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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。

ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT に対する
シャーシ間非対称ルーティングサポートの制約事項

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）および VPN経由の非対称ルーティングは
サポートされません。

•仮想 IPアドレスおよび仮想MAC（VMAC）アドレスを使用するLANでは、非対称ルーティ
ングをサポートしません。

• VPNルーティングおよび転送（VRF）はサポートされません。

ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT に対する
シャーシ間非対称ルーティングサポートについて

非対称ルーティングの概要

非対称ルーティングは、TCPまたはUDP接続の複数のパケットが、異なるルートを経由して異な
る方向に送信される場合に発生します。非対称ルーティングでは、単一の TCPまたは UDP接続
に属しているパケットは、冗長グループ（RG）内の 1つのインターフェイスを経由して転送さ
れ、同じRG内の別のインターフェイスを経由して戻されます。非対称ルーティングでは、パケッ
トフローは同じ RG内にあります。非対称ルーティングを設定する場合、スタンバイ RGで受信
したパケットは処理のためにアクティブ RGにリダイレクトされます。非対称ルーティングが設
定されていない場合、スタンバイRGで受信されたパケットがドロップされる可能性があります。

非対称ルーティングによって、特定のトラフィックフロー用のRGが決定されます。RGのステー
トはパケット処理の決定において不可欠です。 RGがアクティブの場合、通常のパケット処理が
実行されます。RGがスタンバイステートにあり、非対称ルーティングおよび asymmetric-routing
always-divert enableコマンドが設定されている場合、パケットはアクティブRGに転送されます。
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スタンバイ RGから受信したパケットを常にアクティブ RGに転送するには、asymmetric-routing
always-divert enableコマンドを使用します。

以下の図は、異なる非対称ルーティングインターリンクインターフェイスによりパケットをアク

ティブ RGに転送する非対称ルーティングシナリオを示しています。

図 1：非対称ルーティングシナリオ

非対称ルーティングには、次のルールが適用されます。

•冗長インターフェイス ID（RII）とインターフェイスの間には 1対 1マッピングが存在しま
す。

•インターフェイスとRGの間には、1対nマッピングが存在します。（インターフェイスは、
複数の RGを持つことができます）

• RGとそれを使用するアプリケーションの間には、1対 nマッピングが存在します（複数の
アプリケーションが同じ RGを使用できます）。

• RGとトラフィックフローの間には、1対 1マッピングが存在します。トラフィックフロー
は、単一 RGにのみマッピングする必要があります。トラフィックフローが複数の RGに
マッピングされると、エラーが発生します。
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•インターリンクに、すべてのRGインターリンクトラフィックをサポートするだけの十分な
帯域幅があれば、RGおよび非対称ルーティングインターリンク間に 1対 1または 1対 nの
マッピングが存在できます。

非対称ルーティングは、転送されるすべてのトラフィックを処理するインターリンクインター

フェイスで構成されます。非対称ルーティングインターリンクインターフェイスには、転送が

予期されるすべてのトラフィックを処理するために十分な大きさの帯域幅が必要です。 IPv4アド
レスは非対称ルーティングインターリンクインターフェイス上で設定する必要があり、非対称

ルーティングインターフェイスの IPアドレスはこのインターフェイスからアクセス可能である必
要があります。

非対称ルーティングインターリンクインターフェイスは、インターリンクトラフィックにの

み使用し、ハイアベイラビリティ（HA）コントロールまたはデータインターフェイスとは共
有しないことをお勧めします。これは、非対称ルーティングインターリンクインターフェイ

ス上のトラフィック量が非常に大きくなる場合があるためです。

（注）

ファイアウォールでの非対称ルーティングサポート

ボックス内非対称ルーティングサポートのために、ファイアウォールでは、インターネット制御

メッセージプロトコル（ICMP）、TCP、および UDPパケットのステートフルレイヤ 3およびレ
イヤ 4インスペクションを行います。ファイアウォールは、パケットのウィンドウサイズと順序
を検証することにより、TCPパケットのステートフルインスペクションを実行します。ステート
フルインスペクション用に、ファイアウォールでは、トラフィックの双方向からのステート情報

も必要とします。ファイアウォールが行う ICMP情報フローのインスペクションは限定的です。
ICMPエコー要求および応答に関連付けられているシーケンス番号が確認されます。ファイア
ウォールでスタンバイ冗長グループ（RG）とパケットフローの同期が行われるのは、そのパケッ
トに対してセッションが確立された後です。確立されるセッションは、TCP、UDPの 2番目のパ
ケット、および ICMPの情報メッセージに対するスリーウェイハンドシェイクです。すべての
ICMPフローがアクティブ RGに送信されます。

ファイアウォールにより、ICMP、TCP、および UDPプロトコルに属さないパケットについて、
ポリシーのステートレスな検証が行われます。

ファイアウォールは、いつパケットフローをエージングアウトするかの判別に双方向トラフィッ

クを利用し、検査済みのパケットフローをすべてアクティブRGに転送します。パスポリシーを
持つパケットフローおよびポリシーおよびドロップポリシーのない同じゾーンを含むパスポリ

シーは転送されません。

ファイアウォールでは、スタンバイ RGで受信したパケットをアクティブ RGに転送する
asymmetric-routing always-divert enableコマンドをサポートしていません。デフォルトでは、
ファイアウォールはすべてのパケットフローを強制的にアクティブ RGに転送します。

（注）
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NAT の非対称ルーティング
非対称ルーティングが設定されている場合、ネットワークアドレス変換（NAT）のデフォルトで
は、非 ALGパケットはアクティブ RGに転送するのではなく、スタンバイ RGで処理します。
NATのみの設定（ファイアウォールが設定されていない場合）では、パケットの処理にアクティ
ブおよびスタンバイ両方の RGを使用できます。 NATのみの設定があり、非対称ルーティングを
設定している場合のデフォルトの非対称ルーティングルールは、NATではスタンバイ RGでパ
ケットを選択的に処理する、というものです。スタンバイ RGで受信したパケットをアクティブ
RGに転送するには、asymmetric-routing always-divert enableコマンドを設定します。または、
NATとともにファイアウォールを設定している場合のデフォルトの非対称ルーティングルール
は、常にパケットをアクティブ RGに転送する、というものです。

NATがスタンバイ RGでパケットを受信したときに、パケットの転送が設定されていない場合、
NATでは検索を実行してそのパケットのセッションが存在するかどうかを確認します。セッショ
ンが存在し、そのセッションに関連付けられたALGがない場合、NATはスタンバイRGでパケッ
トを処理します。セッションが存在している場合、スタンバイRGでのパケットの処理によって、
NATトラフィックの帯域幅が大幅に増加します。

ALGは、ペイロードを識別および変換し、子フローを作成するために、NATにより使用されま
す。 ALGが正しく機能するには、双方向トラフィックが必要です。 NATでは、ALGに関連付け
られているすべてのパケットフローで、すべてのトラフィックをアクティブ RGに転送する必要
があります。これは、セッションに関連付けられているALGデータがスタンバイRGで検出され
るかどうかを確認することによって行われます。ALGデータが存在する場合、非対称ルーティン
グのためにパケットが転送されます。

WAN-LAN トポロジでの非対称ルーティング
非対称ルーティングでサポートされるのは、WAN-LANトポロジのみです。WAN-LANトポロジ
では、デバイスは内部では LANインターフェイスを介して接続され、外部ではWANインター
フェイスを介して接続されます。WANリンク経由で受信したリターントラフィックのルーティ
ングは制御されません。非対称ルーティングでは、WAN-LANトポロジ内のWANリンク経由で

IP アドレッシング：NAT コンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（ASR 1000）
5

ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT に対するシャーシ間非対称ルーティングサポート
NAT の非対称ルーティング



受信したリターントラフィックのルーティングを制御します。以下の図は、WAN-LANトポロジ
を示しています。

図 2：WAN-LAN トポロジでの非対称ルーティング

ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT に対する
シャーシ間非対称ルーティングサポートの設定方法

冗長アプリケーショングループおよび冗長グループプロトコルの設

定

冗長グループは、次の設定要素で構成されます。

•各オブジェクトの優先度の減少量。

•優先度を減少させる障害（オブジェクト）

•フェールオーバー優先度

•フェールオーバーしきい値

•グループインスタンス

•グループ名
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•初期化遅延タイマー

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. redundancy
4. application redundancy
5. group id
6. name group-name
7. priority value [failover threshold value]
8. preempt
9. track object-number decrement number
10. exit
11. protocol id
12. timers hellotime {seconds |msec msec} holdtime {seconds |msec msec}
13. authentication {text string |md5 key-string [0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain key-chain-name}
14. bfd
15. 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   

•プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま
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 2   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。redundancy

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   

アプリケーションの冗長性を設定し、冗長アプリケーショ

ンコンフィギュレーションモードを開始します。

application redundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

冗長グループを設定し、冗長アプリケーショングループ

コンフィギュレーションモードを開始します。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   

プロトコルインスタンスに任意のエイリアスを指定しま

す。

name group-name

例：
Device(config-red-app-grp)# name
group1

ステップ 6   

冗長グループの初期優先度とフェールオーバーしきい値を

指定します。

priority value [failover threshold value]

例：
Device(config-red-app-grp)# priority
100 failover threshold 50

ステップ 7   

冗長グループに対するプリエンプションをイネーブルに

し、スタンバイデバイスがアクティブデバイスをプリエ

ンプション処理できるようにします。

preempt

例：
Device(config-red-app-grp)# preempt

ステップ 8   

•スタンバイデバイスによりプリエンプション処理が
行われるのは、その優先度がアクティブデバイスの

優先度より高い場合のみです。

冗長グループの優先度値を指定します。この値は、追跡対

象のオブジェクトでイベントが発生した場合に減らされま

す。

track object-number decrement number

例：
Device(config-red-app-grp)# track 50
decrement 50

ステップ 9   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーション

モードを終了し、冗長アプリケーションコンフィギュレー

ションモードを開始します。

exit

例：
Device(config-red-app-grp)# exit

ステップ 10   

コントロールインターフェイスに接続されるプロトコル

インスタンスを指定し、冗長アプリケーションプロトコ

ルコンフィギュレーションモードを開始します。

protocol id

例：
Device(config-red-app)# protocol 1

ステップ 11   

helloメッセージが送信される間隔と、デバイスがダウン
状態と宣言されるまでの時間を指定します。

timers hellotime {seconds |msec msec}
holdtime {seconds |msec msec}

例：
Device(config-red-app-prtcl)# timers
hellotime 3 holdtime 10

ステップ 12   

• holdtimeは、hellotimeの 3倍以上にする必要がありま
す。
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目的コマンドまたはアクション

認証情報を指定します。authentication {text string |md5 key-string
[0 | 7] key [timeout seconds] | key-chain
key-chain-name}

ステップ 13   

例：
Device(config-red-app-prtcl)#
authentication md5 key-string 0 n1
timeout 100

双方向フォワーディング検出（BFD）を使用してコント
ロールインターフェイスで実行されているフェールオー

bfd

例：
Device(config-red-app-prtcl)# bfd

ステップ 14   

バープロトコルを統合し、ミリ秒単位での障害検出を達

成できるようにします。

• BFDはデフォルトでイネーブルになっています。

冗長アプリケーションプロトコルコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-prtcl)# end

ステップ 15   

データ、コントロール、および非対称ルーティングインターフェイス

の設定

この作業では、次の冗長グループ（RG）要素を設定します。

•コントロールインターフェイスとして使用されるインターフェイス。

•データインターフェイスとして使用されるインターフェイス。

•非対称ルーティングに使用されるインターフェイス。これはオプションのタスクです。こ
の作業は、ネットワークアドレス変換（NAT）に非対称ルーティングを設定する場合にのみ
実行します。

ゾーンベースのファイアウォールについて、非対称ルーティング、データ、およびコントロー

ルは、別個のインターフェイスに設定する必要があります。ただし、ネットワークアドレス

変換（NAT）については、非対称ルーティング、データ、およびコントロールを同じインター
フェイスに設定できます。

（注）
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. redundancy
4. application redundancy
5. group id
6. data interface-type interface-number
7. control interface-type interface-number protocol id
8. timers delay seconds [reload seconds]
9. asymmetric-routing interface type number
10. asymmetric-routing always-divert enable
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   

冗長コンフィギュレーションモードを開始します。redundancy

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 3   

アプリケーションの冗長性を設定し、冗長アプリケー

ションコンフィギュレーションモードを開始します。

application redundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 4   

冗長グループ（RG）を設定し、冗長アプリケーション
グループコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

RGよりに使用されるデータインターフェイスを指定
します。

data interface-type interface-number

例：
Device(config-red-app-grp)# data
GigabitEthernet 0/0/1

ステップ 6   

RGにより使用されるコントロールインターフェイス
を指定します。

control interface-type interface-numberprotocol
id

例：
Device(config-red-app-grp)# control
GigabitEthernet 1/0/0 protocol 1

ステップ 7   

•コントロールインターフェイスは、コントロール
インターフェイスプロトコルのインスタンスにも

関連付けられます。

障害の発生後またはシステムのリロード後に開始され

るロールネゴシエーションの、RGによる遅延時間を
指定します。

timers delay seconds [reload seconds]

例：
Device(config-red-app-grp)# timers delay
100 reload 400

ステップ 8   

RGにより使用される非対称ルーティングインターフェ
イスを指定します。

asymmetric-routing interface type number

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing interface
GigabitEthernet 0/1/1

ステップ 9   

スタンバイ RGから受信したパケットを常にアクティ
ブ RGに転送します。

asymmetric-routing always-divert enable

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing always-divert enable

ステップ 10   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 11   
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インターフェイスでの冗長インターフェイス ID および非対称ルーティ
ングの設定

（注） •データインターフェイスまたはコントロールインターフェイスとして設定されているイ
ンターフェイスには、冗長インターフェイス ID（RII）は設定しないでください。

• RIIおよび非対称ルーティングは、アクティブおよびスタンバイ両方のデバイスに設定す
る必要があります。

•仮想 IPアドレスが設定されているインターフェイスでは、非対称ルーティングはイネー
ブルにできません。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. redundancy rii id
5. redundancy group id [decrement number]
6. redundancy asymmetric-routing enable
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# configure terminal

ステップ 2   

冗長グループ（RG）に関連付けるインターフェイスを選
択し、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
GigabitEthernet 0/1/3

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

冗長インターフェイス ID（RII）を設定します。redundancy rii id

例：
Device(config-if)# redundancy rii 600

ステップ 4   

RG冗長トラフィックインターフェイスコンフィギュレー
ションをイネーブルにし、インターフェイスがダウンした

場合の優先度の減少量を指定します。

redundancy group id [decrement number]

例：
Device(config-if)# redundancy group 1
decrement 20

ステップ 5   

非対称ルーティングがイネーブルになっている

トラフィックインターフェイスに RGを設定す
る必要はありません。

（注）

各 RGに非対称フロー転送トンネルを確立します。redundancy asymmetric-routing enable

例：
Device(config-if)# redundancy
asymmetric-routing enable

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、特権 EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 7   

非対称ルーティングを使用したダイナミック内部送信元変換の設定

次の設定は、非対称ルーティングを使用したダイナミック内部送信元変換の例です。非対称ルー

ティングは、ダイナミック外部送信元、スタティック内部および外部送信元、およびポートアド

レス変換（PAT）内部および外部送信元変換の各タイプのNAT設定を使用して設定できます。各
タイプの NAT設定の詳細については、「IPアドレス節約のための NAT設定」の章を参照してく
ださい。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ip address ip-address mask
5. ip nat outside
6. exit
7. redundancy
8. application redundancy
9. group id
10. asymmetric-routing always-divert enable
11. end
12. configure terminal
13. ip nat pool name start-ip end-ip {mask | prefix-length prefix-length}
14. exit
15. ip nat inside source list acl-number pool name redundancy redundancy-id mapping-id map-id
16. access-list standard-acl-number permit source-address wildcard-bits
17. 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   

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
gigabitethernet 0/1/3

ステップ 3   

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 10.1.1.1
255.255.255.0

ステップ 4   
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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 5   

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

に入ります。

exit

例：
Device(config-if)# exit

ステップ 6   

冗長性を設定し、冗長コンフィギュレーションモード

を開始します。

redundancy

例：
Device(config)# redundancy

ステップ 7   

アプリケーションの冗長性を設定し、冗長アプリケー

ションコンフィギュレーションモードを開始します。

application redundancy

例：
Device(config-red)# application
redundancy

ステップ 8   

冗長グループを設定し、冗長アプリケーショングルー

プコンフィギュレーションモードを開始します。

group id

例：
Device(config-red-app)# group 1

ステップ 9   

アクティブデバイスにトラフィックを転送します。asymmetric-routing always-divert enable

例：
Device(config-red-app-grp)#
asymmetric-routing always-divert enable

ステップ 10   

冗長アプリケーショングループコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権EXECモードを開始します。
end

例：
Device(config-red-app-grp)# end

ステップ 11   

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 12   

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 {mask |
prefix-length prefix-length}

ステップ 13   

• IP NATプールコンフィギュレーションモードを
開始します。例：

Device(config)# ip nat pool pool1
prefix-length 24
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目的コマンドまたはアクション

IP NATプールコンフィギュレーションモードを終了
します。続いて、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。

exit

例：
Device(config-ipnat-pool)# exit

ステップ 14   

内部送信元アドレスの NATをイネーブルにし、マッ
ピング IDを使用して NATを冗長グループに関連付け
ます。

ip nat inside source list acl-number pool name
redundancy redundancy-idmapping-idmap-id

例：
Device(config)# ip nat inside source
list pool pool1 redundancy 1 mapping-id
100

ステップ 15   

変換する内部アドレスの標準のアクセスリストを定義

します。

access-list standard-acl-number permit
source-address wildcard-bits

例：
Device(config)# access-list 10 permit
10.1.1.1 255.255.255.0

ステップ 16   

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モードを開始します。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 17   

ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT に対する
シャーシ間非対称ルーティングサポートの設定例

例：冗長アプリケーショングループおよび冗長グループプロトコル

の設定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# name group1
Device(config-red-app-grp)# priority 100 failover threshold 50
Device(config-red-app-grp)# preempt
Device(config-red-app-grp)# track 50 decrement 50
Device(config-red-app-grp)# exit
Device(config-red-app)# protocol 1
Device(config-red-app-prtcl)# timers hellotime 3 holdtime 10
Device(config-red-app-prtcl)# authentication md5 key-string 0 n1 timeout 100
Device(config-red-app-prtcl)# bfd
Device(config-red-app-prtcl)# end
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例：データ、コントロール、および非対称ルーティングインターフェ

イスの設定
Device# configure terminal
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 0/0/1
Device(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 1/0/0 protocol 1
Device(config-red-app-grp)# timers delay 100 reload 400
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing interface GigabitEthernet 0/1/1
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# end

例：インターフェイスでの冗長インターフェイス ID および非対称ルー
ティングの設定

Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/1/3
Device(config-if)# redundancy rii 600
Device(config-if)# redundancy group 1 decrement 20
Device(config-if)# redundancy asymmetric-routing enable
Device(config-if)# end

例：非対称ルーティングを使用したダイナミック内部送信元変換の設

定
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1/3
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# ip nat outside
Device(config-if)# exit
Device(config)# redundancy
Device(config-red)# application redundancy
Device(config-red-app)# group 1
Device(config-red-app-grp)# asymmetric-routing always-divert enable
Device(config-red-app-grp)# end
Device# configure terminal
Device(config)# ip nat pool pool1 prefix-length 24
Device(config-ipnat-pool)# exit
Device(config)# ip nat inside source list pool pool1 redundancy 1 mapping-id 100
Device(config)# access-list 10 permit 10.1.1.1 255.255.255.0
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ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT に対する
シャーシ間非対称ルーティングサポートに関するその他

の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

•『Cisco IOS Security Command Reference
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference
Commands S to Z』

セキュリティコマンド

「Configuring Firewall Stateful Inter-Chassis
Redundancy」モジュール

ファイアウォールシャーシ間冗長化

「Configuring Stateful Inter-Chassis Redundancy」
モジュール

NATシャーシ間冗長化
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その他の関連資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-a1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/d1/sec-d1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/m1/sec-m1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-s1-cr-book.html


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。

ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT に対する
シャーシ間非対称ルーティングサポートの機能情報

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。

表 1：ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT に対するシャーシ間非対称ルーティングサポートの機能
情報

機能情報リリース機能名

ゾーンベースのファイアウォールおよ

びNATに対するシャーシ間非対称ルー
ティングサポート機能では、パケット

処理のための、スタンバイ冗長グルー

プからアクティブ冗長グループへのパ

ケットの転送をサポートします。

コマンド asymmetric-routing、
redundancy asymmetric-routing enable
が導入または変更されました。

Cisco IOSXERelease 3.5Sゾーンベースのファイア

ウォールおよびNATに対する
シャーシ間非対称ルーティン

グサポート
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ゾーンベースのファイアウォールおよび NAT に対するシャーシ間非対称ルーティングサポートの機能情

報

http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/cfn
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