
MPLS ネットワークのトレース ルート 
目次

はじめに
背景説明
MPLS ネットワークの ICMP Traceroute
PE からリモート PE に引き起こされる ICMP トレース
CE からリモート CE に引き起こされる ICMP トレース
MPLS ネットワークの MPLS LSP Traceroute
PE からリモート PE に引き起こされる LSP トレース
CE からリモート CE に引き起こされる LSP トレース
関連情報

概要

この資料はマルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS） ネットワークでインターネット制御
メッセージ プロトコル（ICMP） traceroute 動作および LSP トレースとの速い比較を記述したも
のです。

背景説明

IP 環境では" TTL exceeded " ICMPエラーメッセージ（Type=11、Code=0）を生成し、パケット
ソース アドレスに送信 すると、Time To Live （TTL）が切れればパケットを受信するおよび、そ
れ期待されます場合のノード。 この概念は TTL で UDP パケットを次々に送信 することによって
1.から始まって出典から宛先に IPパスをトレースするために活用 されます。 この機能性のため
のまさに基本要件が次のとおりであることに注意できます:

パケットの送信元アドレスは通過 ノードから到達可能です●

ICMP はパスに沿ってフィルタリングされません●

MPLS 環境では、トランジット プロバイダー LSR は送信元アドレスに到達可能性が常にあるお
よび MPLS ドメインで ICMP 処理のための機能拡張を必要としないかもしれません。 

MPLS ネットワークの ICMP Traceroute

上ラベルの TTL=1 のパケットの受信のあらゆる LSR のデフォルトの動作はパケットおよびトリ
ガー ICMPエラーメッセージの廃棄の従来の IP 動作に続きます。 ICMP メッセージを出典にルー
ティングするために、LSR はこれを行います:

バッファリングして下さい着信パケット（TTL=1 と受信されるパケット）からのラベルスタ
ックを

●

受け取り パケットからの送信元アドレスとして自身のアドレスおよび宛先として出典の
ICMPエラーメッセージを生成して下さい。

●

（最初ものを除く TTL=255 のステップで 1）先にバッファリングされたの下部のからのすべ
てのラベルをラベルスタック 追加 して下さい。

●



上ラベルをバッファリングされたラベルスタックから得、ラベルおよび関連するネクスト ホ
ップを交換するために得るようにローカル LFIB ルックアップを行って下さい。

●

新しいラベルを TTL=255 のトップ・オブ・スタックに追加 し、送信 して下さい。●

次にこのアプローチによって、ICMPエラーメッセージは実原始にから出力 LER におよび入力
LER に戻って中継 LSR 横断します。

PE からリモート PE に引き起こされる ICMP トレース

ICMP トレースが PE から同じ MPLS ドメイン内のリモート PE への引き起こされるとき動作を
説明する簡単な例はここにあります:

このトポロジーでは、ICMP traceroute が R2 から 10.1.4.4 への引き起こされるとき、最初のパケ
ットは 0 にパケットの受信の 1. R3 の TTL で減少し、TTL を引き起こします ICMP 世代別メカニ
ズムを送信 されます。



R3 はラベルスタックをバッファリングし、ICMPエラーメッセージを生成し、ICMPペイロードに
バッファからの入ラベル スタックを含めます。 それはラベル付きパケットの出典として更にラベ
ル付きパケットの着信インターフェイスからの送信元アドレスとの IP ヘッダーを、宛先アドレス
読み込みます。 TTL は 255 に設定 されます。 それは今バッファからのラベルスタックを押し、
上ラベルの操作を転送するための LFIB 表を参照します。 このトポロジーでは、受け取ったラベ
ルスタックは 17 です。 LFIB 表でルックアップを行うことで、ラベル 17 はラベル 16 と交換さ
れ、nexthop R6 の方に転送されます。 R6 はそれから上ラベルをぽんと鳴らし、R2 の方に IP パ
ケットを転送する R4 に転送します。

それが R2 で出力された traceroute で注意できるので入ラベルはパスに沿う各ホップによってリ
ストされます。

CE からリモート CE に引き起こされる ICMP トレース

ICMP トレースが CE から MPLS ドメイン上のリモート CE への引き起こされるとき動作を説明
する簡単な例はここにあります:



このトポロジーでは、ICMP traceroute が 192.168.5.5 （リモート CE）への R1 （CE）から引き
起こされるとき、最初のパケットは 1.の TTL で送信 されます。 これは正常な IPパケットであり
、従って R2 は ICMP を生成することおよび直接 R1 への送信の従来の動作に続きます。 TTL=2
と送信 された第 2 パケットは R3 で切れます。

R3 はラベルスタックをバッファリングし、ICMPエラーメッセージを生成し、ICMPペイロードに
バッファからの入ラベル スタックを含めます。 それはラベル付きパケットの出典として更にラベ
ル付きパケットの着信インターフェイスからの送信元アドレスとの IP ヘッダーを、宛先アドレス
読み込みます。 TTL は 255 に設定 されます。 それは今バッファからのラベルスタックを押し、



上ラベルの操作を転送するための LFIB 表を参照します。 上記のトポロジーでは、受け取ったラ
ベルスタックは {17、18} です。 上ラベルのための LFIB 表でルックアップを行うことで、17 は
ラベル 16 と交換され、nexthop R6 の方に転送されます。 R6 はそれから上ラベルをぽんと鳴ら
し、R4 に転送します。 R4 は VRF を識別し、R1 の方にパケットを転送するのに VRF ラベルを
使用します。

それが R1 で出力された traceroute で注意できるので入ラベル スタックはパスに沿う各ホップに
よってリストされています。

MPLS ネットワークの MPLS LSP Traceroute

ICMP とは違って基づいて traceroute は RFC4379 で、定義される LSP traceroute 機械装置を使
用します。 それはループバックアドレス（127.0.0.0/8 範囲）への要求 セットの宛先アドレスと
IP/UDP カプセル化を使用します。 LSP PING が期待され、同じ MPLS ドメインの内で引き起こ
されるべきである従って応答は発信側に直接送られますことが。

LSP traceroute （「traceroute MPLS ipv4 <FEC>」あらゆる LSR から）が引き起こされる場合、
検証されるべき MPLS エコー要求の「ターゲット FEC スタック」として TLV に FEC について
の詳細は含まれています。 このメッセージは 1.から始まってラベルスタックの TTL で次々に送
信 されます。 宛先アドレスがループバックアドレスであるので、TTL が切れればパケットの受
信のどの中継 LSR でも IPパケットを処理し。 そして MPLS OAM 処理のための CPU へのパント
。

応答側は受け取った MPLS エコー要求のラベルスタックからのラベルを取出すことによってオプ



ションで FEC 検証を行い、ターゲット FEC からの FEC 詳細は局域内制御平面情報に対して同
じを検証するために TLV をスタックします。 トレースの場合には、応答側はダウンストリーム
マッピング（DSMAP） TLV として TLV に出ラベルおよび下流近接ルータ アドレス等のような
ダウンストリーム情報を含めます。 （DSMAP は DDMAP によって DSMAP より適用範囲が広い
ので）非難されます。

PE からリモート PE に引き起こされる LSP トレース

このトポロジーでは 10.1.4.4/32 の前に付けるために LSP を検証するように、LSP トレースは
R2 から引き起こされます。 ラベルの TTL は OAM 処理のための CPU にそれの受信の 1. R3 か
らパントします設定 されます。



R3 は DSMAP TLV 運送出ラベル 16 および下流近接ルータ 詳細のようなその他の情報を用いる
MPLS エコーリプライを用いる R2 に戻って答えます。 ICMP メッセージとは違って、MPLS エ
コーリプライは直接応答側 R3 から発信側 R2 への転送されます。

それが R2 で出力された LSP traceroute で注意できるので出ラベル スタックはパスに沿う各ホッ
プによってリストされます。 これは出力にリストされているラベルが入ラベル スタックの ICMP
によって基づく traceroute と異なっています。

CE からリモート CE に引き起こされる LSP トレース



これは MPLS が PE-CE の間で有効に なるシナリオのような CSC で適当です。 下記にとして
CE 実行に 2 つのチャレンジがからのキャリア MPLS ドメイン上のリモート CE への LSP トレー
スのあります:

LSP エコーリプライは発信側に直接送られます。 つまり応答側は発信側に到達可能性がなけ
ればなりません。 上記のトポロジーでは、R3 は R1 に VRF にあると同時に到達可能性がな
いかもしれません。

●

ラベルスタックの各ラベルに関しては、検証のためのターゲット FEC スタックに含まれてい
る関連した FEC 詳細があるはずです。 発信側によって含まれていた FEC は PE が 2 つのラ
ベルをプッシュする間、1 です。 上記のトポロジーでは、FEC={192.168.5.5/32} の R1 送信
MPLS エコー要求はスタックでラベル 28 が含まれ。 R2 スワップが {17 との 28 を分類する
ので、27} は、R3 スタックの 2 ラベルの要求を間、FEC 検証を混同する TLV の 1 FEC 受け
取ります。

●

RFC6424 は問題 2.に取り組むために「FEC スタック変更 TLV」の概念を定義します。 この TLV
はそれに続くエコー要求に発信側によって含んでいることができる PUSH/POP として関連した
FEC の応答に含まれています。

ドラフト IETF MPLS lsp PING リレー応答は発信側に到達可能性を持っていないのに応答を中継
で送るのに応答側によって使用できる TLV の運送リレー ノード アドレス スタックの概念を定義
します。



この 2 つの問題は Cisco IOS ® で現在サポートされないし、従って CE からのリモート CE への
LSP トレースは入力 PE およびリモート CE だけをリストします。 これは完璧さのためにちょう
ど含まれています。

関連情報

RFC 3032●

RFC 4379●

RFC 6424●

https://tools.ietf.org/html/rfc3032
https://tools.ietf.org/html/rfc4379
https://tools.ietf.org/html/rfc6424
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