-port global-ip global-port [no-payload]}
8. ip nat outside source {list {access-list-number | access-list-name} pool pool-name [overload] | static

[network] local-network-mask global-network-mask [no-payload]}
9. exit
10. show ip nat translations [verbose]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

内部ホストデバイスでのネットワークパ

ケット変換をディセーブルにします。

ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name}
pool pool-name [overload] | static network local-ip global-ip
[no-payload]}

ステップ 3   

例：
Device(config)# ip nat inside source static network
10.1.1.1 192.168.251.0/24 no-payload

内部ホストデバイスでのポートパケット

変換をディセーブルにします。

ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name}
pool pool-name [overload] | static {tcp | udp} local-ip local-port
global-ip global-port [no-payload]}

ステップ 4   

例：
Device(config)# ip nat inside source static tcp
10.1.1.1 2000 192.168.1.1 2000 no-payload
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目的コマンドまたはアクション

内部ホストデバイスでのパケット変換を

ディセーブルにします。

ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name}
pool pool-name [overload] | static [network]
local-network-mask global-network-mask [no-payload]}

ステップ 5   

例：
Device(config)# ip nat inside source static 10.1.1.1
192.168.1.1 no-payload

外部ホストデバイスでのパケット変換を

ディセーブルにします。

ip nat outside source {list {access-list-number |
access-list-name} pool pool-name [overload] | static local-ip
global-ip [no-payload]}

ステップ 6   

例：
Device(config)# ip nat outside source static 10.1.1.1
192.168.1.1 no-payload

外部ホストデバイスでのポートパケット

変換をディセーブルにします。

ip nat outside source {list {access-list-number |
access-list-name} pool pool-name [overload] | static {tcp | udp}
local-ip local-port global-ip global-port [no-payload]}

ステップ 7   

例：
Device(config)# ip nat outside source static tcp
10.1.1.1 20000 192.168.1.1 20000 no-payload

外部ホストデバイスでのネットワークパ

ケット変換をディセーブルにします。

ip nat outside source {list {access-list-number |
access-list-name} pool pool-name [overload] | static [network]
local-network-mask global-network-mask [no-payload]}

ステップ 8   

例：
Device(config)# ip nat outside source static network
10.1.1.1 192.168.251.0/24 no-payload

グローバル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。

exit

例：
Device(config)# exit

ステップ 9   

アクティブな NATを表示します。show ip nat translations [verbose]

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 10   
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NAT Default Inside Server 機能の設定
NAT Default Inside Server機能は、外部から、指定された内部ローカルアドレスにパケットを転送
する場合に使用します。既存のダイナミック変換またはスタティックポート変換に一致しないト

ラフィックはリダイレクトされ、パケットはドロップされません。

ダイナミックマッピングとインターフェイスオーバーロードは、ゲーム用デバイスに設定できま

す。オンラインゲームでは、外部トラフィックは異なる UDPに到着します。パケットが、企業
ネットワーク外からインターフェイス宛に送信され、完全に拡張されたエントリまたはスタティッ

クポートエントリに一致するものが NATテーブルに存在しない場合、このパケットは、単純な
スタティックエントリを使用してゲーム用デバイスに転送されます。

（注） •この機能は、PCとは異なる IPアドレスを持つゲーム用デバイスを設定するために使用し
ます。迷惑なトラフィックやDoS攻撃を回避するには、アクセスリストを使用します。

• PCから外部へのトラフィックについては、ルートマップを使用して、拡張エントリが作
成されるようにしてください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip nat inside source static local-ip interface type number
4. ip nat inside source static tcp local-ip local-port interface global-port
5. exit
6. show ip nat translations [verbose]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイス上でスタティックNATをイネー
ブルにします。

ip nat inside source static local-ip interface type
number

例：
Device(config)# ip nat inside source static
10.1.1.1 interface Ethernet 1/1

ステップ 3   

（任意）外部からデバイスへのTelnetの使用をイ
ネーブルにします。

ip nat inside source static tcp local-ip local-port
interface global-port

例：
Device(config)# ip nat inside source static
tcp 10.1.1.1 23 interface 23

ステップ 4   

グローバル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。
exit

例：
Device(config)# exit

ステップ 5   

（任意）アクティブな NATを表示します。show ip nat translations [verbose]

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 6   

NAT ルータでの RTSP の再イネーブル化
Real Time Streaming Protocol（RTSP）は、クライアント/サーバマルチメディアプレゼンテーショ
ン制御プロトコルの一種で、マルチメディアアプリケーションの配信をサポートしています。

RTSPを使用するアプリケーションには、MicrosoftのWindows Media Services（WMS）、Apple
Computerの QuickTime、RealNetworksの RealSystem G2などがあります。

接続を成功させるには、RTSPプロトコルが NATルータを通過するときに、埋め込みアドレスと
ポートを変換する必要があります。 NATでは、ペイロードを解析し、RTSPペイロード中の埋め
込み情報を変換するために、Network Based Application Recognition（NBAR）アーキテクチャが使
用されます。

RTSPはデフォルトでイネーブルになっています。この設定がディセーブルになっている場合に、
NATルータで RTSPを再度イネーブルにするには、ip nat service rtsp port port-numberコマンドを
使用します。
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スタティック IP アドレスを持つユーザのサポートの設定
スタティック IPアドレスを持つユーザに対するサポートを設定すると、このようなユーザはパブ
リックワイヤレス LAN環境で IPセッションを確立できるようになります。

はじめる前に

スタティック IPアドレスを使用しているユーザのサポートを設定する前に、まず、ルータでNAT
をイネーブルにし、RADIUSサーバホストを設定する必要があります。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip nat inside
5. exit
6. ip nat allow-static-host
7. ip nat pool name start-ip end-ip netmask netmask accounting list-name
8. ip nat inside source list access-list-number poolname
9. access-list access-list-number deny ip source
10. end
11. show ip nat translations verbose

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスを設定し、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。

interface type number

例：
Device(config)# interface ethernet 1

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

内部と接続されることを示すマークをインターフェイスに

付けます。

ip nat inside

例：
Device(config-if)# ip nat inside

ステップ 4   

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、グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 5   

スタティック IPアドレスのサポートをイネーブルにしま
す。

ip nat allow-static-host

例：
Device(config)# ip nat
allow-static-host

ステップ 6   

•このインターフェイスでは、ダイナミックアドレス
解決プロトコル（ARP）の学習はディセーブルされま
す。また、スタティック IPホストのARPエントリの
作成と削除は NATにより制御されます。

スタティック IPホストの認証に使用される、既存の
RADIUSプロファイル名を指定します。

ip nat pool name start-ip end-ip netmask
netmask accounting list-name

例：
Device(config)# ip nat pool pool1
172.16.0.0 172.16.0.254 netmask
255.255.255.0 accounting WLAN-ACCT

ステップ 7   

スタティック IPサポートに使用されるアクセスリストと
プールを指定します。

ip nat inside source list access-list-number
poolname

例：
Device(config)# ip nat inside source
list 1 pool net-208

ステップ 8   

•指定されたアクセスリストはすべてのトラフィック
を許可する必要があります。

NATからデバイスのトラフィックを削除します。access-list access-list-number deny ip source

例：
Device(config)# access-list 1 deny ip
192.168.196.51

ステップ 9   

• source引数は、NATスタティック IPサポート機能を
サポートするデバイスの IPアドレスです。

（任意）グローバル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。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 10   

（任意）アクティブな NAT変換および各変換テーブルエ
ントリの追加情報（エントリがいつ作成および使用された

かなど）が表示されます。

show ip nat translations verbose

例：
Device# show ip nat translations
verbose

ステップ 11   
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例

次に、show ip nat translations verboseコマンドの出力例を示します。
Device# show ip nat translations verbose

--- 172.16.0.0 10.1.1.1 --- ---
create 00:05:59, use 00:03:39, left 23:56:20, Map-Id(In): 1, flags: none wlan-flags: Secure
ARP added, Accounting Start sent Mac-Address:0010.7bc2.9ff6 Input-IDB:Ethernet1/2, use_count:
0, entry-id:7, lc_entries: 0

NAT 変換のレート制限機能の設定

手順の概要

1. enable
2. show ip nat translations
3. configure terminal
4. ip nat translation max-entries {number | all-vrf number | host ip-address number | list listname number

| vrf name number}
5. end
6. show ip nat statistics

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

（任意）アクティブな NATを表示します。show ip nat translations

例：
Device# show ip nat translations

ステップ 2   

•特定のホスト、アクセスコントロールリスト、または VRF
インスタンスが予想外に大量の NAT要求を生成している場
合、それが悪意のあるウイルスやワーム攻撃の元凶である可

能性があります。

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。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

指定された送信元に許容されるNATエントリの最大数を設定しま
す。

ip nat translation max-entries
{number | all-vrf number | host
ip-address number | list listname
number | vrf name number}

ステップ 4   

•許容される NATエントリの最大数は 2147483647ですが、通
常の NATレート制限の範囲は 100～ 300エントリです。

例：
Device(config)# ip nat
translation max-entries 300

•すべての VRFインスタンスに対する NATレート制限を設定
すると、各 VRFインスタンスは、指定した NATエントリの
最大数に制限されます。

•特定の VRFインスタンスに対する NATレート制限を設定す
る場合、すべての VRFインスタンスに許容される NATエン
トリの最大数よりも大きい、または小さい値を、指定した

VRFインスタンスに対する最大数に指定します。

グローバル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。

end

例：
Device(config)# end

ステップ 5   

（任意）NATレート制限の設定値を含む、現在の NAT使用に関
する情報を表示します。

show ip nat statistics

例：
Device# show ip nat statistics

ステップ 6   

• NATレート制限の設定後、show ip nat statisticsコマンドを使
用して、現在の NATレート制限の設定を検証します。

IP アドレス節約のための NAT 設定例

例：内部送信元アドレスのスタティック変換の設定

次に、10.114.11.0ネットワークからアドレス指定される複数の内部ホストの、グローバルに一意
な 172.31.233.208/28ネットワークへの変換例を示します。その後、10.114.11.0ネットワーク（本
物の10.114.11.0ネットワーク）の外部ホストからやってきたパケットは、変換後、10.0.1.0/24ネッ
トワークからのもののように見えます。

ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.223 prefix-length 28
ip nat pool net-10 10.0.1.0 10.0.1.255 prefix-length 24
ip nat inside source list 1 pool net-208
ip nat outside source list 1 pool net-10
!
interface ethernet 0
ip address 172.31.232.182 255.255.255.240
ip nat outside
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!
interface ethernet 1
ip address 10.114.11.39 255.255.255.0
ip nat inside
!
access-list 1 permit 10.114.11.0 0.0.0.255

次に、vrf1および vrf2VPNについて、共有サービスへのスタティックルートを持つプロバイダー
エッジ（PE）ルータで設定された NATの例を示します。 NATは、内部送信元スタティック 1対
1変換として設定されます。

ip nat pool outside 10.4.4.1 10.4.4.254 netmask 255.255.255.0
ip nat outside source list 1 pool mypool
access-list 1 permit 172.16.18.0 0.0.0.255
ip nat inside source static 192.168.121.33 10.2.2.1 vrf vrf1
ip nat inside source static 192.169.121.33.10.2.2.2 vrf vrf2

例：内部送信元アドレスのダイナミック変換の設定

次の例では、内部ホストのアドレス 192.168.1.0または 192.168.2.0のネットワークが、グローバル
に一意な 172.31.233.208/28のネットワークにどのように変換されるかを示しています。

ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.223 prefix-length 9
ip nat inside source list 1 pool net-208
!
interface ethernet 0
ip address 172.31.232.182 255.255.255.240
ip nat outside
!
interface ethernet 1
ip address 192.168.1.94 255.255.255.0
ip nat inside
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255

次の例では、どのようにして、NATを実行しているプロバイダーエッジ（PE）デバイスにロー
カルなトラフィックのみが変換されるかを示しています。

ip nat inside source list 1 interface e 0 vrf vrf1 overload
ip nat inside source list 1 interface e 0 vrf vrf2 overload
!
ip route vrf vrf1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
ip route vrf vrf2 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
!
access-list 1 permit 10.1.1.1.0 0.0.0.255
!
ip nat inside source list 1 interface e 1 vrf vrf1 overload
ip nat inside source list 1 interface e 1 vrf vrf2 overload
!
ip route vrf vrf1 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 global
ip route vrf vrf2 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 global
access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255

例：NAT を使用した内部ユーザのインターネットへのアクセスの許可
次に、net-208というアドレスプールの作成方法の例を示します。このプールには、172.31.233.208
～ 172.31.233.233のアドレスが含まれます。アクセスリスト 1には、SAが 192.168.1.0～
192.168.1.255の範囲に含まれるパケットが許可されます。変換が存在しない場合、アクセスリス
ト 1に一致するパケットは、このプールに含まれるアドレスに変換されます。ルータは複数の
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ローカルアドレス（192.168.1.0～ 192.168.1.255）に、同じグローバルアドレスの使用を許可しま
す。ルータは接続を区別するためにポート番号を保持します。

ip nat pool net-208 172.31.233.208 172.31.233.233 netmask 255.255.255.240
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 pool net-208 overload
interface ethernet 1
ip address 192.168.201.1 255.255.255.240
ip nat inside
!
interface ethernet 0
ip address 192.168.201.29 255.255.255.240
ip nat outside
!

例：NAT を使用したオーバーラップするネットワークに対する通信の
許可

例：サーバ TCP のロードバランシングの設定
次の例の目的は、一連の実ホストの間で接続が分散される仮想アドレスを定義することです。

プールは実ホストのアドレスを定義します。アクセスリストは仮想アドレスを定義します。変

換がまだ存在しない場合、シリアルインターフェイス 0（外部インターフェイス）からの TCPパ
ケットのうち、アクセスリストと一致する宛先を持つものは、このプールに含まれるアドレスに

変換されます。

ip nat pool real-hosts 192.168.15.2 192.168.15.15 prefix-length 28 type rotary
access-list 2 permit 192.168.15.1
ip nat inside destination list 2 pool real-hosts
interface ethernet 0
ip address 192.168.15.129 255.255.255.240
ip nat inside
!
interface serial 0
ip address 192.168.15.17 255.255.255.240
ip nat outside
!

例：内部インターフェイスでのルートマップのイネーブル化
ip nat inside source static 192.168.201.6 192.168.201.21
!

例：NAT Route Maps Outside-to-Inside サポートのイネーブル化
次の例では、宛先ベースのネットワークアドレス変換（NAT）に対する Outside-to-Inside変換を
許可するようにルートマップ Aおよびルートマップ Bを設定する方法を示します。
ip nat pool POOL-A 192.168.201.4 192.168.201.6 netmask 255.255.255.128
ip nat pool POOL-B 192.168.201.7 192.168.201.9 netmask 255.255.255.128
ip nat inside source route-map MAP-A pool POOL-A reversible
ip nat inside source route-map MAP-B pool POOL-B reversible
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例：外部 IP アドレスのみの NAT の設定
ip nat inside source static network 10.1.1.1 192.168.2510/24 no-payload
ip nat inside source static tcp 10.1.1.1 2000 192.168.1.1 2000 no-payload
ip nat inside source static 10.1.1.1 192.168.1.1 no-payload
ip nat outside source static 10.1.1. 192.168.1.1 no-payload
ip nat outside source static tcp 10.1.1.1 20000 192.168.1.1 20000 no-payload
ip nat outside source static network 10.1.1.1 192.168.251.0/24 no-payload

例：スタティック IP アドレスを持つユーザのサポートの設定

interface ethernet 1
ip nat inside
!
ip nat allow-static-host
ip nat pool pool1 172.16.0.0 172.16.0.254 netmask 255.255.255.0 accounting WLAN-ACCT
ip nat inside source list 1 pool net-208
access-list 1 deny ip 192.168.196.51

例：NAT スタティック IP サポートの設定
次の例では、192.168.196.51にあるルータに対するスタティック IPアドレスサポートをイネーブ
ルにする方法を示します。

interface ethernet 1
ip nat inside
ip nat allow-static-host
ip nat pool net-208 172.16.1.1 172.16.1.10 netmask 255.255.255.0 accounting WLAN-ACCT
ip nat inside source list 1 pool net-208
access-list 1 deny ip 192.168.196.51

例：NAT スタティック IP サポートに使用される RADIUS プロファイルの作成
次の例では、NATスタティック IPサポート機能で使用されるRADIUSプロファイル aaa new-model
の作成方法を示します

aaa new-model
!
aaa group server radius WLAN-RADIUS
server 172.16.88.1 auth-port 1645 acct-port 1645
server 172.16.88.1 auth-port 1645 acct-port 1646
!
aaa accounting network WLAN-ACCT start-stop group WLAN-RADIUS
aaa session-id common
ip radius source-interface Ethernet3/0
radius-server host 172.31.88.1 auth-port 1645 acct-port 1646
radius-server key cisco

例：NAT 変換のレート制限機能の設定
次の例では、許容される NATエントリの最大数を 300に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries 300
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次の例では、VRFインスタンス「vrf1」の NATエントリ数を 150に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries vrf vrf1 150

次の例では、各 VRFインスタンスの NATエントリ数を 200に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries all-vrf 200

次の例では、VRFインスタンス「vrf2」の NATエントリ数を 225に、その他すべての VRFイン
スタンスの NATエントリ数をそれぞれ 100に制限する方法を示します。
ip nat translation max-entries all-vrf 100
ip nat translation max-entries vrf vrf2 225

次の例では、アクセスコントロールリスト「vrf3」の NATエントリ数を 100に制限する方法を
示します。

ip nat translation max-entries list vrf3 100

次の例では、IPアドレス 10.0.0.1にあるホストの NATエントリ数を 300に制限する方法を示しま
す。

ip nat translation max-entries host 10.0.0.1 300

例：グローバル NAT レート制限の設定
次の例では、許容される NATエントリの最大数を 300に制限する方法を示します。

ip nat translation max-entries 300

例：特定の VRF インスタンスで使用される NAT レート制限の設定
次の例では、VRFインスタンス「vrf1」の NATエントリ数を 150に制限する方法を示します。

ip nat translation max-entries vrf vrf1 150

例：すべての VRF インスタンスで使用される NAT レート制限の設定
次の例では、各 VRFインスタンスの NATエントリ数を 200に制限する方法を示します。

ip nat translation max-entries all-vrf 200

次の例では、VRFインスタンス「vrf2」の NATエントリ数を 225に、その他すべての VRFイン
スタンスの NATエントリ数をそれぞれ 100に制限する方法を示します。

ip nat translation max-entries all-vrf 100
ip nat translation max-entries vrf vrf2 225

例：アクセスコントロールリストで使用される NAT レート制限の設定
次の例では、アクセスコントロールリスト「vrf3」の NATエントリ数を 100に制限する方法を
示します。

ip nat translation max-entries list vrf3 100
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例：IP アドレスで使用される NAT レート制限の設定
次の例では、IPアドレス 10.0.0.1にあるホストの NATエントリ数を 300に制限する方法を示しま
す。

ip nat translation max-entries host 10.0.0.1 300

次の作業
•アプリケーションレベルゲートウェイで使用するための NATの設定については、「NATで
のアプリケーションレベルゲートウェイの使用」モジュールを参照してください。

• NATを確認、モニタ、およびメンテナンスするには、「NATのモニタリングおよびメンテ
ナンス」モジュールを参照してください。

• NATをマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPNと統合するには、「MPLSVPN
と NATの統合」モジュールを参照してください。

•ハイアベイラビリティを得るための NATの設定については、「ハイアベイラビリティ用
NATの設定」モジュールを参照してください。

IP アドレス変換用の NAT の設定に関するその他の関連資
料

関連資料

参照先関連項目

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

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

NATコマンド：コマンド構文の詳細、コ
マンドモード、コマンド履歴、デフォル

ト、使用上の注意事項、および例

「Using Application Level Gatewayswith NAT」モジュー
ル

アプリケーションレベルゲートウェイ

『 IP Access List Sequence Numbering』マニュアルIPアクセスリストへのシーケンス番号づ
け

『RADIUS Attributes Overview and RADIUS IETF
Attributes』モジュール

RADIUS属性の概要
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http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-2mt/iadnat-applvlgw.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-2mt/iadnat-applvlgw.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-2mt/iadnat-monmain.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-2mt/iadnat-monmain.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-2mt/iadnat-mpls-vpn.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-2mt/iadnat-mpls-vpn.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-2mt/iadnat-ha.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-2mt/iadnat-ha.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsaclseq.html


標準および RFC

タイトル標準/RFC

『Internet Assigned Numbers Authority』RFC 1597

『The IP Network Address Translation (NAT)』RFC 1631

『Address Allocation for Private Internets』RFC 1918

『IP Network Address Translation (NAT) Terminology and
Considerations』

RFC 2663

『Traditional IP Network Address Translation (Traditional
NAT)』

RFC 3022

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートおよびドキュメンテーション

Webサイトでは、ダウンロード可能なマニュア
ル、ソフトウェア、ツールなどのオンラインリ

ソースを提供しています。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。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。

IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコ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にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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http://tools.ietf.org/html/rfc1597
http://www.ietf.org/rfc/rfc1631.txt
http://tools.ietf.org/html/rfc1918
http://tools.ietf.org/html/rfc2663
http://tools.ietf.org/html/rfc2663
http://www.ietf.org/rfc/rfc3022.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3022.txt
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
http://www.cisco.com/go/cfn


表 1：IP アドレス節約のための NAT 設定に関する機能情報

機能情報リリース機能名

ルートマップを使用した宛先ベース NAT
機能によって、ルートマップを使用した

宛先ベース NATに対するサポートが追加
されます。

Cisco IOSXERelease
2.1

ルートマップを使用した宛先

ベース NAT

Cisco IOS XEソフトウェアでは、NAT重
複内部グローバルアドレス機能をサポー

トしています。

Cisco IOSXERelease
2.1

NAT重複内部グローバルアド
レス

ネットワーク管理を容易にするため、サイ

トによっては、アドレスではなくプレ

フィックスを変換します。これらのサイ

トでは、変換済みアドレスのホスト番号を

元のアドレスのホスト番号と同じにする必

要があります。2つのプレフィックスの長
さは同じである必要があります。 NATホ
スト番号保持機能は、match-hostタイプの
アドレスプールをダイナミック変換に設

定することによりイネーブルにできます。

Cisco IOSXERelease
2.1

NATホスト番号保持

NATパフォーマンスの向上：変換テーブ
ルの最適化機能は、変換テーブルエント

リを格納するためのより優れた構造、およ

びテーブルエントリを IP接続に関連付け
るためのテーブルでの最適化された参照を

提供します。

Cisco IOSXERelease
2.1

NATパフォーマンスの向上：
変換テーブルの最適化

NAT Route Maps Outside-to-Insideサポート
機能により、外部から内部に向けてIPセッ
ションを開始できるようにする NATルー
トマップコンフィギュレーションの実装

が可能になります。

Cisco IOSXERelease
2.2

NAT Route Maps
Outside-to-Insideサポート

NATスタティック IPサポート機能は、ス
タティック IPアドレスを持つユーザがパ
ブリックワイヤレス LAN環境で IPセッ
ションを確立できるようにサポートしま

す。

Cisco IOSXERelease
2.1

NATスタティック IPサポート

NATタイマー機能により、NAT変換がタ
イムアウトするまでの時間を変更できま

す。

Cisco IOSXERelease
2.1

NATタイマー
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機能情報リリース機能名

外部 IPアドレスのみのNAT変換機能を使
用して、あらゆるアプリケーションおよび

トラフィックタイプの埋め込み IPアドレ
スをすべて無視するように NATを設定で
きます。

Cisco IOSXERelease
2.1

外部 IPアドレスのみのNAT変
換

NAT変換のレート制限機能により、ルー
タ上でのネットワークアドレス変換

（NAT）動作の同時実行最大数を制限でき
るようになりました。これにより、ユー

ザが NATアドレスの使用方法をより詳細
に管理できるようになるだけでなく、NAT
変換のレート制限機能を使用して、ウイル

スやワーム、サービス拒絶攻撃の影響を制

限できるようになります。

Cisco IOSXERelease
2.1

NAT変換のレート制限
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