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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）によって基づく L2 仮想 な プライベ
ート ネットワーク（L2VPN） pseudowires を記述したものです。 それは Cisco IOS® で動作を
説明するために pseudowire およびパケット 分析のシグナリングを、IOS®-XE 論議します。
Shashi Shekhar Sharma によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

L2VPN の概要
既にイーサネット間、PPP に PPP、ハイレベル データ リンク コントロール（HDLC）、先祖な
どのような（no meaings） な添付ファイル回線のために、存在 する MPLS および IP 上のレイヤ
2 （L2）転送する
L2VPN は MPLS 上の L2 VPN のエンド カスタマ サイトを接続するポイントツーポイント接続の

トポロジーを構築するためにサービスを雇います。 これらの L2VPN は専用専用回線または ATM
かフレーム リレーを用いる L2 バーチャル サーキットによって提供されたプライベート ネットワ
ークに代替を提供します。 これらの L2VPN と提供されるサービスは仮想 な 私用通信社
（VPWS）として知られています。
●

●

●

●

●

●

L2VPN は Pseudowire （PW）テクノロジーと構築されます
PW は Packet Switched Network （PSN）上のネットワークサービスの複数のタイプを転送
するためにパケットを転送するよくある中間形式を–ネットワーク– IPv4、IPv6、MPLS、イ
ーサネット提供します
PW テクノロジーは（no meaings） な 転送するおよびまたインターワーキングを提供します
（IW）
AC の PE ルータで受信される帯はリモート PE ルータに PSW を渡ってカプセル化され、送
られます。
出力 PE ルータは PSW からパケットを受信し、カプセル化を取除きます。
出力 PE は AC にフレームを得、転送します。

L2VPN が必要とされる理由
●

●

●

●

●

IP およびレガシー サービス両方のための単一 インフラストラクチャを持つ割り当て SP
現在のサービスに割り込みなしで MPLS/IP コアにレガシー ATM およびフレームリレー サー
ビスを移行して下さい
提供新しい L2VPN サービスは MPLS/IP コアの存在でインクレメンタル（全く最初から）で
す
コンバージした IP/MPLS ネットワークの資本および操作上保存
SP は顧客は自身のルーティングがある場合がある新しい point-2-point または point-2-multipoint サービス QoS ポリシー、セキュリティ機構、先祖などを提供します

MPLS L2VPN モデル
テクノロジー オプション

1. VPWS サービス
• ポイントツーポイント • Pseudowires （PW）として参照される
2. VPLS サービス
• マルチポイント
3. EVPN
• xEVPN ファミリーはイーサネットサービスのための次世代のソリューションを導入します
a. MPLS コアにイーサネット セグメントおよび MAC ディストリビューションおよび学習のため
の BGP コントロール・プレーン
b. IP VPN の同じ原則および操作上エクスペリエンス
• Pseudowires の使用無し
a. ユニキャストのために MP2P トンネルを使用します
b. 入力 複製（MP2P トンネルで）または LSM による複数の宛先 フレーム配信
• IETF 標準化の下のマルチベンダ ソリューション

4. PBB-EVPN
• EVPN からの BGP ベース MAC ラーニングの PBB （別名 MAC MAC）からの結合スケール ツ
ール
EVPN （PBB-EVPN）を繋ぐ EVPN およびプロバイダーバックボーンはこれらの必要条件を処理
するように設計されているコアに学ぶのための BGP コントロール プレーンに MAC ディストリ
ビューション/基づく次世代 L2VPN ソリューションです:
●

●

●

●

●

フローごとの冗長性およびロード バランシング
単純化されたプロビジョニングおよびオペレーション
最適フォワーディング
速やかな収束
MAC アドレス スケーラビリティ

VPWS - 擬似ワイヤー 参照 モデル
1. PW は 2 AC を接続する L2 帯を運ぶ 2 つの PE デバイス間の接続です
2. MPLS （原子）上のどの転送するでも Cisco の IP/MPLS ネットワークのための VPWS の実
装です。
3. PE に CE を接続する添付ファイル回線（AC）は物理的またはバーチャル サーキット等
ATM、フレーム リレー、HDLC、PPP である場合もありますです。
4. Customer Edge （CE） 機器は unshared リンクか回線として PW を感知します

レイヤ2 VPN イネーブラー: Pseudowire
L2VPN は Pseudowire （PW）テクノロジーと構築されます
●

●

●

●

●

PW は Packet Switched Network （PSN）上のネットワークサービスの複数のタイプを転送
するためにパケットを転送するよくある中間形式を–ネットワーク– IPv4、IPv6、MPLS、イ
ーサネット提供します
PW テクノロジーは（no meaings） な 転送するおよびまたインターワーキングを提供します
（IW）
AC の PE ルータで受信される帯はリモート PE ルータに PSW を渡ってカプセル化され、送
られます。
出力 PE ルータは Pseudowire からパケットを受信し、カプセル化を取除きました。
出力 PE は AC にフレームを得、転送します。

原子アーキテクチャ
●

●

●

●

●

●

●

●

●

原子ネットワークでは、SP のルータ全員は MPLS を実行し、PE ルータに CEルータの方の
AC があります。
原子の場合には、PSN トンネルは 2 人の PE ルータ間のラベル スイッチド パス LSP 以外何
もではないです。
そのようにラベルはその LSP と関連付けられる原子へのコンテキストのトンネル ラベルと
呼ばれます。
最初に、LDP は PE の間でホップ バイ ホップに信号を送ります。
2 番目に、LSP はその MPLS TE トンネル TE のために必要とされる拡張機能が付いているで
ある場合もあります RSVP 場合。
このトンネル ラベルを使うと、識別どの PSN トンネルがに運ばれた顧客 フレームによって
が属するかできます。
このトンネル ラベルはまたローカルか入力 PE から遠隔に帯か MPLS バックボーンを渡る出
力 PE を得ます。
複数を多重化するために 1 PSN に Pseudowire は PE ルータを使用します Pseudowire を識
別するのに別のラベルをトンネル伝送します。
このラベルはフレームはに多重化されること VC か PW を識別するので VC または PW ラベ
ル呼ばれます。

MPLS 上の L2 転送する

VPWS トラフィック カプセル化

1. 三準位カプセル化
2. トンネル ラベルを使用して PE の間で交換されるパケット
3. VC ラベルは PW を識別します
4. PE の間で信号を送られる VC ラベル
5. オプションの制御 ワード（CW）はレイヤ2 制御ビットを運び、配列を有効に します

Pseudowire に信号を送ること
PE ルータ間の TLDP セッションは Pseudowire に信号を送ります。
PE ルータ間の T-LDP セッションは VC ラベルをアドバタイズすることです PSW と関連付
けられる。
このラベルはダウンストリーム非要請 ラベル アドバタイズメント モードを使用してメッセ
ージをマッピング する ラベルでアドバタイズされます。
TLDP セッション上の AC のために入力 PE に出力 PE によってアドバタイズされる VC ラベ
ル。 # TLDP による VC ラベル
トンネル ラベルは LDP によって入力 PE に出力 PE ルータのためにアドバタイズしました。
# LDP によるトンネル ラベル
出力 PE が PHP は使用されることを示したラベル 3 をアドバタイズすることに注意して下さい
。
●

●

●

●

●

TLDP セッションでアドバタイズされるメッセージをマッピング する ラベルは TLV が含まれて
います:

Pseudowire 識別子（PW ID） FEC TLV: ラベルがに結合 されること Pseudowire を識別します
ラベル TLV < - LDP 使用は MPLS ラベルをアドバタイズしました。
PW ID FEC TLV は含んでいます:
1. C ビット: 1 に設定 された場合制御 ワードがあることを意味します。

2. PW 型: pseudowire の種類を表して下さい。
3. グループ ID: pseudowire のグループを識別します。 同じのすべての AC への同じグループ ID
はインターフェイスします。 PE は 1 つの LDP ラベル回収メッセージのそのグループ ID と関連
付けられるすべての VC ラベルを撤回するのにグループ ID を使用できます。 これは参照された
ワイルドカード ラベル回収です。
4. PW ID: PW ID は VC ID です
5. インターフェイス パラメータ: CEルータの方のインターフェイスの MTU を、要求された
VLAN ID 識別します。

MTU パラメータが一致する場合、PW は信号を送りません。 LSP が単方向であるので、PW は
ときだけ PE ルータの同じペア間の反対方向で存在 する別の LSP 形成することができます。
PW ID FEC TLV が PE ルータのペア間の 2 opp LSP を識別し、一致するのに使用されています

制御 ワード
制御 ワードに次の 5 機能があります:
1. パッド小さいパケット
2. 転送されたプロトコルのレイヤ2 ヘッダの制御ビットを運んで下さい
3. 移動フレームの配列を維持して下さい
4. MPLS バックボーン ネットワークの原子パケットの正しいロード バランシングを促進して
下さい
5. フラグメンテーションおよび再組立てを促進して下さい
1. 小さいパケットにパッドを入れて下さい: 原子パケットがこの最小値に会わなかったらフレ
ームをイーサネット リンクの最小値長さに会うためにパッドを入れられます延ばして下さ
い。
帯の長さを示す MPLS ヘッダに長さがないので、制御 ワードはフレームの長さを示す長フィール
ドを保持します。
出力 PE ルータの受信された原子パケットに 0 ではない長さの制御 ワードがあれば、ルータはパ
ッディングが追加された確認し、帯を転送する前にことを正しく埋め込みを取除くことができま
す。
2. 移動フレームのシーケンスを維持しました: このシーケンス番号を使うとレシーバはパケッ
トを検出することができます:
PW に送信 される最初のパケットに 1 の sequencenumber があり、各後続パケットのために 1
によって 65535 に達するまで増分します
そのような物を検出する seq からそれらが廃棄される場合、順序が狂って原子パケットのための
追加注文はされません。
配列はデフォルトで無効に なります。
3. ロード バランシング:
ルータは MPLS ペイロード インスペクションを行います。 そのルータに基づいて LB にどのよ
うにトラフィックを決定します。
firstnibble のルータ外観、最初のニブル = 4 そして IPv4 パケット。 一般的 な 制御 ワードは谷 0
が付いているニブルから開始し、制御 ワードは値 1.から OAM データを開始します使用しました
。
https://tools.ietf.org/html/rfc4385
4. フラグメンテーションおよび再組立てを促進して下さい:
ペイロード フラグメンテーションの指摘に使用されるよろしいです
00 = フラグメント化されていない

01 = 第 1 フラグメント
10 = 最後のフラグメント
11 = 中間フラグメント

転送プレーン処理

入力 PE は CE からフレームを受信したので、2 つのラベルとの出力 LSR に MPLS バックボーン
を渡るフレームを転送します:
1. トンネル ラベル（上ラベル） –それはにフレームが転送する必要がある出力 PE をおよびすべ
ての LSR 告げます。
2. VC ラベル（底ラベル） –それは出力 PE の出力 AC を識別しました。
原子ネットワークでは、PE ルータの各ペアはそのの間で目標とされた LDP セッションを実行す
る必要があります。
pseudowire の TLDP セッション場合図は何よりも大事なことは VC ラベルをアドバタイズし。

操作
ステップ 1： 入力 PE ルータ第 1 はフレームに VC ラベルをプッシュします。 そしてトンネル
ラベルをプッシュします。
ステップ 2： リモート PE を識別する IGP プレフィクスと関連付けられるトンネル ラベルはラベ
ルです。 プレフィクスは規定 された ビット 設定原子です。
ステップ3： MPLS パケットはホップ バイ ホップ トンネル ラベルに従ってそれからパケットが
出力 PE2 に到着するまで転送されます。

ステップ 4： パケットが出力 PE に到着したときにトンネル ラベルは既に取除かれてしまいまし
た。 これは最後の P ルータと出力 PE 間の PHP 動作が理由でそうなったものです。
ステップ 5： 出力 PE はそれから転送情報ベースの VC ラベルを除去し VC ラベルを、転送しま
す正しい AC にフレームを検知 します。

PW のステータスに信号を送ること
PE ルータが pseudowire を設定した後、PE はリモート PE に Pseudowire ステータスに信号を送
ることができます。 2 つのメソッドがあります:
1. ラベル回収（2）のより古い
●

●

●

PE ルータはラベル回収メッセージを送信 することまたは RELEASE メッセージをマッピン
グ する ラベルを送信 することによってマッピング する ラベルを撤回できます。
AC がダウンしている場合、PE ルータはラベルの送信によってリモート PE にこれに撤回し
ますメッセージを信号を送ります
物理インターフェイスがダウン状態になる場合、ラベルはメッセージを含まれていますイン
ターフェイスのすべての AC に信号を送るためにグループ ID がダウンしています撤回します

2. PW ステータス TLV
●

●

●

PW ステータス TLV は pseudowire が選抜されるとき TLV をマッピング する LDP ラベルに
続きます。 これは PE ルータが第 2 方式を使用したいと思うことを示します。
他の PE ルータが PW ステータス TLV 方式をサポートしない場合、PE ルータは両方ともラ
ベルに撤回します方式を戻ります。
pseudowire が選抜された後、PW ステータス TLV は LDP 通知 メッセージ送られます。 PW
ステータス TLV は 32ビット ステータス スコード フィールドが含まれています。

基本的な原子設定
ステップ 1.Select エンキャプシュレーションタイプ。
ステップ 2.インターフェイスに直面する CE の connect コマンドの規定を有効に して下さい。
xocnnect ピア ルータ ID vcid カプセル化 MPLS
ピア ルータ ID: リモート PE ルータのための LDP Router ID。
VCID : PW に割り当てた識別子。
ステップ 3.両方の xconnect が PE ルータの間で設定される PE ルータ目標とされた LDP セッシ
ョン確立されるとすぐ。
PseudowirePacket
入力 PE から出力 PE に Pseudowire PING を始めよう。
MPLS エコー要求およびリプライパケットはポイントツーポイント Pseudowire に送信 しました

。

PE1 から PE2 に ping しよう:

R1#ping mpls pseudowire 6.6.6.6 100
Sending 5, 100-byte MPLS Echos to 6.6.6.6,
timeout is 2 seconds, send interval is 0 msec:
Type escape sequence to abort.
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/61/80 ms

なされる観測:

1. エコー要求:
運びます 2 つのラベル- VPN および転送する
PW ラベルを運ぶラベル付きパケットとして送信 される。 これは切り替えられたラベルはです
（転送する ラベルと）
ラベル: 2
SRC IP: ループバック IP （使用された IN によって目標とされる LDP 隣接性）
DST IP: 127.0.0.1
L4 型: UDP
SRC PORT : 3503
DST PORT : 3505
TOS バイト: オフ
MPLS EXP: オフ
DF BITS: オン
IPv4 Options フィールドは使用中です: ルータアラート OPTIONS フィールド（CPU へのパント
）
UDP ペイロードは MPLS ラベル スイッチング エコー要求です

概要

層 2/Labels:

L3/L4:

実際の MPLS ペイロード:

2. エコーリプライ:
運びます 1 ラベル–転送する
ユニキャスト パケットとして送信 される。 これはコアの LDP が理由で（転送する ラベルと
）切り替えられたラベルです。
LABELS:1
SRC IP: 終了インターフェイス IP アドレス（ケースの 10.1.6.2）
DST IP: 出典 IP によって見られる IN エコー要求-ソースルータのループバック
L4 型: UDP
SRC PORT:3503
DST PORT:3505
TOS バイト: オフ
MPLS EXP: オフ
DF BITS: オン
UDP ペイロードは MPLS ラベル スイッチング エコーリプライです
MPLS EXP は 6 に SET オンになり、
DF BITS はオンになっています
参照用の VC 詳細:

R1#sh mpls l2transport vc detail
Local interface: Fa2/0 up, line protocol up, Ethernet up
Destination address: 6.6.6.6, VC ID: 100, VC status: up
Output interface: Fa0/1, imposed label stack {24 28}
Preferred path: not configured
Default path: active
Next hop: 10.1.1.2
Create time: 2d17h, last status change time: 2d17h
Last label FSM state change time: 2d17h
Signaling protocol: LDP, peer 6.6.6.6:0 up
Targeted Hello: 1.1.1.1(LDP Id) -> 6.6.6.6, LDP is UP
Status TLV support (local/remote)

: enabled/supported

LDP route watch

: enabled

Label/status state machine

: established, LruRru

Last local dataplane

status rcvd: No fault

Last BFD dataplane

status rcvd: Not sent

Last BFD peer monitor

status rcvd: No fault

Last local AC

circuit status rcvd: No fault

Last local AC

circuit status sent: No fault

Last local PW i/f circ status rcvd: No fault
Last local LDP TLV

status sent: No fault

Last remote LDP TLV

status rcvd: No fault

Last remote LDP ADJ

status rcvd: No fault

MPLS VC labels: local 28, remote 28
Group ID: local 0, remote 0
MTU: local 1500, remote 1500
Remote interface description:
Sequencing: receive enabled, send enabled
Sequencing resync disabled
Control Word: On (configured: autosense)
Dataplane:

SSM segment/switch IDs: 4097/4096 (used), PWID: 1
VC statistics:
transit packet totals: receive 1027360, send 1027358
transit byte totals:

receive 121032028, send 147740215

transit packet drops:

receive 0, seq error 0, send 0

L2VPN インターワーキング
全く異種添付ファイル回線が接続されるようにすることによるこの機能性の L2VPN インターワ
ーキング ビルド。 インターネットワーキング機能は異なるレイヤ2 カプセル化の間の変換を促進
します。 以前のリリースでは、サポートされた別名イーサネット インターワーキングである
Cisco シリーズ ルータはインターワーキングだけを繋ぎました。
これのこのポイントまで、両方の側の AC はまた（no meaings） な 機能性と言われるずっと同
じエンキャプシュレーションタイプです。
L2VPN インターワーキングは原子ネットワークの両側に原子機能割り当て別のエンキャプシュレ
ーションタイプです
2 つの異質添付ファイル回線（AC）を相互接続することを必要とします。
Cisco IOSソフトウェアでサポートされる 2 主要な L2VPN インターワーキング（IW）機能は
次のとおりです:
1.IP/Routed:MAC ヘッダは MPLS クラウドの一端で（削除され、MPLS ラベルと取り替えられ、
）新しい MACヘッダーは他の PE で組み立てられます。 IP ヘッダーはあると同時に保たれます
。
●

●

2. イーサネット/繋がれる: MACヘッダーはまったく削除されません。 MPLS ラベルは MACヘッ
ダーの上に貼られ、MPLS クラウドのもう一方の端にあるように MACヘッダーは渡されます。

インターワーキング可能性
a. イーサネットへの FR
b. FR への PPP
c. FR への ATM
D. VLAN へのイーサネット
e. PPP へのイーサネット

関連情報
●

●

●

●

https://tools.ietf.org/html/rfc3985
https://tools.ietf.org/html/rfc4664
https://tools.ietf.org/html/rfc4667
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