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概要

この資料に展開する方法を記述されています/PE-CE プロトコルで Open Shortest Path
First（OSPF）で（Nexus 9300 製品の SR）マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）を
ルーティングするセグメント上の Layer3 EVPN を設定します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

  （BGP）●

Open Shortest Path First（OSPF）●

L3VPN●

EVPN●

セグメント ルーティング（SR）●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

スパイン ハードウェア- 9.3.(3) と動作する 93360YC-FX2●

リーフ ハードウェア- 9.3.(3) と動作する 93240YC-FX2●

クライアント- 93216TC-FX2 （Host-1）、Catlyst-3750 （Host-2）●



本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

MPLS L3VPN 再生タイヤ

VPN は次のとおりです:

公共 インフラストラクチャ上のプライベート ネットワーク サービスを提供する IPベース ネ
ットワーク。

●

インターネットか他のパブリックまたはプライベートネットワークに個人的に互いに通信す
ることができる一組のサイト。

●

慣習的な VPN は VPN のすべてのサイトへのトンネルまたは相手先固定接続（PVC）の完全なメ
ッシュの設定によって作成されます。 VPN のこの型は新しいサイトを追加することが VPN の各
エッジ デバイスを変更することを必要とするように維持しか、または拡張し易くないです。

MPLS ベース VPN はレイヤ3 で作成され、ピア モデルに基づいています。 ピア モデルはサービ
ス プロバイダーおよびレイヤ3 ルーティング情報を交換することを顧客が可能にします。 サービ
ス プロバイダーは顧客介入なしでカスタマ サイトの間でデータを中継で送ります。

MPLS VPNs は管理し易く、拡張し慣習的な VPN より易いです。 新しいサイトが MPLS VPN に
追加される時、カスタマ サイトにサービスを提供するサービス プロバイダーのエッジ ルータだ
けがアップデートされる必要があります。

これらは MPLS VPN のコンポーネントです:

プロバイダ エラーのコアでルータ ルータ プロバイダ（p）。 PE ルータ実行 MPLS 切り替え
はルーティングされたパケットに VPN ラベルを接続しないし。 VPN ラベルが正しいプライ
ベート ネットワークかカスタマ エッジ ルータにデータパケットを送信するのに使用されて
います。

●

ルータ ルータ着信パケットに VPN ラベルを接続する PE はそれらが受け取られるサブイン
ターフェイスかインターフェイスに基づき、また MPLS コア ラベルを接続します。 PE ルー
タは CEルータに直接接続します。

●

インターネット サービス プロバイダ（ISP）またはエンタープライズ ネットワークでルータ
ルータ 顧客（c）。

●

ネットワークの PE ルータに接続する ISP のネットワークの Customer Edge （CE）ルータ
エッジ ルータ。 CEルータは PE ルータとインターフェイス接続する必要があります。

●

L3VPN （MPLS SR）の EVPN の概要

データセンタ（DC）配備は VXLAN EVPN （または） EVPN コントロール・プレーン学習、
multitenancy、シームレスな機動性、冗長性およびより容易なポッド付加のような利点のための



MPLS EVPN を採用しました。 同様に、コアは従来の MPLS L3VPN LDP ベースの下敷きからの
セグメント ルーティングのようなより洗練されたソリューションへのラベル ディストリビューシ
ョン プロトコル（LDP）ベースの MPLS L3VPN ネットワークまたは移行です（SR）。

セグメント ルーティングは利点のために採用されます（以下を参照）:

統一された IGP および MPLS 制御平面●

より簡単なトラフィック処理 メソッド●

より容易な設定●

SDN 採用●

仮想化されたデータセンタ ネットワークで次世代イーサネット サービスのために使用した
EVPN （RFC 7432）は BGP MPLS ベース ソリューションです。

●

EVPN はある MPLS テクノロジーからの RD、RT および VRF のような複数の基本要素を使
用します。

●

NXOS 7.0(3)I6(1) リリースで導入された SR 上の L3 EVPN は MPLS カプセル化と EVPN タ
イプ 5 ルートを使用します。

●

SR 上の L3 EVPN は展開させたデータセンタ サービスのためのマルチテナント、スケーラビ
リティおよび高いパフォーマンスを提供します。

●

注: DC では、データ平面は VXLAN または MPLS のどれである場合もあります。

従来の MPLS L3VPN SR 上の MPLS L3VPN
主要なビルド ブロック: RD、RT および VRF  主要なビルド ブロック: RD、RT および VRF
転送するのための下敷き層: IGP、LDP および
RSVP-TE

転送するのための下敷き層: IGP/BGP-LU および SR-
TE

サービスのためのオーバーレイ層: VPNv4 および
VPNv6 サービスのためのオーバーレイ層: EVPN

ネットワーク図



設定







確認



関連情報

Multiprotocol BGP（MBGP） MPLS VPN●

Nexus 9500、9300、9200、3200、および 3100 のプラットフォーム スイッチ 白書を on
Cisco ルーティングすることをセグメント化して下さい

●

レイヤ3 EVPN および MPLS をルーティングするセグメント上のレイヤ3 VPN の設定●

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_l3_vpns/configuration/15-s/mp-l3-vpns-15-s-book/mp-bgp-mpls-vpn.pdf
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-737536.html
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-737536.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/label-switching/b-cisco-nexus-9000-series-nx-os-label-switching-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-series-nx-os-label-switching-configuration-guide-93x_chapter_01000.html#id_111549
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