
マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

このモジュールでは、マルチポイントレイヤ2ブリッジングサービス（バーチャルプライベー
ト LANサービス（VPLS）とも呼ばれます）の概念および設定情報を示します。

VPLSは、レイヤ 2 VPNテクノロジーをサポートし、カスタマーにトランスペアレントなマル
チポイントレイヤ 2接続を提供します。このアプローチにより、サービスプロバイダーはブ
ロードキャスト TVやレイヤ 2 VPNといった数多くの新しいサービスをホストすることができ
ます。

（注）

ポイントツーポイントレイヤ 2サービスについては、「ポイントツーポイントレイヤ 2サービ
スの実装」の章を参照してください。

このモジュール内に記載されているコマンドの詳細については、「関連ドキュメント」セク

ションを参照してください。設定作業の実行中に必要になることのある他のコマンドのドキュ

メントを見つけるには、Cisco IOS XRソフトウェアマスターコマンドインデックスで、オン
ライン検索してください。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装機能の履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

次の機能が追加されました。

•不明なユニキャストフラッディングのブ
ロック。

• MACフラッシュのディセーブル化。

•マルチスパニングツリーアクセスゲート
ウェイ

•スケール拡張機能が導入されました。ス
ケール拡張機能の詳細については、表 1
を参照してください。

リリース 3.9.0
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変更内容リリース

BGPオートディスカバリおよびLDPシグナリ
ングによる VPLSのサポートが追加されまし
た。

リリース 3.9.1

次の機能に対するサポートが追加されました。

•ダイナミック ARPインスペクション
• IP SourceGuard

• MACアドレスのセキュリティ

リリース 4.0.1

ASR 9000 SIP-700ラインカードでのこれらの
VPLS機能のサポートが追加されました。

• MAC学習およびフォワーディング
• MACアドレスエージングサポート

• MAC制限

•スプリットホライズングループ

• MACアドレス取り消し

•未知のユニキャスト、ブロードキャスト、
およびマルチキャストパケットのフラッ

ディング

•アクセス疑似回線

• H-VPLS PWアクセス

• PWの冗長性

G.8032イーサネットリング保護機能のサポー
トが追加されました。

リリース 4.1.0

Flow Aware Transport（FAT）疑似回線機能の
サポートが追加されました。

リリース 4.2.1

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
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変更内容リリース

次の機能のサポートが追加されました。

•疑似回線ヘッドエンド（PWHE）
• ASR 9000拡張イーサネットラインカード
のスケール拡張機能：

• VPWSおよび VPLS内の 128000疑似
回線のサポート

• VPLSと VPWSインスタンスでの
128000疑似回線のサポート

•ブリッジの512疑似回線までのサポー
ト

• 128000バンドル接続回線のサポート

• 128000 VLANのサポート

• L2VPN over GRE

リリース 4.3.0

次のサポートを追加しました。

• BGP自動検出を使用した VPLSの VCタ
イプ 4

• PWHEの IPv6サポート

リリース 4.3.1

マルチポイントレイヤ 2サービスのラベルス
イッチドマルチキャスト機能のサポートが追

加されました。

リリース 5.1.0

次のサポートを追加しました。

•疑似回線ヘッドエンドPW-Etherサブイン
ターフェイス（VCタイプ 5）および疑似
回線ヘッドエンドPW-IWインターワーキ
ングインターフェイス（VCタイプ 11）

•疑似回線ヘッドエンドを介した LFA

リリース 5.1.1

次のサポートを追加しました。

• L2VPNのサービスパス設定

• L2VPNルートポリシー

リリース 6.1.2

•マルチポイントレイヤ 2サービス実装の前提条件（4ページ）
•マルチポイントレイヤ 2サービスの実装に関する情報（4ページ）
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•マルチポイントレイヤ 2サービスの実装方法（35ページ）
•マルチポイントレイヤ 2サービスの設定例（136ページ）

マルチポイントレイヤ 2サービス実装の前提条件
マルチポイントレイヤ2サービスを設定する前に、次の作業を確認し、条件が満たされている
ことを確認してください。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属してい
る必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含
まれます。

ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管
理者に連絡してください。

•プロバイダーエッジ（PE）ルータが IPによって相互に到達できるように、コアに IPルー
ティングを設定します。

•レイヤ2トラフィックを開始して終了するようにループバックインターフェイスを設定し
ます。PEルータが他のルータのループバックインターフェイスにアクセスできるように
します。

ループバックインターフェイスは、すべてのケースで必要という

わけではありません。たとえば、マルチポイントレイヤ 2サービ
スが TEトンネルに直接マッピングされている場合、トンネル選
択ではループバックインターフェイスは必要ありません。

（注）

•ラベルスイッチドパス（LSP）が PEルータ間に存在するよう、コアでMPLSとラベル配
布プロトコル（LDP）を設定します。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装に関する情報
マルチポイントレイヤ 2サービスを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

マルチポイントレイヤ 2サービスの概要
マルチポイントレイヤ 2サービスを使用すると、地理的に離れたローカルエリアネットワー
ク（LAN）セグメントをMPLSネットワーク経由で単一ブリッジドメインとして相互接続で
きます。MACアドレスラーニング、エージング、およびスイッチングなどの従来の LANの
機能はすべて、単一のブリッジドメインに属する、リモート接続されたすべての LANセグメ
ント全体でエミュレートされます。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
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以降の各項では、マルチポイントレイヤ 2サービスネットワークのいくつかのコンポーネン
トについて説明します。

マルチポイントレイヤ 2サービスは、仮想プライベート LANサービスとも呼ばれます。（注）

ブリッジドメイン

ネイティブブリッジドメインは、一連の物理ポートまたは仮想ポート（VFIを含む）から構
成されるレイヤ 2のブロードキャストドメインです。データフレームは、宛先MACアドレ
スに基づいてブリッジドメイン内でスイッチングされます。マルチキャスト、ブロードキャス

ト、不明な宛先ユニキャストフレームは、ブリッジドメイン内でフラッディングされます。

また、送信元MACアドレスラーニングは、ブリッジドメインのすべての着信フレームで行
われます。学習されたアドレスは期限切れになります。着信フレームは、入力ポート、または

入力ポートとMACヘッダーフィールドの両方の組み合わせのいずれかに基づいてブリッジ
ドメインにマッピングされます。

デフォルトでは、スプリットホライズンは同じVFI下の疑似回線でイネーブルです。ただし、
デフォルト設定では、スプリットホライズンは接続回線（インターフェイスまたは疑似回線）

でイネーブルではありません。

フラッディング最適化

Cisco ASR 9000シリーズルータは、ブリッジドメインでトラフィックをブリッジしながら、
不必要にフラッディングするトラフィック量を最小限に抑えます。フラッディング最適化機能

によって、この機能を実現します。ただし、特定の障害回復シナリオでは、実際には、トラ

フィックの損失を防止するには追加のフラッディングが推奨されます。トラフィック損失は、

ブリッジポートリンクの 1つが非アクティブになり、スタンバイリンクによって置き換えら
れる一時的な間隔中に発生します。

一部の設定では、トラフィックフラッディングを最小化する最適化は、ブリッジのリンクの1
つで障害が発生し、スタンバイリンクによって置き換えられる短期間にトラフィック損失とい

う犠牲を払って行われます。そのため、設定に適した特定のフラッディング動作を指定するに

は、さまざまなモードでフラッディング最適化で設定できます。

次のフラッディング最適化モードを設定できます。

帯域幅最適化モード

フラッディングトラフィックは、ブリッジドメインに接続されたブリッジポートまたは疑似

回線のラインカードだけに送信されます。これは、デフォルトのモードです。

コンバージェンスモード

フラッディングトラフィックはシステムのすべてのラインカードに送信されます。トラフィッ

クは、ブリッジドメインに接続されたブリッジポートまたは疑似回線の有無に関係なくフラッ

ディングされます。そのブリッジドメインに接続された等コストMPLSパス（ECMP）が複数
ある場合は、トラフィックはすべての ECMPにフラッディングされます。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
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コンバージェンスモードの目的は、障害によりブリッジリンクが変更される短いインターバ

ル中に失われる絶対トラフィック量を最小限にすることです。

TE FRR最適化モード

トラフィックエンジニアリング高速再ルーティング（TE FRR）の最適化モードは、ブリッジ
ドメインに接続された TE FRR疑似回線に関するフラッディング動作を除き、帯域幅最適化
モードに似ています。TE FRR最適化モードでは、トラフィックは、プライマリおよびバック
アップ FRRインターフェイスの両方にフラッディングされます。ブリッジトラフィックが
FRRの回復時間の制約に準拠するように、このモードは、FRRフェールオーバー中のトラ
フィック損失を最小限にするために使用されます。

ダイナミック ARPインスペクション

ダイナミックARPインスペクション（DAI）は、アドレス解決プロトコル（ARP）スプーフィ
ング攻撃から保護する方法です。不正な IP/MACアドレスバインディングを持つ ARPパケッ
トを代行受信し、ログに記録して、廃棄します。この機能により、ネットワークをある種の中

間者攻撃から保護することができます。DAI機能は、デフォルトではディセーブルです。

ARPでは、IPアドレスをMACアドレスにマッピングすることで、レイヤ 2ブロードキャスト
ドメイン内の IP通信を可能にします。スプーフィング攻撃は、ARP要求が実際に受信されな
かった場合でも、ホストからの ARP応答を許可するために発生します。次に攻撃が発生した
後、攻撃下にあるデバイスからのすべてのトラフィックは、最初に攻撃者のシステムを通過

し、次にルータ、スイッチ、またはホストを通過します。ARPスプーフィング攻撃は、サブ
ネットに接続されているデバイスの ARPキャッシュに偽りの情報を送信することにより、レ
イヤ2ネットワークに接続されているデバイスに影響を及ぼす可能性があります。ARPキャッ
シュに偽りの情報を送信することを ARPキャッシュポイズニングといいます。

ダイナミック ARPインスペクション機能を使用することで、有効な ARP要求と応答だけが中
継されることを保証できます。ARPインスペクションは 2種類あります。

•必要なインスペクション：送信側のMACアドレス、IPv4アドレス、受信側のブリッジ
ポート XIDおよびブリッジがチェックされます。

•オプションインスペクション：次の項目が検証されます。

•送信元MAC：送信者および送信元のMACがチェックされます。チェックは、すべ
ての ARPまたは RARPパケットで行われます。

•宛先MAC：ターゲットおよび宛先のMACがチェックされます。チェックは、すべ
ての応答または応答反転パケットで実行されます。

• IPv4アドレス：ARP要求では、送信者の IPv4アドレスが 0.0.0.0、マルチキャストア
ドレス、またはブロードキャストアドレスかどうかを調べるためにチェックが実行さ

れます。ARP応答およびARP応答反転では、ターゲットの IPv4アドレスが 0.0.0.0、
マルチキャストアドレス、またはブロードキャストアドレスかどうかを調べるため

にチェックが実行されます。このチェックは、要求、応答、および応答反転パケット

に応じて実行されます。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
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DAI機能は、接続回線およびEFPでサポートされます。現在、DAI機能は疑似回線ではサポー
トされません。

（注）

IPソースガード

IPソースガード（IPSG）は、非ルーテッドレイヤ 2インターフェイスで IPトラフィックを制
限するために、DHCPスヌーピングバインディングデータベースおよび手動で設定された IP
ソースバインディングに基づいてトラフィックをフィルタリングするセキュリティ機能です。

IPSG機能は、悪意のあるホストが正当のホストの IPアドレスを推測することによって正当の
ホストを操作しないように、レイヤ 2ポートで送信元 IPアドレスをフィルタリングします。
この機能は、動的な DHCPスヌーピングおよび静的な IPソースバインディングを使用して、
IPアドレスをホストと照合します。

まず、DHCPパケットを除き、IPSG用に設定された EFPのすべての IPトラフィックがブロッ
クされます。クライアントが DHCPサーバから IPアドレスを受信したあと、またスタティッ
ク IPソースバインディングが管理者によって設定されたあと、その IP送信元アドレスのある
全トラフィックがそのクライアントから許可されます。他のホストからのトラフィックは拒否

されます。このフィルタリングは、隣接ホストの IPアドレスを要求することによって、ホス
トのネットワーク攻撃を制限します。

IPSG機能は、接続回線および EFPでサポートされます。現在、IPSG機能は疑似回線ではサ
ポートされません。

（注）

疑似回線

疑似回線は、PEルータのペア間のポイントツーポイント接続です。その主な機能は、共通
MPLS形式にカプセル化することによって、基礎となるコアMPLSネットワーク経由でイーサ
ネットなどのサービスをエミュレートすることです。共通MPLS形式へのサービスのカプセル
化によって、疑似回線では、通信事業者はMPLSネットワークにサービスを統合できます。

次のスケール拡張機能は、ASR 9000拡張イーサネットラインカードに適用できます。

• VPWSおよび VPLS内の 128000疑似回線のサポート

• VPLSと VPWSインスタンスでの 128000疑似回線のサポート

•ブリッジの 512疑似回線までのサポート

このスケール拡張機能は、RSP3およびASR9000拡張イーサネットラインカードが使用される
ハードウェア設定内でサポートされます。ただし、これらの拡張機能は、RSP2、ASR 9000拡
張イーサネットラインカードおよび Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッ
サ 700ラインカードには適用されません。

（注）
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疑似回線を介した DHCPスヌーピング

Cisco ASR 9000シリーズルータでは、DHCPサーバが疑似回線に到達可能な DHCPスヌーピ
ングを実行できます。疑似回線は信頼できるインターフェイスと見なされます。

dhcp ipv4 snoop profile {dhcp-snooping-profile1}コマンドは、ブリッジ上で DHCPスヌーピング
を有効にし、ブリッジにDHCPスヌーピングプロファイルを対応付けるために、ブリッジドメ
インで提供されます。

仮想転送インスタンス

VPLSは、仮想転送インスタンス（VFI）の特性に基づいています。VFIは、宛先MACアドレ
ス、送信元MACアドレスラーニングとエージングなどに基づいて、転送などのネイティブ
ブリッジング機能を実行できる仮想ブリッジポートです。

VFIは、VPLSインスタンスごとにPEルータ上に作成されます。PEルータでは、特定のVPLS
インスタンスの VFIを検索して、パケットの転送先が決定されます。VFIは、特定の VPLSイ
ンスタンスの仮想ブリッジのように動作します。VFIには、特定の VPLSに属する複数の接続
回線を接続できます。PEルータは、そのVPLSインスタンス内にあるすべての他の PEルータ
に対するエミュレート VCを構築し、これらのエミュレート VCを VFIに接続します。パケッ
ト転送決定は、VFIで保持されるデータ構造に基づきます。

MPLSベースのプロバイダーコアの VPLS
VPLSはマルチポイントレイヤ 2VPNテクノロジーであり、ブリッジング技法によって複数の
カスタマーデバイスを接続します。マルチポイントブリッジングのビルディングブロックのブ

リッジドメインは、各 PEルータに存在します。PEルータのブリッジドメインへのアクセス
接続は、接続回線と呼ばれます。接続回線は、一連の物理ポート、仮想ポート、またはネット

ワーク内の各 PEデバイスのブリッジに接続されている両方ポートです。

接続回線をプロビジョニングした後、この特定のインスタンスのMPLSネットワークを介した
ネイバー関係が、エンド PEを識別する一連の手動コマンドによって確立されます。ネイバー
アソシエーションが完了すると、MPLSコアとカスタマードメイン間のゲートウェイである疑
似回線のフルメッシュがネットワーク側プロバイダーエッジデバイス間で確立されています。

MPLS/IPプロバイダーコアは、1つのブロードキャストドメインを構成するために、各 PEデ
バイス上の複数の接続回線を接続する仮想ブリッジをシミュレートします。また、これらの間

でエミュレート仮想回線（VC）を構成するために、VPLSインスタンスに参加しているすべて
の PEルータも必要です。

次に、サービスプロバイダーネットワークは、宛先MACアドレスを調べてカスタマーに固
有のブリッジドメイン内でパケットの交換を開始します。不明、ブロードキャスト、マルチ

キャストの宛先MACアドレスを持つすべてのトラフィックは、サービスプロバイダーネッ
トワークに接続するすべての接続済み CEカスタマーエッジデバイスにフラッディングされ
ます。ネットワーク側プロバイダーエッジデバイスは、パケットがフラッディングされると

送信元MACアドレスを学習します。トラフィックは、学習されたすべてのMACアドレスの
カスタマーエッジデバイスにユニキャストされます。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
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MPLSプロバイダーコアでは、VPLS疑似回線トラフィックは、LDPプロトコルをサポートす
る任意のインターフェイスを介して動的にルーティングできます。

VPLSアーキテクチャ

基本的なVPLSアーキテクチャまたはフラットVPLSアーキテクチャでは、プロバイダーエッ
ジ（PE）ルータ間のエンドツーエンド接続がマルチポイントイーサネットサービスを提供で
きます。次の図は、IP/MPLSネットワークでのネットワークプロバイダーエッジ（N-PE）ノー
ド間の相互接続を示すフラット VPLSアーキテクチャです。

図 1 :基本的な VPLSアーキテクチャ

VPLSネットワークでは、各 PEルータのブリッジドメイン（レイヤ 2ブロードキャストドメ
イン）の作成が必要です。VPLSプロバイダーエッジデバイスは、MACテーブルおよびブリッ
ジドメイン情報を転送するすべての VPLSを保持します。さらに、すべてのフラッディング
ブロードキャストフレームおよびマルチキャスト複製を処理します。

VPLSアーキテクチャの PEは、疑似回線（PW）のフルメッシュに接続します。仮想転送イン
スタンス（VFI）は、疑似回線のメッシュの相互接続に使用されます。ブリッジドメインは、
PWメッシュを介してイーサネットマルチポイントブリッジングを提供する仮想スイッチング
インスタンス（VSI）を作成するために VFIに接続されます。VPLSネットワークは、エミュ
レートされたイーサネットスイッチを作成するために、MPLS疑似回線を使用してVSIをリン
クします。

VPLSでは、1つの VPLSインスタンスに関与するすべてのカスタマー装置（CE）デバイスが
同じ LAN上に表示されるため、CEデバイスでポイントツーポイント回線のフルメッシュを
必要とせずに、マルチポイントトポロジで相互に直接通信できます。サービスプロバイダー

は、カスタマーごとに別のブリッジドメインを定義することで、MPLSネットワーク上で複数
のカスタマーにVPLSサービスを提供できます。あるブリッジドメインからのパケットが別の
ブリッジドメインには伝送または配信されることはないため、LANサービスのプライバシー
が確保されます。

VPLSは、同じレイヤ 2ブロードキャストドメインに属する複数サイト間で、イーサネット
IEEE 802.3、VLAN IEEE 802.1q、および VLAN-in-VLAN（Q-in-Q）トラフィックを転送しま
す。VPLSは、フラッディングブロードキャスト、マルチキャスト、およびブリッジで受信し

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
9

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

VPLSアーキテクチャ



た不明なユニキャストフレームを含む単純な VLANサービスを提供します。VPLSソリュー
ションでは、PEルータ間で確立された疑似回線のフルメッシュが必要です。VPLS実装は、
ラベル配布プロトコル（LDP）ベースの疑似回線シグナリングに基づきます。

レイヤ 2スイッチングの VPLS
VPLSテクノロジーには、レイヤ 2ブリッジングを実行するように Cisco ASR 9000シリーズ
ルータを設定する機能が含まれます。このモードでは、CiscoASR9000シリーズルータを他の
シスコスイッチと同様に動作するように設定できます。

次の機能がサポートされています。

•ブリッジング IOS XRトランクインターフェイス

• EFPでのブリッジング

これらのブリッジング機能の例については、「マルチポイントレイヤ2サービスの設定例」セ
クションを参照してください。

VPLSディスカバリおよびシグナリング
VPLSはレイヤ 2マルチポイントサービスであり、WANサービスで LANサービスをエミュ
レートします。VPLSは、サービスプロバイダーが、パケットスイッチドネットワークで複数
の LANセグメントを相互接続し、単一の LANとして動作できるようにします。サービスプ
ロバイダーは、VPLSを使用するお客様へのネイティブイーサネットアクセス接続を提供でき
ます。

VPLSのコントロールプレーンは、2つの重要なコンポーネントであるオートディスカバリお
よびシグナリングで構成されます。

• VPLSオートディスカバリは、手動で VPLSネイバーをプロビジョニングする必要性をな
くします。VPLSオートディスカバリは、各VPLS PEルータが同じVPLSドメインに属す
る他のプロバイダーエッジ（PE）ルータを検出できるようにします。

• PEが検出されると、VPLSドメインの PEルータで PWのフルメッシュを形成している
PEルータの各ペア間で、疑似回線（PW）がシグナリングおよび確立されます

図 2 : VPLSオートディスカバリとシグナリング

BGPベースの VPLSオートディスカバリ

VPLSを含め VPNテクノロジーの重要な点は、ネットワークデバイスが特定の VPNとのアソ
シエーションについて他のデバイスに自動的に信号を送信する機能です。オートディスカバリ
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では、この情報を VPNのすべてのメンバーに配布する必要があります。VPLSは、BGPが最
適であるマルチポイントメカニズムです。

BGPベースの VPLSオートディスカバリにより、VPLSネイバーを手動でプロビジョニングす
る必要がなくなります。VPLSオートディスカバリは、各VPLS PEルータが同じVPLSドメイ
ンに属する他のプロバイダーエッジ（PE）ルータを検出できるようにします。VPLSオート
ディスカバリは、いつ PEルータが追加されたか VPLSドメインから削除されたかもトラック
します。ディスカバリプロセスが完了すると、各PEルータは、VPLS疑似回線（PW）の設定
に必要な情報を取得します。

BGP自動検出が有効になっている場合でも、自動検出プロセスに参加していないVPLSPEルー
タに対して疑似回線を手動で設定できます。

BGPシグナリングによる BGPオートディスカバリ

ネットワークでの VPLSの実装では、プロバイダーエッジ（PE）ルータ間で PWのフルメッ
シュを確立する必要があります。PWには、BGPシグナリングを使用して信号を送信できま
す。

図 3 :ディスカバリおよびシグナリングの属性

BGPのシグナリングおよびオートディスカバリ方式には、次のコンポーネントがあります。

• PEが、特定のVPLSのメンバーであるリモート PEを学習するための方法。このプロセス
をオートディスカバリといいます。

• PEが、特定のVPLSの特定のリモート PEで予期される疑似回線ラベルを学習する方法。
このプロセスをシグナリングといいます。

BGPネットワーク層到達可能性情報（NLRI）は、上記の 2つのコンポーネントを同時に処理
します。特定の PEによって生成されるNLRIには、他の PEで必要な情報が含まれています。
これらのコンポーネントは、各 PEの疑似回線を手動で設定することなく、各 VPLSの疑似回
線のフルメッシュを自動的に設定できるようにします。

BGP ADとシグナリングによる VPLSの NLRIフォーマット

次の図に、BGP ADとシグナリングによる VPLSの NLRIフォーマットを示します
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図 4 : NLRIフォーマット

LDPシグナリングによる BGPオートディスカバリ

疑似回線のシグナリングでは、2つのエンドポイント間で情報を交換する必要があります。ラ
ベル配布プロトコル（LDP）は、ポイントツーポイントシグナリングに適しています。プロバ
イダーエッジデバイス間の疑似回線のシグナリングは、ターゲット LDPセッションを使用し
て、ラベルの値と属性を交換し、疑似回線を設定します。

図 5 :ディスカバリおよびシグナリングの属性

PEルータは、各 VPLSの BGPで IDをアドバタイズします。この IDは、VPLSインスタンス
内で一意であり、VPLS IDと同様に機能します。IDは、BGPアドバタイズメントを受信して
いる PEルータが、アドバタイズメントに関連付けられた VPLSを識別し、正しい VPLSイン
スタンスにインポートできるようにします。このようにして、VPLSごとに、PEルータは、
VPLSのメンバーである他の PEルータを学習します。

LDPプロトコルは、他のすべての PEルータに疑似回線を設定するために使用されます。FEC
129はシグナリングに使用されます。FEC129で伝送される情報には、VPLSID、TargetAttachment
Individual Identifier（TAII）、および Source Attachment Individual Identifier（SAII）が含まれま
す。

LDPアドバタイズメントには、疑似回線上の着信トラフィックの予想される内部ラベルまたは
VPLSラベルも含まれます。これは、LDPピアが、疑似回線を関連付ける VPLSインスタンス
およびその疑似回線でのトラフィックの送信時に使用することが予想されるラベル値を特定で

きるようにします。
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NLRIと拡張コミュニティ

次の図では、ネットワーク層到達可能性情報（NLRI）および拡張コミュニティ（Ext Comm）
について説明します。

図 6 : NLRIと拡張コミュニティ

L2VPNのサービスパス設定
サービスパス設定機能（SPP）は、トラフィックエンジニアリング（TE）トンネルでのL2VPN
サービスのトランスポートパスを制御するのに便利です。SPP機能を使用すると、マルチプロ
トコルラベルスイッチング（MPLS）ネットワークでの転送中に、サービスがパス選択を制御
できます。SPPは、コントロールプレーンポリシーを転送クラスに関連付けることによって
実現されます。SPPは、BGP ADを使用した VPLSと PBB-EVPNおよび EVPNの EVIにおい
てサービス単位のパス選択ができます。

L2VPNの SPPは、次の 2つの手順で実装されます。

•パス選択：着信トラフィックをサービス単位で分類します。

•パス設定：転送クラスサービスを使用してパスを設定します。

SPPの詳細については、「MPLSVPNセッションのサービスパス設定」モジュールを参照して
ください。

サービスパス設定の機能概要

SPPを使用すると、コントロールプレーンで設定されたポリシーに基づいてサービスがパスを
選択できます。

セットアップに 2つのプロバイダーエッジ（PE）ルータがあるシナリオを考えてみます。PE1
は入力ノードとして機能し、PE2は出力ノードとして機能します。
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図 7 :サービスパス設定シナリオの例

入力PE（PE1）は、顧客からのルートを受信します。ローカルポリシーで顧客に割り当てる属
性を決定します。PE1は、VFIまたは EVIサービスに基づいて作成されたローカルポリシーに
基づいて、転送クラスをプレフィックスに関連付けます。一致する転送クラスで事前設定され

たトンネルが、トラフィックを転送するために選択されます。

L2VPNルートポリシー
L2VPNルートポリシー機能により、BGP自動検出を使用した L2VPN VPWSおよび L2VPN
VPLSの exportコミュニティ設定が有効になります。BGPがルートポリシーを実行します。こ
の機能は、L3VPNサービスの BGPサブモードでのルートポリシーのサポートに似ています。

次の項目は、L2VPNルートポリシー機能について説明しています。

1. RPLは、L2VPNエクスポート VPLS（VFI）と L2VPNエクスポート VPWS（MP2MP）の
2つの新しい接続点のポリシーアクションとして標準コミュニティを設定するために使用
されます。

2. L2VPN設定では、BGP自動検出を使用して設定された特定のブリッジドメインに使用す
るルートポリシーを指定します。

3. L2VPNは、BGPに L2VPNコンテキストとともにルートポリシー名を送信します。

4. BGPプロセスは、標準コミュニティを L2 NLRIに挿入します。

VPLS LDPシグナリングにおける Cisco IOS XRと Cisco IOS間の相互運用
性

Cisco IOSソフトウェアは、BGPアップデートメッセージ内で、最初のバイト内の NLRIの長
さをビット型式でエンコードします。ただし、Cisco IOS XRソフトウェアは、NLRIの長さを
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2バイトで解釈します。したがって、VPLS-VPWSアドレスファミリを使用するBGPネイバー
が IOSと IOS XR間に設定されている場合、NLRIの不一致が発生し、ネイバー間のフラッピ
ングの原因になります。この競合を避けるために、IOSはprefix-length-size 2コマンドをサポー
トしています。IOSが IOS XRとともに動作するようにするには、このコマンドをイネーブル
にする必要があります。IOSで prefix-length-size 2コマンドが設定されている場合、NLRIの長
さはバイト単位でエンコードされます。この設定は、IOSを IOS XRとともに動作させるため
に必要です。

次に、prefix-length-size 2コマンドを使用した IOSの設定の例を示します。

router bgp 1
address-family l2vpn vpls
neighbor 5.5.5.2 activate
neighbor 5.5.5.2 prefix-length-size 2 --------> NLRI length = 2 bytes
exit-address-family

MACアドレス関連パラメータ
MACアドレステーブルには、既知のMACアドレスおよび転送情報のリストが含まれます。
現在のVPLSの仕様では、MACアドレステーブルとその管理がルートプロセッサ（RP）カー
ドで維持されます。

次のトピックでは、MACアドレス関連パラメータについて説明します。

ブリッジドメインレベルでMACの制限またはアクションを修正した後で、アクションを有効
にするために、ブリッジドメインを非アクティブにしてアクティブにしてください。（トラ

フィックが通過する）接続回線でのMACの制限またはアクションを変更した後で、アクショ
ンを有効にするために、接続回線を非アクティブにしてアクティブにする必要があります。

（注）

MACアドレスフラッディング

イーサネットサービスでは、ブロードキャストアドレスおよび不明な宛先アドレスに送信さ

れるフレームをすべてのポートにフラッディングする必要があります。VPLSブロードキャス
トモデル内のフラッディングを取得するために、すべての不明ユニキャスト、ブロードキャス

ト、およびマルチキャストフレームが、対応する疑似回線およびすべての接続回線にフラッ

ディングされます。したがって、PEは、接続回線および疑似回線の両方にパケットを複製す
る必要があります。

MACアドレスベース転送

フレームを転送するには、PEは、宛先MACアドレスを疑似回線または接続回線に関連付ける
必要があります。このタイプのアソシエーションは、各 PEで静的設定によって行われるか、
すべてのブリッジポートにフラッディングされるダイナミック学習によって行われます。
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たとえば接続回線または疑似回線で着信するフレームが同じ疑似回線で送信されるような場

合、スプリットホライズンの転送が適用されます。1つの疑似回線で受信される疑似回線フ
レームは、同じ仮想転送インスタンス（VFI）の他の疑似回線には複製されません。

（注）

MACアドレスの送信元ベースの学習

フレームがブリッジポート（たとえば、疑似回線または接続回路）に到達し、受信側 PEルー
タが送信元MACアドレスを認識していない場合、送信元MACアドレスは、疑似回線または
接続回線に関連付けられます。MACアドレスへの送信フレームは、適切な疑似回線または接
続回線に転送されます。

MACアドレスの送信元ベースの学習は、ハードウェア転送パスで学習されるMACアドレス
情報を使用します。更新されたMACテーブルはルータのハードウェアに伝達され、それに
よってルータのハードウェアがプログラミングされます。

スタティックMAC移動は、1つのポート、インターフェイス、または ACから別のポート、
インターフェイス、またはACに対してはサポートされていません。たとえば、スタティック
MACが AC1（ポート 1）で設定されていて、AC2（ポート 2）の送信元MACと同じMACを
持つパケットを送信しようとした場合、そのMACをダイナミックMACとして AC2に接続す
ることはできません。したがって、MACを持つパケットは、設定したどのスタティックMAC
アドレスとしても送信しないでください。

（注）

学習されるMACアドレスの数は、設定可能なポート単位およびブリッジドメイン単位のMAC
アドレス制限によって制限されます。

MACアドレスエージング

MACテーブルのMACアドレスは、MACアドレスエージングタイムの間だけ有効と見なさ
れます。期限切れになると、関連するMACエントリが再度読み込まれます。MACエージン
グタイムをブリッジドメインだけで設定すると、ブリッジドメインのすべての疑似回線と接

続回線において、設定したそのMACエージングタイムが使用されます。

ブリッジは、ブリッジテーブルに基づいてパケットの転送、フラッディング、ドロップを行い

ます。ブリッジテーブルは、スタティックエントリとダイナミックエントリの両方を保持し

ます。スタティックエントリは、ネットワークマネージャまたはブリッジ自体によって入力

されます。ダイナミックエントリはブリッジ学習プロセスによって入力されます。ダイナミッ

クエントリは、エントリが作成された時点か最後に更新された時点から、「エージングタイ

ム」と呼ばれる指定された期間が経過すると、自動的に削除されます。

ブリッジ型ネットワークのホストが移動する可能性が高い場合、ブリッジが変更に迅速に適応

できるようにエージングタイムを小さくします。ホストが連続して送信しない場合は、より長

い時間ダイナミックエントリを記録するようにエージングタイムを長くして、ホストが再度

送信する場合よりフラッディングの可能性を低減できます。
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MACアドレス制限

MACアドレス制限は、学習されるMACアドレスの数を制限するために使用されます。ブリッ
ジドメインレベルの制限は常に設定され、ディセーブルにできません。ブリッジドメインレ

ベルの制限のデフォルト値は 4000で、1～ 512000の範囲で変更できます。

制限を超えると、これらの通知を行うようシステムが設定されています。

• syslog（デフォルト）

•簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップ

• syslogおよび SNMPトラップ

•なし（通知なし）

MACアドレス取り消し

高速な VPLSコンバージェンスでは、ダイナミックに学習されたMACアドレスを削除または
学習解除できます。ラベル配布プロトコル（LDP）アドレス取り消しメッセージがMACアド
レスのリストと一緒に送信されます。これらのアドレスは、対応するVPLSサービスに参加す
る他のすべての PEで取り消す必要があります。

Cisco IOS XR VPLSの実装では、ダイナミックに学習されたMACアドレスの部分は、デフォ
ルトでMACアドレスエージングメカニズムを使用してクリアされます。MACアドレス取り
消し機能は、LDPアドレス取り消しメッセージによって追加されます。MACアドレス取り消
し機能をイネーブルにするには、l2vpnブリッジグループブリッジドメインMACコンフィ
ギュレーションモードでwithdrawalコマンドを使用します。MACアドレス取り消しがイネー
ブルであることを確認するには、detailキーワードとともに show l2vpn bridge-domainコマン
ドを使用します。

デフォルトでは、Cisco IOS XRで LDP MAC取り消し機能がイネーブルになっています。（注）

LDP MAC取り消し機能は、次のイベントが原因で生成されます。

•接続回線がダウンした。CLIから接続回線を削除または追加できます。

• MAC取り消しメッセージをVFI擬似回線経由で受信した。RFC 4762では、ワイルドカー
ド（空のタイプ、長さ、および値（TLV）による方法）と、特定のMACアドレス取り消
しの両方が規定されています。Cisco IOSXRソフトウェアは、ワイルドカードによるMAC
アドレス取り消しだけをサポートしています。

MACアドレスのセキュリティ

インターフェイスレベルとブリッジアクセスポート（サブインターフェイス）レベルでMAC
アドレスセキュリティを設定できます。ただし、インターフェイスで設定されたMACセキュ
リティは、ブリッジドメインレベルで設定されたMACセキュリティよりも優先されます。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
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MACセキュリティで設定された EFPでMACアドレスを最初に学習して、次に同じMACア
ドレスを別の EFPで学習すると、次のイベントが発生します。

•パケットはドロップされます。

• 2番めの EFPはシャットダウンされます。

•パケットが学習され、元の EFPからのMACはフラッシュされます。

MACアドレス移動およびユニキャストトラフィックのカウンタ

MACアドレス移動とユニキャストトラフィックのカウンタが、ASR9Kプラットフォームの
VPLSブリッジポートに導入されています。これらのカウンタは本質的には、L2VPNブリッジ
ポートの統計カウンタです。MAC移動とユニキャストトラフィックのカウンタは、トラブル
シューティングのために導入されています。Cisco ASR 9000高密度 100GEイーサネットライ
ンカードとCiscoASR9000拡張イーサネットラインカードが、これらのカウンタをサポートし
ています。

MAC移動とユニキャストトラフィックのカウンタの詳細については、ACブリッジ、PWブ
リッジ、PBBエッジ、および VXLANブリッジポートで、detailキーワードを指定して show
l2vpn bridge-domainコマンドを使用してください。

すべてまたは一部のブリッジポートトラフィックが ASR 9000イーサネットラインカードに転
送される場合、MACアドレス移動とユニキャストトラフィックのカウンタは正確ではない可
能性があります。

（注）

LSP Ping over VPWSおよび VPLS
Cisco IOSXRソフトウェアでは、（LDPFEC128を使用してシグナリングされる）ポイントツー
ポイント疑似回線のラベルスイッチドパス（LSP）pingとトレースルート検証メカニズムの既
存のサポートが、VFI（VPLS）に関連付けられている疑似回線をカバーするために拡張されて
います。現在、LDPシグナリング FEC128疑似回線の LSP pingとトレースルートのサポート
は、手動で設定されたVPLS疑似回線に制限されています。また、Cisco IOS XRソフトウェア
は、VPWSに適用可能な LDP FEC129 AIIタイプ 2を使用してシグナリングされる、または
VPLSに適用可能な LDP FEC129 AIIタイプ 1を使用してシグナリングされる、ポイントツー
ポイント単一セグメント疑似回線の LSP pingをサポートしています。仮想回線接続検証
（VCCV）のサポートと ping mpls pseudowireコマンドの詳細については、『 MPLS Command
Reference for Cisco ASR 9000 Series Routers』を参照してください。

スプリットホライズングループ

IOS XRブリッジドメインは、スプリットホライズングループと呼ばれる 3つのグループの 1
つに接続回線（AC）と疑似回線（PW）を集約します。ブリッジドメインに適用した場合、ス
プリットホライズンは、スプリットホライズングループのメンバー間のフラッディングと転
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送動作を示します。次の表では、スプリットホライズングループの 1つのメンバーで受信し
たフレームがどのように処理されるかを示し、トラフィックが同じスプリットホライズング

ループの他のメンバーに転送される場合について説明します。

ブリッジドメイントラフィックは、ユニキャストまたはマルチキャストのいずれかです。

フラッディングトラフィックは、不明なユニキャスト宛先MACアドレスフレームで構成され
ます。これは、イーサネットマルチキャストアドレス（スパニングツリー BPDUなど）に送
信されるフレームです。イーサネットブロードキャストフレーム（MACアドレス
FF-FF-FF-FF-FF-FF）。

既知のユニキャストトラフィックは、MAC学習を使用するポートから学習されたブリッジ
ポートに送信されるフレームで構成されます。

トラフィックフラッディングは、ブロードキャスト、マルチキャスト、不明なユニキャスト宛

先アドレスに対して実行されます。

表 1 : Cisco IOS XRでサポートされているスプリットホライズングループ

グループ内のユニキャストグループ内のマル

チキャスト

このグループに属しているメ

ンバー

スプリットホ

ライズング

ループ

対応対応デフォルト：グループ1また
は 2でカバーされないメン
バー。

0

なしなしVFIで設定されるすべての
PW。

1

なしなしsplit-horizonキーワードで設
定された ACまたは PW。

2

スプリットホライズングループに関する重要事項：

•ブリッジドメインのメンバーであるすべてのブリッジポートまたはPWが、3つのグルー
プのうちの 1つに属している必要があります。

•デフォルトでは、すべてのブリッジポートまたは PWがグループ 0のメンバーです。

•ブリッジドメイン設定の VFIコンフィギュレーションサブモードは、このドメインのメ
ンバーがグループ 1に含まれていることを示しています。

•グループ 0で設定された PWはアクセス疑似回線と呼ばれます。

• split-horizon groupコマンドは、グループ 2のメンバーとしてブリッジポートまたは PW
を指定するために使用されます。

• ASR9000は 1個の VFIグループだけをサポートします。
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レイヤ 2セキュリティ
次のトピックでは、レイヤ 2セキュリティをサポートするレイヤ 2VPNの拡張について説明し
ます。

ポートセキュリティ

ポートへのトラフィック送信を許可するMACアドレスを制限することによって、ダイナミッ
クに学習されるMACアドレス、およびスタティックMACアドレスを使用したポートセキュ
リティを使用して、ポートの入力トラフィックを制限します。セキュアポートにセキュアMAC
アドレスを割り当てると、ポートは、定義されたアドレスのグループ外に送信元アドレスがあ

る入力トラフィックを転送しません。セキュアMACアドレスの数を 1つに制限し、単一のセ
キュアMACアドレスを割り当てると、そのポートに接続されているデバイスはそのポートの
全帯域を使用できます。

次のポートセキュリティ機能がサポートされます。

•ブリッジまたはポートのMACテーブルのサイズを制限します。

• MACアドレスの処理と通知を容易にします。

•ブリッジまたはポートのMACエージングタイムとモードをイネーブルにします。

•ブリッジまたはポートのスタティックMACアドレスをフィルタリングします。

•セキュアまたは非セキュアとしてポートをマークします。

•ブリッジまたはポートでフラッディングをイネーブルまたはディセーブルにします。

ポートにセキュアMACアドレスの最大数を設定した後で、次のいずれかの方法でアドレス
テーブルにセキュアアドレスを組み込むようポートセキュリティを設定できます。

• static-addressコマンドを使用して、すべてのセキュアMACアドレスをスタティックに設
定します。

•接続されているデバイスのMACアドレスで、ポートがセキュアMACアドレスをダイナ
ミックに設定できるようにします。

•アドレス数をいくつかスタティックに設定し、残りのアドレスがダイナミックに設定され
るようします。

Dynamic Host Configuration Protocolスヌーピング

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）スヌーピングは、信頼できないホストと信頼済み
DHCPサーバとの間のファイアウォールのように機能するセキュリティ機能です。DHCPス
ヌーピング機能は次のアクティビティを実行します。

•信頼できないソースからのDHCPメッセージを検証し、無効なメッセージをフィルタ処理
して除外する。
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•信頼できるソースおよび信頼できないソースからのDHCPトラフィックのレートを制限す
る。

• DHCPスヌーピングのバインディングデータベースを構築し、管理する。このデータベー
スには、リース IPアドレスがある信頼できないホストに関する情報が保存されています。

•信頼できないホストからの以降の要求を検証するためにDHCPスヌーピングのバインディ
ングデータベースを使用する。

DHCPに関する追加情報については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router IP
Addresses and Services Configuration Guide』を参照してください。

G.8032イーサネットリング保護
ITU-T G.8032で定義されているイーサネットリング保護（ERP）プロトコルは、リングトポ
ロジでイーサネットトラフィックを保護し、イーサネットレイヤのリング内でループが発生

しないようにします。ループは、事前設定されたリンクまたは障害リンクのいずれかをブロッ

クすることで防止されます。

概要

各イーサネットリングノードは、2個の独立したリンクを使用してイーサネットリングに参
加する隣接イーサネットリングノードに接続されます。リングリンクは、ネットワークに影

響を及ぼすループの編成を許可しません。イーサネットリングは、イーサネットリングを保

護するために特定のリンクを使用します。この特定のリンクは、リング予備リンク（RPL）と
呼ばれます。リングリンクは、リングリンク（別名リングポート）の 2個の隣接するイーサ
ネットリングノードとポートで区切られます。

イーサネットリングでのイーサネットリングノードの最小数は 2です。（注）

リング保護スイッチングの基礎は次のとおりです。

•ループ回避の原則

•学習、転送、およびフィルタリングデータベース（FDB）メカニズムの使用

イーサネットリングでのループ回避は、RPLである 1つのリングリンクを除くすべてで常に
トラフィックフローを確保することで行います。複数のノードが、リングの形成に使用されま

す。

• RPLオーナー：ループがイーサネットトラフィックで形成されないように、RPLを介し
てトラフィックをブロックします。リングには RPLオーナーは 1つだけ存在します。

• RPLネイバーノード：RPLネイバーノードは、RPLに隣接するイーサネットリングノー
ドです。通常の状態で RPLの終了をブロックします。このノードタイプはオプションで
あり、保護されている場合 RPLの使用を防止します。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
21

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

G.8032イーサネットリング保護



• RPLの次のネイバーノード：RPLの次のネイバーノードは、RPLオーナーノードまたは
RPLネイバーノードに隣接するイーサネットリングノードです。これは、主にリングで
の FDBフラッシュ最適化に使用されます。このノードはオプションです。

次の図は G.8032イーサネットリングの例です。

図 8 : G.8032イーサネットリング

リングのノードは、RAPSと呼ばれる制御メッセージを使用して、RPLリンクのオンとオフを
切り替えるアクティビティを調整します。リンクの障害によって、障害が発生したリンクに面

するポートをノードがブロックした後で、障害が発生したリンクに隣接するノードから両方の

方向に RAPS信号障害（RAPS SF）メッセージがトリガーされます。このメッセージの取得時
に、RPLオーナーは、RPLポートのブロックを解除します。

リングの単一のリンク障害によって、ループフリートポロジが確保されます。（注）

リングリンクおよびノードの障害を検出するために、回線ステータスおよび接続障害管理プロ

トコルが使用されます。回復フェーズ中に、障害が発生したリンクが復元されると、復元され

たリンクに隣接するノードは、RAPS no request（RAPS NR）メッセージを送信します。この
メッセージの取得時に、RPLオーナーはRPLポートをブロックし、RAPSno request, root blocked
（RAPS NR, RB）メッセージを送信します。これにより、リング内の RPLオーナー以外のそ
の他すべてのノードが、すべてのブロックされたポートのブロックを解除します。ERPプロト
コルは、リングトポロジの単方向障害と複数のリンク障害シナリオの両方で機能するために十

分に強力です。

G.8032リングは、次の基本的なオペレータ管理コマンドをサポートします。

• Force switch（FS）：オペレータは、特定のリングポートを強制的にブロックできます。

•既存の SF状態がある場合でも有効です。

•サポートされるリング用の複数の FSコマンド。

•即時のメンテナンス操作を可能にするために使用できます。

• Manual switch（MS）：オペレータは、特定のリングポートを手動でブロックできます。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
22

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

概要



•既存の FSまたは SF状態では無効です。

•新しい FSまたは SF状態によって上書きされます。

•複数のMSコマンドは、すべてのMSコマンドを取り消します。

• Clear：リングポートで既存の FSまたはMSコマンドを取り消します。

•非リバーティブモードをクリアするために（RPLオーナーで）使用されます。

G.8032リングは、複数のインスタンスをサポートできます。インスタンスは、物理的なリング
に実行される論理リングです。そのようなインスタンスは、リング上のロードバランシング

VLANなどのさまざまな理由で使用されます。たとえば、奇数の VLANはリングの 1方向に
送信され、偶数の VLANは他の方向に送信されることがあります。特定の VLANは 1つのイ
ンスタンスだけで設定できます。これらは複数のインスタンスと重複できません。重複する

と、データトラフィックまたはRAPSパケットは論理リングを通過する可能性があるため、望
ましくありません。

G.8032 ERPは、リンク障害の検出に回線ステータスと接続障害管理（CFM）に依存する新し
いテクノロジーを提供します。100msの間隔でCFMContinuityCheckMessage（CCM）メッセー
ジを実行することにより、SONETのようなスイッチング時間パフォーマンスとループフリー
トラフィックを実現できます。

イーサネット接続障害管理（CFM）とイーサネット障害検出（EFD）の設定の詳細について
は、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Interface and Hardware Component
Configuration Guide』の「Configuring Ethernet OAMon the Cisco ASR 9000 Series Router」モジュー
ルを参照してください。

タイマー

G.8032は、競合状態および不要なスイッチング操作を回避するために異なる ERPタイマーを
使用することを指定します。

•遅延タイマー：RPLをブロックする前にネットワークが安定していることを確認するため
に RPLオーナーによって使用されます。

• SF状態の後で、SFが断続的に中断していないことを確認するために、Wait-to-Restore
（WTR）タイマーが使用されます。WTRタイマーはオペレータが設定できます。デ
フォルトの時間間隔は 5分です。時間間隔の範囲は 1～ 12分です。

• FS/MSコマンドの後で、バックグラウンド状態でないことを確認するために、
Wait-to-Blockタイマーが使用されます。

Wait-to-Blockタイマーは、Wait-to-Restoreタイマーよりも短くな
ることがあります。

（注）
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•ガードタイマー：状態の変更時にすべてのノードで使用されます。これは、潜在的な古い
メッセージが不要な状態変更を引き起こさないようにします。ガードタイマーは設定可能

であり、デフォルトの時間間隔は 500ミリ秒です。時間間隔の範囲は 10～ 2000ミリ秒で
す。

• hold-offタイマー：断続的なリンク障害をフィルタリングするために、基盤となるイーサ
ネットレイヤによって使用されます。hold-offタイマーは設定可能であり、デフォルトの
時間間隔は 0秒です。時間間隔の範囲は 0～ 10秒です。

•障害は、このタイマーの有効期限が切れた場合だけリング保護メカニズムに報告され
ます。

単一のリンク障害

次の図は、単一のリンク障害が発生した場合の保護スイッチングを表しています。

図 9 : G.8032の単一のリンク障害

次の図は、7つのイーサネットリングノードで構成されたイーサネットリングを表しています。
RPLは、イーサネットリングノード Aと Gの間のリングリンクです。このようなシナリオ
では、RPLの両端がブロックされます。イーサネットリングノード Gは RPLオーナーノー
ドで、イーサネットリングノード Aは RPLネイバーノードです。

次の記号が使用されます。

次の手順では、図 8で表されている単一のリンク障害でのステップを説明します。

1. リンクは正常な状態で動作しています。

2. 障害が発生します。
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3. イーサネットリングノード Cと Dは、ローカルの信号障害を検出し、ホールドオフ時間
間隔後に障害が発生したリングポートをブロックし、FDBフラッシュを実行します。

4. イーサネットリングノード Cと Dは、SF状態が続いている間、両方のリングポートの
（ノード ID、BPR）ペアとともに RAPS（SF）メッセージの定期的な送信を開始します。

5. RAPS（SF）メッセージを受信するすべてのイーサネットリングノードがFDBフラッシュ
を実行します。RPLオーナーノード Gと RPLネイバーノード Aが RAPS（SF）メッセー
ジを受信すると、イーサネットリングノードは自身のRPLの終端をブロック解除し、FDB
フラッシュを実行します。

6. 2番目の RAPS（SF）メッセージを受信するすべてのイーサネットリングノードは、FDB
フラッシュを再度実行します。これは、ノード IDと BPRベースメカニズムが原因です。

7. 安定した SF状態：イーサネットリングの RAPSメッセージ（SF）。これ以上の RAPS
（SF）メッセージは、さらなるアクションをトリガーしません。

次の図は、単一のリンク障害が発生した場合の復帰を表しています。

図 10 :単一のリンク障害回復（リバーティブ操作）

次の手順では、図 9で表されている単一のリンク障害回復でのステップを説明します。

1. リンクが安定した SF状態で動作しています。
2. リンク障害回復が行われます。

3. イーサネットリングノード Cと Dは、信号障害（SF）状態のクリアを検出し、ガードタ
イマーを開始し、両方のリングポートのRAPS（NR）メッセージの定期的な送信を開始し
ます（ガードタイマーは、RAPSメッセージの受信を防止します）。

4. イーサネットリングノードがRAPS（NR）メッセージを受信すると、受信側リングポート
のノード IDおよび BPRのペアが削除され、RPLオーナーノードはWTRタイマーを開始
します。
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5. イーサネットリングノードCとDでガードタイマーの有効期限が切れると、受信する新し
いRAPSメッセージを受け入れることがあります。イーサネットリングノードDは、イー
サネットリングノード Cから上位のノード IDを持つ RAPS（NR）メッセージを受信し、
障害が発生していないリングポートのブロックを解除します。

6. WTRタイマーの有効期限が切れると、RPLオーナーノードは、RPLの終端をブロックし、
（ノード ID、BPR）ペアを持つ RAPS（NR、RB）メッセージを送信し、FDBフラッシュ
を実行します。

7. イーサネットリングノード Cが RAPS（NR、RB）メッセージを受信すると、ブロックさ
れたリングポートのブロックを解除し、RAPS（NR）メッセージの送信を停止します。一
方、RPLネイバーノード Aが RAPS（NR、RB）メッセージを受信すると、RPLの終了を
ブロックします。さらに、イーサネットリングノード A～ Fは、ノード IDと BPRベース
メカニズムが存在することが原因で、RAPS（NR、RB）メッセージを受信すると FDBフ
ラッシュを実行します。

Flow Aware Transport疑似回線（FAT PW）
ルータは通常、ラベルスタックの最低ラベル（特定の疑似回線のすべてのフローに対して同じ

ラベル）に基づいてトラフィックをロードバランスします。このとき、非対称ロードバランシ

ングが発生することがあります。このコンテキストでは、フローは同じ送信元/宛先ペアを持
つパケットのシーケンスを示します。パケットは、送信元プロバイダーエッジ（PE）から宛
先 PEに転送されます。

Flow-Aware Transport疑似回線（FAT PW）は、疑似回線内の個々のフローを識別する機能を提
供します。また、ルータに対してこれらのフローを使用してトラフィックをロードバランスす

る機能を提供します。等価コストマルチパス（ECMP）が使用されている場合は、FAT PWは
コア内のトラフィックのロードバランスに使用されます。疑似回線に伝送される個々のパケッ

トフローに基づいてフローラベルが作成され、最低ラベルとしてパケットに挿入されます。

ルータは、フローラベルをロードバランシングに使用できます。これにより、コア内のECMP
パスまたはリンクがバンドルされたパスでより適切なトラフィックの分配が実現します。

次の図に、FAT PWと、ECMPおよびバンドルされたリンクに分配される 2つのフローの例を
示します。
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図 11 : FAT PWと ECMPおよびバンドルされたリンクへ分配される 2つのフロー

追加ラベルは、仮想回線（VC）のフロー情報を含むスタック（フローラベルと呼ばれる）に
追加されます。フローラベルは、PW内のフローを区別する一意の IDで、送信元/宛先MAC
アドレスと送信元/宛先 IPアドレスから取得されます。フローラベルにはラベルスタック
（EOS）ビットセットの末尾が含まれ、VCラベルの後ろや、コントロールワード（存在する
場合）の前に挿入されます。入力 PEは、フローラベルを計算し、転送します。FAT PWコン
フィギュレーションは、フローラベルをイネーブルにします。出力 PEは、決定が行われない
ように、フローラベルを廃棄します。

すべてのコアルータが、FAT PWでフローラベルに基づいてロードバランシングを実行しま
す。これにより、ECMPとリンクバンドルへのフローの分配が可能になります。

疑似回線ヘッドエンド

疑似回線（PW）は、IP/MPLSパケットスイッチドネットワーク（PSN）でのペイロードの透
過的な伝送を可能にします。PWは、コアネットワークに戻るカスタマートラフィックのため
の、簡単で管理可能な軽いトンネルと見なされます。サービスプロバイダーは、PW接続を
ネットワークのアクセスおよび集約の領域に拡張しています。

疑似回線ヘッドエンド（PWHE）は、レイヤ 3（VRFまたはグローバル）ドメインまたはレイ
ヤ2ドメインへのアクセス疑似回線（PW）の終端を可能にするテクノロジーです。PWは、共
通の IP/MPLSネットワークインフラストラクチャへのカスタマートラフィックのトンネリン
グのために、簡単でスケーラブルなメカニズムを提供します。PWHEにより、カスタマーは、
サービスプロバイダーエッジ（PE）ルータ上で、QoSアクセスリスト（ACL）、L3VPNな
どの機能を PWHEインターフェイス単位でプロビジョニングできます。

カプセル化のデフォルトは PWHEではサポートされていません。（注）

PWHEは、再帰的プレフィックスと非再帰的プレフィックスを介して到達可能な疑似回線ネイ
バーにクロスコネクトします。再帰的プレフィックスによる到達可能性は、CiscoASR 9000シ
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リーズルータでの BGP RFC3107サポートの導入によって実現されています。シナリオ例とし
て、次のネットワークトポロジについて考えてみましょう。

図 12 :疑似回線のネットワーク

PWHEクロスコネクトの設定では、A-PE（アクセスプロバイダーエッジ）と S-PE間の相互接
続は、MPLSラベルを IPプレフィックスとともに配布する BGP RFC3107を介して行われま
す。顧客のネットワークでは、IGPを使用することで、顧客の自律システムの外部にあるS-PE
デバイスへの接続の提供を回避できます。

すべての実際の用途で、PWHEインターフェイスは他の既存の L3インターフェイスと同様に
扱われます。PWは次のいずれかのモードで動作します。

•ブリッジ型インターワーキング（VCタイプ 5または VCタイプ 4）

• IPインターワーキングモード（VCタイプ 11）

VCタイプ 4と VCタイプ 5では、PWは IPペイロードを使用して顧客のイーサネットフレー
ム（タグ付きまたはタグなし）を伝送します。そのため、S-PEデバイスは、PWHEを介して
学習された顧客の IPアドレスに対して ARP解決を実行する必要があります。VCタイプ 4
（VLANタグ付き）および VCタイプ 5（イーサネットポート/raw）では、PWHEはブロード
キャストインターフェイスとして機能します。一方、VCタイプ11（IPインターワーキング）
では、PWHEはポイントツーポイントインターフェイスとして機能します。そのため、PWHE
インターフェイスには、PW-Ether（VCタイプ 4および 5用）と PW-IW（VCタイプ 11用）の
2つのタイプがあります。これらの PWは S-PEでVRFまたは IPグローバルテーブルに終端で
きます。

PWHEの利点

PWHEの実装には次のような利点があります。

•アクセスまたは集約ネットワークの基礎となる物理転送メディアからの、サービス PEの
カスタマー側インターフェイス（CFI）の分離

•アクセスまたは集約ネットワークおよびサービス PEの CapExの削減

•カスタマー側レイヤ 2 UNIインターフェイスセットの分配および拡大

• OAM機能の統一方法の実装

•プロバイダーによるレイヤ 3サービスのフットプリントの延長または拡張が可能

•次世代ネットワーク（NGN）にカスタマートラフィックの終端方法を提供
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機能制限

• PWHEでは、FAT（フロー認識型トランスポート）ラベルまたはエントロピーラベルはサ
ポートされていません。

•システムは、汎用インターフェイスリスト内のインターフェイス経由の発信側 PEルータ
の PWIDに基づいて、および後続の Pルータの PWIDに基づいて PWHEをロードバラン
シングします。

• PWHEは、2番目のレベルの BGPラベル付きユニキャスト（LU）再帰ではサポートされ
ていません。

汎用インターフェイスリスト

汎用インターフェイスリストには、PW-HE接続で使用される物理インターフェイスまたはバ
ンドルインターフェイスのリストが含まれています。

汎用インターフェイスリストでは、メインインターフェイスのみがサポートされ、サブイン

ターフェイスはサポートされません。汎用インターフェイスリストは双方向であり、アクセス

側ラインカードの受信と送信インターフェイスの両方を制限します。汎用インターフェイスリ

ストは、コア方向には影響を与えません。

汎用インターフェイスリストは、PWHEインターフェイスに割り当てられるリソースをこのリ
ストで指定した一連のインターフェイスに制限します。

S-PEのみで汎用インターフェイスリストが認識されます。正常な場合 PWHEパケットは汎用
インターフェイスリストのメンバーを設定したラインカードのみに着信すると見なされます。

汎用インターフェイスリストのメンバーを設定していないラインカードにパケットが着信した

場合は、ドロップされます。

疑似回線ヘッドエンドを介した LFA

リリース 5.1.1からは、ループフリー代替（LFA）ルートで PW-HEがサポートされています。

PW-HEインターフェイスで LFAを有効にするには、すべてのルーティングパス（保護および
バックアップ）をその PW-HEインターフェイスの汎用インターフェイスリストに含める必要
があります。すべてのルーティングパスが汎用インターフェイスリストに含まれていない場合

は、LFAが有効になっている場合でもトラフィックが失われる可能性があります。これは、
LFAルートが汎用インターフェイスリストに含まれていないものである可能性があるためで
す。

PW-HEインターフェイスで LFAを設定するには、次の手順を実行します。

1. 汎用インターフェイスリストの設定

2. IP/LDP高速再ルーティングの設定

IP高速再ルーティングループフリー代替の設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router Routing Configuration Guide』の「Implementing IS-IS on Cisco IOS XR
Software」モジュールを参照してください。
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PW-HEマルチキャスト

疑似回線ヘッドエンド（PW-HE）インターフェイスのマルチキャストサポートは、拡張イーサ
ネットカードでのみ使用できます。

PW-HEマルチキャスト機能の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Multicast Configuration Guide, Release 5.1.x』の「Implementing Layer 3 Multicast Routing」
の章を参照してください。

PW-HE over MPLS-TEトンネル

PW-HE over MPLS-TEトンネル機能は、TEトンネルを介した（疑似回線ヘッドエンドを使用
した）疑似回線トラフィックの転送をサポートしています。

PW-HE over MPLS TEトンネルの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MPLS Configuration Guide, Release 5.1.x』の「Implementing MPLS Traffic Engineering」の
章を参照してください。

L2VPN over GRE
システムは、総称ルーティングカプセル化（GRE）トンネル上で IPパケットを転送するため
に、最初に GREヘッダーで元の IPパケットをカプセル化します。カプセル化された GREパ
ケットは、パケットを宛先に転送するために使用する外部の転送ヘッダーによって再びカプセ

ル化されます。次の図に、IP転送ネットワークでの GREのカプセル化の例を示します。

図 13 : GREのカプセル化

新しい IPパケットでは、新しいペイロードは元の IPパケットに似ています。また、新しい IP
ヘッダー（新しい IP Hdr）は、トンネル IPヘッダーに似ており、転送ヘッダーにも似ていま
す。

（注）

GREトンネルエンドポイントでGREパケットのカプセル化が解除されると、ペイロードタイ
プに基づいてそのパケットが転送されます。たとえば、ペイロードがラベル付きパケットの場

合は、仮想回線（VC）ラベルまたは VPNラベルに基づいて、L2VPNおよび L3VPNにそれぞ
れ転送されます。

L2VPN over GREの制限事項

L2VPN over GREを設定する際に考慮する必要があるいくつかの制限事項を次に示します。
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• VPLSフローベースのロードバランシングシナリオの場合、GREトンネルは、トンネルの
送信元または宛先の Cyclic Redundancy Check（CRC;巡回冗長検査）に基づいて発信パス
に固定されます。ユニキャストトラフィックとフラッディングトラフィックは、特定の

GREトンネルに対して常に同じ物理パスを使用します。

•入力接続回線は、L2VPN over GRE用の ASR 9000拡張イーサネットラインカードである
必要があります。さらに、GREトンネルの宛先は、ASR9000拡張イーサネットラインカー
ドでのみ到達可能である必要があります。

• L2VPN over GRE機能は、ASR 9000イーサネットラインカードまたは Cisco ASR 9000シ
リーズSPAインターフェイスプロセッサ700ラインカードではサポートされていません。
これは、入力接続回線および GRE宛先が GREを介して到達可能であるためです。

• TE over GREを介した疑似回線のシナリオはサポートされていません。

•優先パスの制限事項：

• GREを優先パスとして設定する場合、GREトンネル（出力 ACL）では出力機能がサ
ポートされません。

•優先パスでは、VCCV pingまたはトレースルートはサポートされません。

•優先パスは、PE（プロバイダーエッジ）to PEトポロジで設定された疑似回線でのみ
サポートされます。

GRE配置シナリオ

L2VPNネットワークでは、次のシナリオで GREを配置できます。

•プロバイダーエッジ（PE）と PEルータ間に GREトンネルを設定

• Pルータと Pルータ間に GREトンネルを設定

• Pルータと PEルータ間に GREトンネルを設定

次の図は、さまざまなシナリオを示します。

図 14 : PEルータと PEルータ間に設定された GREトンネル
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図 15 : Pルータと Pルータ間に設定された GREトンネル

図 16 : Pルータと PEルータ間に設定された GREトンネル

これらの配置シナリオは、VPWSおよび VPLSに適用されます。（注）

優先パスとしての GREトンネル

優先トンネルパス機能により、疑似回線を特定の GREトンネルにマッピングできます。接続
回線は、リモート PEルータの IPアドレス（IGPまたはLDPを使用して到達可能）ではなく、
GREトンネルインターフェイスに相互接続されます。優先トンネルパスを使用する場合、L2
トラフィックを転送するGREトンネルが 2台の PEルータ間で動作することが常に想定されま
す（つまり、始端はインポジションPEルータで、終端はディスポジションPEルータです）。

マルチポイントレイヤ2サービスのラベルスイッチドマルチキャスト
マルチポイントレイヤ 2サービスのラベルスイッチドマルチキャスト（LSM）は、マルチプ
ロトコルラベルスイッチング（MPLS）ネットワークを介してマルチキャストトラフィックを
送信する、レイヤ 2ベースのソリューションです。マルチポイントレイヤ 2サービスでは、
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イーサネット LANエミュレーションを提供するために、マルチポイントレイヤ 2サービスド
メインに参加している PEルータでポイントツーポイント（P2P）疑似回線（PW）が設定され
ます。ブロードキャスト、マルチキャスト、および不明なユニキャストのトラフィックを、マ

ルチポイントレイヤ 2サービスドメインの入力複製またはラベルスイッチドマルチキャスト
を介して送信できます。

入力複製とその制限事項

入力複製では、ブロードキャスト、マルチキャスト、および不明なユニキャストのトラフィッ

クが、入力 PEルータで複製されます。同じパケットの個々のコピーが、同じ VPLSドメイン
に参加しているリモート PEルータに送信されます。ただし、入力複製には次の制限事項があ
ります。

•ブロードキャストおよびマルチキャストのVPLSトラフィックが多い場合に、リンク帯域
幅が大量に浪費されます

•入力 PEルータが複製によって最も影響を受けるため、リソースが大量に消費されます

ソリューションとしての VPLS LSM

VPLSラベルスイッチドマルチキャスト（LSM）は、入力複製の制限に対応するための効果的
なマルチキャストソリューションです。このソリューションは、MPLSネットワーク内のポイ
ントツーマルチポイント（P2MP）ラベルスイッチドパス（LSP）を使用し、VPLSドメインを
介してマルチキャストトラフィックを転送します。

ブロードキャスト、マルチキャスト、または未知のユニキャストトラフィックのみが P2MP
LSPを介して送信されます。

（注）

VPLS LSMソリューションでは、BGPベースの P2MP PWシグナリングがサポートされていま
す。そのため、VPLSドメインに参加しているリモート PEは、BGP自動検出メカニズムを使
用して自動的に検出されます。VPLSドメインごとに P2MPPWを作成すると、VPLSドメイン
内の PWの VPLS P2MPサービスをエミュレートできます。

VPLSに使用されるマルチキャストツリーには、次の 2つのタイプがあります。

•包含ツリー

•選択ツリー

包含ツリー：このオプションでは、SPネットワーク内で単一マルチキャスト配信ツリーを使
用して、特定のPEに接続されている指定された一連のVPLSサイトからのすべてのマルチキャ
ストトラフィックを伝送できます。特定のマルチキャストツリーは、単一VPLSインスタンス
に属しているサイトまたは個別の VPLSインスタンスに属するサイトによって発生したトラ
フィックを伝送するように設定できます。同じツリー上で複数の VPLSインスタンスのトラ
フィックを伝送する機能は、集約包含と呼ばれます。ツリーには、ツリーを使用しているVPLS
インスタンスのいずれかのメンバーであるすべての PEが含まれている必要があります。PE
は、そのストリームのトラフィックの受信に関心のある受信者がいなくても、マルチキャスト
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ストリームのマルチキャストトラフィックを受信する場合があります。VPLSLSMの包含マル
チキャストツリーは、P2MPツリーです。

選択ツリー：PEは選択マルチキャストツリーを使用して、1または複数の特定 IPマルチキャ
ストストリーム（同じまたは異なるVPLSインスタンスに属するPE-CEインターフェイスを介
して PEが受信）の IPマルチキャストトラフィックを、これらのVPLSインスタンスに属する
PEのサブセットに送信します。これは、特定のマルチキャストストリーム（高帯域幅マルチ
キャストストリームなど）用に個別の SPマルチキャストツリーを作成する機能を PEに提供
するためです。したがって、これらのマルチキャストストリームのトラフィックは、ストリー

ムの受信者がいる PEルータにのみ到達できます。これにより、VPLSインスタンス内の他の
PEルータのフラッディングが回避されます。

VPLS LSMに関する制限事項

VPLS LSMには次の制限があります。

• RSVP-TEマルチキャストツリーを使用した BGP-ADシグナリングのみがサポートされま
す。

•静的に設定された PWはサポートされません。

•包含ツリーのみがサポートされます。

•選択マルチキャストツリーはサポートされません。

• LDPシグナリング P2P PWはサポートされません。BGPシグナリング PWのみがサポート
されます。

• RSVP-TEマルチキャストツリーのみがサポートされます。

• P2MPマルチキャストツリールートに参加しているブリッジドメインで IGMPスヌーピン
グが有効になっている場合、IGMPスヌーピングトラフィックは入力複製を使用して転送
されます。P2MPマルチキャストツリーは使用されません。

• P2MPPWシグナリングは、VPLSドメインでP2MPが有効になっている場合に開始されま
す。したがって、1つまたは複数のリーフ PEがマルチキャストツリーに参加できない可
能性があります。このシナリオでは、リーフ PEは P2MPツリーを介して送信されたトラ
フィックを受信しません。

•リーフPEがマルチキャストツリーに正常に参加するまで、トラフィックはBlackhole状態
になります。自動リカバリはサポートされません。

• MACラーニングは、不明なユニキャストトラフィックが P2MPマルチキャストツリーで
送信された場合に発生します。これにより、トラフィックは P2P PWに切り替えられま
す。パケットの並べ替えは P2Pとして発生する可能性があり、P2MP PWはネットワーク
を介して異なるパスを選択する可能性があります。P2MPを介してすでに伝送されている
トラフィックは、同じフローの P2P PW上の新しいトラフィックよりも後に到着する可能
性があります。

• VPLS LSMに関しては、A9K-SIP-700ラインカードには次のような固有の制限がありま
す。
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ISSUはサポートされていません。•

• QoSは、このラインカードのアクセス PWではサポートされません。

• MPLS-TEは、シリアルインターフェイスではサポートされません。

• TEかRSVPまたは両方が設定されている場合、RSVPはインターフェイスとネイバー
を削除しません。

• FRRリンク保護のみがサポートされます。FRRノード保護はサポートされません。

•サポートされている P2MP対応 BD-VFIの最大数は 1000です。

• BudからMidノードに移行するには、 no l2vpnコマンドを使用して l2vpn設定全体を
削除します。no multicast p2mpコマンドを設定するだけでは十分ではありません。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装方法
ここでは、マルチポイントレイヤ 2サービスの実装に必要なタスクについて説明します。

ブリッジドメインの設定

次のトピックでは、ブリッジドメインの設定方法について説明します。

ブリッジドメインの作成

ブリッジドメインを作成するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを含めることができるブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワーク

インターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

疑似回線の設定

ブリッジドメインで疑似回線を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain name
5. vfi { vfi-name }
6. exit
7. neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }
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8. dhcp ipv4 snoop profile { dhcp_snoop_profile_name }
9. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 vfi { vfi-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi v1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)#

仮想転送インターフェイス（VFI）パラメータを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインVFI
コンフィギュレーションモードを開始します。
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•指定した仮想転送インターフェイス名を設定するには、vfi-name引数を使用します。

ステップ 6 exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 7 neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# neighbor 10.1.1.2 pw-id 1000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-pw)#

アクセス疑似回線ポートをブリッジドメインに追加するか、または疑似回線を仮想転送インターフェイス

（VFI）に追加します。

•相互接続ピアの IPアドレスを指定するには、A.B.C.D引数を使用します。
•疑似回線 IDおよび ID値を設定するには、 pw-idキーワードを使用します。指定できる範囲は 1～
4294967295です。

ステップ 8 dhcp ipv4 snoop profile { dhcp_snoop_profile_name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-pw)#dhcp ipv4 snoop profile profile1

ブリッジ上で DHCPスヌーピングをイネーブルにして、DHCPスヌーピングプロファイルを対応付けま
す。

ステップ 9 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

メンバのブリッジドメインへの関連付け

ブリッジドメインの作成後、ブリッジドメインにインターフェイスを割り当てるには、この

作業を実行します。次のタイプのブリッジポートは、ブリッジドメインに関連付けられてい

ます。
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•イーサネットおよび VLAN

• VFI

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain name
5. interface type interface-path-id
6. （任意）static-mac-address {MAC-address }
7. routed interface BVI-id
8. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#
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ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# interface GigabitEthernet 0/4/0/0
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#

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、同じブリッジドメインに属する他のインター

フェイスからパケットを転送および受信できるブリッジドメインにインターフェイスを追加します。

ステップ 6 （任意）static-mac-address {MAC-address }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# static-mac-address 1.1.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

スタティックMACアドレスを設定してリモートMACアドレスを疑似回線またはその他のブリッジイン
ターフェイスに関連付けます。

ステップ 7 routed interface BVI-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# routed interface BVI100
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#

VPLS疑似回線トラフィックを、統合ルーティングおよびブリッジング（IRB）を介してルーティングする
必要がある場合は、この手順を実行します。このコマンドは、ブリッジグループ仮想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、同じブリッジドメインに属する他のインターフェイスからパケッ

トを転送および受信できるブリッジドメインにブリッジグループ仮想インターフェイス（BVI）を追加し
ます。BVIのステータスをアップにするには、この手順が不可欠です。

ステップ 8 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。

• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。

• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。
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ブリッジドメインパラメータの設定

ブリッジドメインパラメータを設定するには、ブリッジドメインに次のパラメータを関連付

けます。

•最大伝送ユニット（MTU）：ブリッジドメインのすべてのメンバーに同じMTUがあるこ
とを指定します。MTUサイズが異なるブリッジドメインメンバーは、まだブリッジドメ
インに関連付けられている場合でもブリッジドメインによって使用されません。

•フラッディング：フラッディングは常に有効になります。

•ダイナミック ARPインスペクション（DAI）：有効な ARP要求と応答だけが中継される
ようにします。

• IP SourceGuard（IPSG）：レイヤ 2ポートで送信元 IPアドレスフィルタリングをイネーブ
ルにします。

DAIおよび IPSG機能が正常に動作していることを確認するには、DAIおよび IPSG違反につ
いてパケットドロップ統計情報を調べます。パケットドロップ統計情報は show l2vpn
bridge-domain bd-name <> detailコマンドの出力で確認できます。

（注）

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. flooding disable
6. mtu bytes
7. dynamic-arp-inspection { address-validation | disable | logging }
8. ip-source-guard logging
9. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

l2vpnコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、l2vpnブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモード
を開始します。

ステップ 5 flooding disable

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# flooding disable
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

フラッディングを無効にします。

ステップ 6 mtu bytes

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# mtu 1000

ブリッジドメインの最大パケットサイズまたは最大伝送ユニット（MTU）サイズを調整します。

•バイト単位でMTUサイズを指定するには、bytes引数を使用します。範囲は 64～ 65535です。

ステップ 7 dynamic-arp-inspection { address-validation | disable | logging }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# dynamic-arp-inspection

ダイナミックARPインスペクションコンフィギュレーションサブモードを開始します。有効なARP要求
および応答だけがリレーされるようになります。
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ブリッジドメインまたはブリッジポートのダイナミックARPインスペクションを設定できます。（注）

ステップ 8 ip-source-guard logging

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# ip-source-guard logging

IPソースガードコンフィギュレーションサブモードを開始し、レイヤ 2ポート上で送信元 IPアドレス
フィルタリングをイネーブルにします。

ブリッジドメインまたはブリッジポートで IPソースガードをイネーブルにできます。デフォルトでは、
ブリッジの下のブリッジポートは親ブリッジから IPソースガード設定を継承します。

デフォルトでは、すべてのブリッジに対して IPソースガードがディセーブルです。

ステップ 9 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。

• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。

• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ブリッジドメインのディセーブル化

ブリッジドメインをディセーブルにするには、次の作業を実行します。ブリッジドメインを

ディセーブルにすると、ブリッジドメインに関連付けられているすべての VFIがディセーブ
ルになります。引き続き、ブリッジドメインに関連付けられたブリッジドメインと VFIにメ
ンバーを接続するか、または取り外すことができます。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain name
5. shutdown
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
43

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

ブリッジドメインのディセーブル化



RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、l2vpnブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモード
を開始します。

ステップ 5 shutdown

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインをシャットダウンし、ブリッジと、ブリッジ下のすべての接続回線と疑似回線を管理ダ

ウン状態に戻します。

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
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• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

不明なユニキャストフラッディングのブロック

ブリッジドメインレベルで不明なユニキャストトラフィックのフラッディングをディセーブ

ルにするには、次の作業を実行します。

ブリッジドメイン、ブリッジポート、またはアクセス疑似回線レベルで不明なユニキャスト

トラフィックのフラッディングをディセーブルにできます。デフォルトでは、不明なユニキャ

ストトラフィックは、ブリッジドメインのすべてのポートにフラッディングされます。

ブリッジドメインで不明なユニキャストトラフィックのフラッディングをディセーブルにす

ると、ブリッジドメイン内のすべてのポートがこの設定を継承します。ブリッジドメイン設

定を上書きするように、ブリッジポートを設定できます。

（注）

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. flooding unknown-unicast disable
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、l2vpnブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモード
を開始します。

ステップ 5 flooding unknown-unicast disable

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#
flooding unknown-unicast disable

ブリッジドメインレベルで不明なユニキャストトラフィックのフラッディングをディセーブルにします。

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

フラッディング最適化モードの変更

ブリッジドメインでフラッディング最適化モードを変更するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. flood mode convergence-optimized
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、l2vpnブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモード
を開始します。

ステップ 5 flood mode convergence-optimized

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# flood mode convergence-optimized

デフォルトのフラッディング最適化モードを帯域幅最適化モードからコンバージェンスモードに変更しま

す。

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。
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レイヤ 2セキュリティの設定
次のトピックでは、レイヤ 2セキュリティの設定方法について説明します。

レイヤ 2セキュリティのイネーブル化

ブリッジのレイヤ 2ポートセキュリティをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge domain bridge-domain-name
5. security
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

各ネットワークインターフェイスをブリッジグループに割り当てて、L2VPNブリッジグループコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

ステップ 4 bridge domain bridge-domain-name

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 security

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# security

ブリッジのレイヤ 2ポートセキュリティをイネーブルにします。

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）プロファイルの対応付け

ブリッジ上でDHCPスヌーピングをイネーブルにし、ブリッジにDHCPスヌーピングプロファ
イルを対応付けるには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. dhcp ipv4 snoop { profile profile-name }
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。
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ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

各ネットワークインターフェイスをブリッジグループに割り当てて、L2VPNブリッジグループコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 dhcp ipv4 snoop { profile profile-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# dhcp ipv4 snoop profile attach

ブリッジ上でDHCPスヌーピングをイネーブルにし、ブリッジにDHCPスヌーピングプロファイルを対応
付けます。

• DHCPプロファイルを対応付けるには、profileキーワードを使用します。profile-name引数は、DHCPv4
スヌーピングのプロファイル名です。

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。
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レイヤ 2仮想転送インスタンスの設定
次のトピックでは、レイヤ 2仮想転送インスタンス（VFI）の設定方法について説明します。

仮想転送インスタンスの作成

ブリッジドメインのすべてのプロバイダーエッジ（PE）デバイスでレイヤ 2仮想転送インス
タンス（VFI）を作成するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain name
5. vfi {vfi-name}
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#
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ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 vfi {vfi-name}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi v1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)#

仮想転送インターフェイス（VFI）パラメータを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインVFI
コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

疑似回線の仮想転送インスタンスへの関連付け

VFIを作成した後、1つ以上の疑似回線を VFIに関連付けるには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. vfi { vfi name }
6. neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }
7. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 vfi { vfi name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi v1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)#

仮想転送インターフェイス（VFI）パラメータを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインVFI
コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# neighbor 10.1.1.2 pw-id 1000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)#

疑似回線ポートをブリッジドメインに追加するか、または疑似回線を仮想転送インターフェイス（VFI）
に追加します。

•相互接続ピアの IPアドレスを指定するには、A.B.C.D引数を使用します。

•疑似回線 IDおよび ID値を設定するには、pw-idキーワードを使用します。指定できる範囲は 1～
4294967295です。

ステップ 7 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
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commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ブリッジドメインへの仮想転送インスタンスの関連付け

VFIをブリッジドメインのメンバーになるように関連付けるには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain name
5. vfi { vfi name }
6. neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }
7. static-mac-address {MAC-address }
8. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#
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ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 vfi { vfi name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi v1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)#

仮想転送インターフェイス（VFI）パラメータを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインVFI
コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# neighbor 10.1.1.2 pw-id 1000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)#

疑似回線ポートをブリッジドメインに追加するか、または疑似回線を仮想転送インターフェイス（VFI）
に追加します。

•相互接続ピアの IPアドレスを指定するには、A.B.C.D引数を使用します。

•疑似回線 IDおよび ID値を設定するには、pw-idキーワードを使用します。指定できる範囲は 1～
4294967295です。

ステップ 7 static-mac-address {MAC-address }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)# static-mac-address 1.1.1

スタティックMACアドレスを設定してリモートMACアドレスを疑似回線またはその他のブリッジイン
ターフェイスに関連付けます。

ステップ 8 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
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• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

疑似回線への疑似回線クラスの接続

疑似回線に疑似回線クラスを接続するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain name
5. vfi { vfi-name }
6. neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }
7. pw-class { class-name }
8. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain name
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 vfi { vfi-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi v1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)#

仮想転送インターフェイス（VFI）パラメータを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインVFI
コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# neighbor 10.1.1.2 pw-id 1000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)#

疑似回線ポートをブリッジドメインに追加するか、または疑似回線を仮想転送インターフェイス（VFI）
に追加します。

•相互接続ピアの IPアドレスを指定するには、A.B.C.D引数を使用します。
•疑似回線 IDおよび ID値を設定するには、 pw-idキーワードを使用します。指定できる範囲は 1～
4294967295です。

ステップ 7 pw-class { class-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)# pw-class canada

疑似回線に使用する疑似回線クラステンプレート名を設定します。

ステップ 8 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。
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スタティックラベルを使用した疑似回線の設定

スタティックラベルを使用して Any Transport over Multiprotocol（AToM）疑似回線を設定する
には、次の作業を実行します。疑似回線は、ローカルとリモートにMPLSスタティックラベル
を設定することでスタティック AToM疑似回線になります。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. vfi { vfi-name }
6. neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }
7. mpls static label { local value } { remote value }
8. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 vfi { vfi-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi v1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)#

仮想転送インターフェイス（VFI）パラメータを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインVFI
コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# neighbor 10.1.1.2 pw-id 1000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)#

疑似回線ポートをブリッジドメインに追加するか、または疑似回線を仮想転送インターフェイス（VFI）
に追加します。

•相互接続ピアの IPアドレスを指定するには、A.B.C.D引数を使用します。
•疑似回線 IDおよび ID値を設定するには、 pw-idキーワードを使用します。指定できる範囲は 1～
4294967295です。

ステップ 7 mpls static label { local value } { remote value }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)# mpls static label local 800 remote 500

MPLSスタティックラベルおよび疑似回線コンフィギュレーションのスタティックラベルを設定します。
ローカルおよびリモートの疑似回線ラベルを設定できます。

ステップ 8 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。
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仮想転送インスタンスのディセーブル化

VFIをディセーブルにするには、次の作業を実行します。VFIがディセーブルの場合、VFIに
関連付けられた、以前に確立された疑似回線はすべて切断されます。LDPアドバタイズメント
は、VFIに関連付けられたMACアドレスを回収するために送信されます。ただし、シャット
ダウン後にも引き続き接続回線を VFIに接続したり切断したりできます。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain name
5. vfi { vfi-name }
6. shutdown
7. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
8. show l2vpn bridge-domain [ detail ]

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain name

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 vfi { vfi-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi v1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)#

仮想転送インターフェイス（VFI）パラメータを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインVFI
コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 shutdown

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# shutdown

仮想転送インターフェイス（VFI）をディセーブルにします。

ステップ 7 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ステップ 8 show l2vpn bridge-domain [ detail ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show l2vpn bridge-domain detail

VFIの状態を表示します。たとえば、VFIをシャットダウンすると、VFIはブリッジドメインでシャット
ダウンされていると示されています。

MACアドレス関連パラメータの設定
次のトピックでは、MACアドレス関連パラメータの設定方法について説明します。

MACテーブル属性は、ブリッジドメインについて設定されます。
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MACアドレスの送信元ベースの学習の設定

MACアドレスの送信元ベースの学習を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. mac
6. learning disable
7. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
8. show l2vpn bridge-domain [ detail ]

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 mac

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# mac
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac)#

L2VPNブリッジグループブリッジドメインMACコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 learning disable

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac)# learning disable

ブリッジドメインレベルでMAC学習をディセーブルにします。

ステップ 7 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ステップ 8 show l2vpn bridge-domain [ detail ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show l2vpn bridge-domain detail

MACアドレスの送信元ベースの学習がブリッジでディセーブルになったことの詳細が表示されます。

MACアドレス取り消しの有効化

指定されたブリッジドメインのMACアドレス取り消しを有効にするには、次の作業を実行し
ます。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
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4. bridge-domain bridge-domain-name
5. mac
6. withdrawal
7. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
8. show l2vpn bridge-domain [detail]

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNl2vpnブリッジグループブリッジドメイン設定モードを開始します。

ステップ 5 mac

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# mac
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac)#
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L2VPN l2vpnブリッジグループブリッジドメインMAC設定モードを開始します。

ステップ 6 withdrawal

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac)# withdrawal

特定のブリッジドメインについてMACアドレス取り消しを有効にします。

ステップ 7 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ステップ 8 show l2vpn bridge-domain [detail]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show l2vpn bridge-domain detail

MACアドレス取り消しを有効にすることを指定する詳細な出力例が表示されます。また、出力例には、疑
似回線から送信または受信したMAC回収メッセージの数が表示されます。

MACアドレス制限の設定

MACアドレス制限のパラメータを設定するには、次の作業を実行します。

MACアドレス制限のアクションは ACでのみサポートされ、コア疑似回線ではサポートされ
ません。

（注）

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain name
5. （任意） interface type interface_id
6. mac
7. limit
8. maximum { value }
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9. action { flood | no-flood | shutdown }
10. notification { both | none | trap }
11. mac limit threshold 80
12. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
13. show l2vpn bridge-domain [ detail ]

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワーク

インターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 （任意） interface type interface_id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# interface gigabitEthernet 0/2/0/1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#
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指定したインターフェイスの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、このインター

フェイスをブリッジドメインメンバーインターフェイスとして追加します。

特定のインターフェイスに対してのみMACアドレス制限を設定する場合は、この手順を実行
します。以降の手順では、MACアドレス制限をブリッジドメインレベルで設定するためのルー
タプロンプトを示します。ルータプロンプトはこの手順をスキップした場合に表示されます。

（注）

ステップ 6 mac

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# mac
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac)#

L2VPNブリッジグループブリッジドメインMACコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 7 limit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac)# limit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac-limit)#

アクション、最大、通知のMACアドレス制限を設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメイン
MAC制限コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 8 maximum { value }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac-limit)# maximum 5000

ブリッジで学習されるMACアドレスの数が制限に到達したときの特定のアクションを設定します。

ステップ 9 action { flood | no-flood | shutdown }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac-limit)# action flood

学習されるMACアドレスの数が設定されたMAC制限を超えたときのブリッジの動作を設定します。

ステップ 10 notification { both | none | trap }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac-limit)# notification both

学習されるMACアドレスの数が設定された制限を超えたときに送信される通知のタイプを指定します。

ステップ 11 mac limit threshold 80
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# mac limit threshold 80

MAC制限のしきい値を設定します。デフォルトは、ステップ 8で設定したMACアドレス制限の 75%で
す。

ステップ 12 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。

• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。

• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ステップ 13 show l2vpn bridge-domain [ detail ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show l2vpn bridge-domain detail

MACアドレス制限の詳細が表示されます。

MACアドレスエージングの設定

MACアドレスエージングのパラメータを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. mac
6. aging
7. time { seconds }
8. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
9. show l2vpn bridge-domain [ detail ]

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 5 mac

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# mac
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac)#

L2VPNブリッジグループブリッジドメインMACコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 aging

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac)# aging
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac-aging)#

MACエージングコンフィギュレーションサブモードを開始し、時間やタイプなどのエージングパラメー
タを設定します。
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ASR 9000イーサネットおよび ASR 9000拡張イーサネットラインカードの最大MAC経過時間は 2時間で
す。

ステップ 7 time { seconds }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac-aging)# time 300

最大エージングタイムを設定します。

• MACアドレステーブルエントリの最大経過時間を指定するには、seconds引数を使用します。範囲は
300～ 30000秒です。エージングタイムは最後にスイッチがMACアドレスを検出した時点からカウ
ントされます。デフォルト値は 300秒です。

ステップ 8 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ステップ 9 show l2vpn bridge-domain [ detail ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show l2vpn bridge-domain detail

エージングフィールドに関する詳細を表示します。

ブリッジポートレベルでのMACフラッシュのディセーブル化

ブリッジドメインレベルでMACフラッシュをディセーブルにするには、次の作業を実行し
ます。

ブリッジドメインまたはブリッジポートレベルでMACフラッシュをディセーブルにできま
す。デフォルトでは、そのポートが機能しなくなると、特定のポートで学習されるMACはた
だちにフラッシュされます。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. mac
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6. port-down flush disable
7. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、l2vpnブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモード
を開始します。

ステップ 5 mac

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# mac
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac)#

l2vpnブリッジグループブリッジドメインMACコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 port-down flush disable

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-mac)#
port-down flush disable

ブリッジポートが機能しなくなったら、MACフラッシュをディセーブルにします。

ステップ 7 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

MACアドレスのセキュリティの設定

MACアドレスのセキュリティを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge groupbridge-group-name
4. bridge-domainbridge-domain-name
5. neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }
6. mac
7. secure [action | disable | logging]
8. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。
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ステップ 3 bridge groupbridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domainbridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNl2vpnブリッジグループブリッジドメイン設定モードを開始します。

ステップ 5 neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# neighbor 10.1.1.2 pw-id 1000
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-pw)#

アクセス疑似回線ポートをブリッジドメインに追加するか、または疑似回線をブリッジ仮想転送インター

フェイス（VFI）に追加します。

•相互接続ピアの IPアドレスを指定するには、A.B.C.D引数を使用します。

•疑似回線 IDおよび ID値を設定するには、pw-idキーワードを使用します。指定できる範囲は 1～
4294967295です。

ステップ 6 mac

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-pw)# mac
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-pw-mac)#

L2VPN l2vpnブリッジグループブリッジドメインMAC設定モードを開始します。

ステップ 7 secure [action | disable | logging]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-pw-mac)#
secure
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-pw-mac-
secure)#

MACセキュアコンフィギュレーションモードを開始します。
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デフォルトでは、ブリッジの下のブリッジポート（インターフェイスおよびアクセス疑似回線）は親ブ

リッジからセキュリティ設定を継承します。

ブリッジポートがダウンした後に、ブリッジポートを起動するにはclearコマンドを実行する必要
があります。

（注）

ステップ 8 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ACスプリットホライズングループへの接続回線の設定
次の手順では、ブリッジドメインの接続回線（AC）のスプリットホライズングループにイン
ターフェイスを追加する方法を示します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge groupbridge-group-name
4. bridge-domainbridge-domain-name
5. interface type instance
6. split-horizon group
7. commit
8. end
9. show l2vpn bridge-domain detail

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
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L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge groupbridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group metroA

名前付きブリッジグループのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 4 bridge-domainbridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain east

名前付きブリッジドメインのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 5 interface type instance

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# interface GigabitEthernet0/1/0/6

指定されたインターフェイスのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 split-horizon group

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# split-horizon group

指定されたインターフェイスのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 7 commit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# commit

設定変更を保存します。

ステップ 8 end

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# end

EXECモードに戻ります。

ステップ 9 show l2vpn bridge-domain detail

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router show l2vpn bridge-domain detail
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各 ACが ACスプリットホライズングループに属しているかどうかを含め、ブリッジに関する情報を表示
します。

ACスプリットホライズングループへのアクセス疑似回線の追加
次の手順では、ブリッジドメインの接続回線（AC）のスプリットホライズングループのメン
バーとしてアクセス疑似回線を追加する方法を示します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. neighbor A.B.C.D pw-id pseudowire-id
6. split-horizon group
7. commit
8. end
9. show l2vpn bridge-domain detail

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group metroA

名前付きブリッジグループのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
76

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

ACスプリットホライズングループへのアクセス疑似回線の追加



RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain east

名前付きブリッジドメインのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 5 neighbor A.B.C.D pw-id pseudowire-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# neighbor 10.2.2.2 pw-id 2000

疑似回線セグメントを設定します。

ステップ 6 split-horizon group

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# split-horizon group

ACのスプリットホライズングループにこのインターフェイスを追加します。ACの唯一のスプリットホ
ライズングループ

ブリッジドメインごとにACとアクセス疑似回線のスプリットホライズングループは 1つだけサ
ポートされます

（注）

。

ステップ 7 commit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-pw) commit

設定変更を保存します。

ステップ 8 end

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# end

EXECモードに戻ります。

ステップ 9 show l2vpn bridge-domain detail

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router # show l2vpn bridge-domain detail

各 ACが ACスプリットホライズングループに属しているかどうかを含め、ブリッジに関する情報を表示
します。
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BGPオートディスカバリおよびシグナリングでの VPLSの設定
BGPベースのオートディスカバリとシグナリングを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain name
5. vfi { vfi-name }
6. vpn-id vpn-id
7. autodiscovery bgp
8. rd { as-number:nn | ip-address:nn | auto }
9. route-target { as-number:nn | ip-address:nn | export | import }
10. route-target import { as-number:nn | ip-address:nn }
11. route-target export { as-number:nn | ip-address:nn }
12. signaling-protocol bgp
13. ve-id { number}
14. ve-range { number }
15. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group metroA

名前付きブリッジグループのコンフィギュレーションモードを開始します。
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ステップ 4 bridge-domain bridge-domain name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain east

名前付きブリッジドメインのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 5 vfi { vfi-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi vfi-east

仮想転送インスタンス（VFI）コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 vpn-id vpn-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# vpn-id 100

VPLSサービスの IDを指定します。VPNIDは、PEルータ内でグローバルに一意である必要があります。
つまり、同じ PEルータ上の複数の VFIに同じ VPN IDを存在させることはできません。また、VFIに指
定できる VPN IDは 1つだけです。

ステップ 7 autodiscovery bgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# autodiscovery bgp

すべての BGPオートディスカバリパラメータが設定される BGPオートディスカバリコンフィギュレー
ションモードを開始します。

このコマンドは、少なくとも VPN IDとシグナリングプロトコルが設定されるまで、BGPにプロビジョ
ニングされません。

ステップ 8 rd { as-number:nn | ip-address:nn | auto }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# rd auto

VFIでルート識別子（RD）を指定します。

RDは、VFIを識別するために BGP NLRIで使用されます。VFIごとに RDを 1つだけ設定できます。rd
autoを除き、RDは同じ PEの複数の VFIで設定できません。

rd auto が設定されている場合、RD値は、{BGPルータ ID}:{自動生成の一意の 16ビットインデックス}
の形式になります。
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ステップ 9 route-target { as-number:nn | ip-address:nn | export | import }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# route-target 500:99

VFIのルートターゲット（RT）を指定します。

PE間の BGPオートディスカバリを設定するには、少なくとも 1つのインポートと 1つのエクスポート
ルートターゲット（または両方のロールを持つ 1つのルートターゲットだけ）を各 PEで設定する必要
があります。

exportまたは importキーワードが指定されていない場合、RTはインポートおよびエクスポートの両方で
あることを意味します。VFIには、複数のエクスポートまたはインポートRTを設定できます。ただし、
同じ PEの複数の VFIで、同じ RTを使用することはできません。

ステップ 10 route-target import { as-number:nn | ip-address:nn }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# route-target import 200:20

VFIのインポートルートターゲットを指定します。

インポートルートターゲットは、PEが受信したNLRIのRTと比較する項目です。RTが同じVPLSサー
ビスに属することを判断するには、受信した NLRIの RTがインポート RTと一致する必要があります。

ステップ 11 route-target export { as-number:nn | ip-address:nn }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# route-target export 100:10

VFIのエクスポートルートターゲットを指定します。

エクスポートルートターゲットは、他の PEにアドバタイズされる NLRI内に含められる RTです。

ステップ 12 signaling-protocol bgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# signaling-protocol bgp

BGPシグナリングをイネーブルにして、BGPシグナリングパラメータが設定される BGPシグナリング
コンフィギュレーションサブモードを開始します。

このコマンドは、VE IDと VE IDの範囲が設定されるまで BGPにプロビジョニングされません。

ステップ 13 ve-id { number}

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad-sig)# ve-id 10

VPLSを設定するために VFIのローカル PE IDを指定します。

VE IDは、VPLSサービス内の VFIを識別します。これは、同じ VPLSサービスの VFIが同じ VE IDを
共有できないことを意味します。VEIDのスコープは、ブリッジドメイン内だけに存在します。したがっ
て、PE内の異なるブリッジドメインの VFIは、同じ VE IDを使用できます。

ステップ 14 ve-range { number }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad-sig)# ve-range 40

VPLSエッジ（VE）ブロックの最小サイズを上書きします。

デフォルトの最小サイズは 10です。設定する VEの範囲は、10よりも高い必要があります。

ステップ 15 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

BGPオートディスカバリおよび LDPシグナリングでの VPLSの設定
BGPベースのオートディスカバリとシグナリングを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. router-id ip-address
4. bridge group bridge-group-name
5. bridge-domain bridge-domain-name
6. transport-mode vlan passthrough
7. vfi {vfi-name}
8. autodiscovery bgp
9. vpn-id vpn-id
10. rd {as-number:nn | ip-address:nn | auto}
11. route-target {as-number:nn | ip-address:nn | export | import }
12. route-target import {as-number:nn | ip-address:nn}
13. route-target export {as-number:nn | ip-address:nn}

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
81

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

BGPオートディスカバリおよび LDPシグナリングでの VPLSの設定



14. signaling-protocol ldp
15. vpls-id {as-number:nn | ip-address:nn}
16. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 router-id ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# router-id 1.1.1.1

プロバイダーエッジ（PE）ルータの一意のレイヤ 2（L2）ルータ IDを指定します。

ルータ IDは、LDPシグナリング用に設定する必要があり、BGPNLRI、SAII（ローカルL2ルータ ID）、
および TAII（リモート L2ルータ ID）で L2ルータ IDとして使用されます。IPv4アドレス形式の任意の
値を使用できます。

各 PEには一意の L2ルータ IDが必要です。PEが LDPルータ IDを使用して自動的に L2ルー
タ IDを生成するため、この CLIはオプションです。

（注）

ステップ 4 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group metroA

名前付きブリッジグループのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 5 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain east

名前付きブリッジドメインのコンフィギュレーションモードを開始します。
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ステップ 6 transport-mode vlan passthrough

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# transport-mode vlan passthrough

BGP自動検出のために VCタイプ 4を有効にします。

ステップ 7 vfi {vfi-name}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi vfi-east

仮想転送インスタンス（VFI）コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 8 autodiscovery bgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# autodiscovery bgp

すべての BGPオートディスカバリパラメータが設定される BGPオートディスカバリコンフィギュレー
ションモードを開始します。

このコマンドは、少なくとも VPN IDとシグナリングプロトコルが設定されるまで、BGPにプロビジョ
ニングされません。

ステップ 9 vpn-id vpn-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# vpn-id 100

VPLSサービスの IDを指定します。VPNIDは、PEルータ内でグローバルに一意である必要があります。
つまり、同じ PEルータ上の複数の VFIに同じ VPN IDを存在させることはできません。また、VFIに指
定できる VPN IDは 1つだけです。

ステップ 10 rd {as-number:nn | ip-address:nn | auto}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# rd auto

VFIでルート識別子（RD）を指定します。

RDは、VFIを識別するために BGP NLRIで使用されます。VFIごとに RDを 1つだけ設定できます。rd
autoを除き、RDは同じ PEの複数の VFIで設定できません。

rd autoが設定されている場合、RD値は、{BGPルータ ID}:{自動生成の一意の 16ビットインデックス}
の形式になります。
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ステップ 11 route-target {as-number:nn | ip-address:nn | export | import }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# route-target 500:99

VFIのルートターゲット（RT）を指定します。

PE間の BGPオートディスカバリを設定するには、少なくとも 1つのインポートと 1つのエクスポート
ルートターゲット（または両方のロールを持つ 1つのルートターゲットだけ）を各 PEで設定する必要
があります。

exportまたは importキーワードが指定されていない場合、RTはインポートおよびエクスポートの両方で
あることを意味します。VFIには、複数のエクスポートまたはインポートRTを設定できます。ただし、
同じ PEの複数の VFIで、同じ RTを使用することはできません。

ステップ 12 route-target import {as-number:nn | ip-address:nn}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# route-target import 200:20

VFIのインポートルートターゲットを指定します。

インポートルートターゲットは、PEが受信したNLRIのRTと比較する項目です。RTが同じVPLSサー
ビスに属することを判断するには、受信した NLRIの RTがインポート RTと一致する必要があります。

ステップ 13 route-target export {as-number:nn | ip-address:nn}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# route-target export 100:10

VFIのエクスポートルートターゲットを指定します。

エクスポートルートターゲットは、他の PEにアドバタイズされる NLRI内に含められる RTです。

ステップ 14 signaling-protocol ldp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# signaling-protocol ldp

LDPシグナリングをイネーブルにします。

ステップ 15 vpls-id {as-number:nn | ip-address:nn}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad-sig)# vpls-id 10:20

シグナリング中に VPLSドメインを識別する VPLS IDを指定します。
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デフォルトの VPLS IDは BGPの ASNおよび設定済みの VPN IDを使用して自動的に生成されるため、
同じ自律システム内にある（同じASNを共有する）すべてのPEではこのコマンドはオプションです（つ
まり、デフォルトのVPLS IDはASN:VPN-IDです）。4バイトのASNを使用する場合は、VPLS IDを作
成するために、ASNの下位 2バイトが使用されます。InterASの場合、VPLS IDを明示的に設定する必要
があります。VFIごとに 1つの VPLS IDだけを設定でき、同じ VPLS IDを複数の VFIには使用できませ
ん。

ステップ 16 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

サービスパス設定の設定

サービスパス設定を設定するには、次のタスクを実行します。

ルートポリシーの転送クラスの設定

次に、ルートポリシーで転送クラスを設定する方法を示します。

route-policy fwd1
set forward-class 1

end-policy
!
route-policy fwd2

set forward-class 2
end-policy
!

テーブルポリシー付加ポイントでのルートポリシーの付加

次に、VPLSブリッジドメイン VFIのテーブルポリシー付加ポイントにルートポリシーを付加
する設定を示します。

config
l2vpn
bridge group bg1
bridge-domain bd1
vfi v1
autodiscovery bgp
table-policy fwd1

!
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次に、EVPN EVIのテーブルポリシー付加ポイントにルートポリシーを付加する設定を示しま
す。

config
l2vpn
bridge group pbb
bridge-domain core1
pbb core
evi 1

!
bridge group edge
bridge-domain edge1
pbb edge i-sid 256 core-bridge core1

!
evpn
evi 1
bgp
table-policy fwd2

!

TEトンネルと転送クラスインデックスの関連付け

次に、TEトンネルを転送クラスインデックスに関連付ける設定を示します。

config
interface tunnel-te1
ipv4 unnumbered Loopback0
autoroute announce
destination 10.10.10.10
forward-class 1
path-option 10 explicit name PATH1

!

BGP自動検出を使用した L2VPN VPLSのルートポリシーの有効化
BGP自動検出設定を使用して L2VPN VPLSのルートポリシーを有効にするには、次の作業を
実行します。ルートポリシーエクスポートのみがサポートされています。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge group name
4. bridge-domain bridge-domain name
5. vfi { vfi-name }
6. autodiscovery bgp
7. route-policy export policy-name
8. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
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手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group bg1

名前付きブリッジグループのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain bd1

名前付きブリッジドメインのコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 5 vfi { vfi-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi vfi-east

仮想転送インスタンス（VFI）コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 autodiscovery bgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# autodiscovery bgp

すべての BGPオートディスカバリパラメータが設定される BGPオートディスカバリコンフィギュレー
ションモードを開始します。
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このコマンドは、少なくとも VPN IDとシグナリングプロトコルが設定されるまで、BGPにプロビジョニ
ングされません。

ステップ 7 route-policy export policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# route-policy export RPL_1

route-policy export付加ポイントにルートポリシーを付加します。

ステップ 8 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

例

BGP自動検出を使用した L2VPN VPWSのルートポリシーの有効化
BGP自動検出設定を使用して L2VPN VPWSのルートポリシーを有効にするには、次の作業を
実行します。ルートポリシーエクスポートのみがサポートされています。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. xconnect group xconnect group name
4. mp2mp mp2mp instance name
5. autodiscovery bgp
6. route-policy export policy-name
7. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
88

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

BGP自動検出を使用した L2VPN VPWSのルートポリシーの有効化



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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 xconnect group xconnect group name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# xconnect group xg1

名前付きクロスコネクトグループの設定モードを開始します。

ステップ 4 mp2mp mp2mp instance name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc)# mp2mp mp1

名前付き mp2mpインスタンスを作成します。

ステップ 5 autodiscovery bgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-mp2mp)# autodiscovery bgp

すべての BGPオートディスカバリパラメータが設定される BGPオートディスカバリコンフィギュレー
ションモードを開始します。

このコマンドは、少なくとも VPN IDとシグナリングプロトコルが設定されるまで、BGPにプロビジョニ
ングされません。

ステップ 6 route-policy export policy-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-mp2mp-ad)# route-policy export RPL_2

route-policy export付加ポイントにルートポリシーを付加します。

ステップ 7 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
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• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

例

G.8032イーサネットリング保護の設定
G.8032動作を設定するには、次のものを別個に設定します。

•次のものを示す ERPインスタンス：

• APSチャネルとして使用する（サブ）インターフェイス

• CFMによって監視する（サブ）インターフェイス）

•インターフェイスが RPLリンクであるかどうか、RPLリンクである場合は RPLノー
ドタイプ

•リングリンクを監視する EFDによる CFM

各モニタリンクのMEPは、別のメンテナンスアソシエーションで設定する必要があります。（注）

•レイヤ 2トポロジを作成するブリッジドメイン。RAPSチャネルは、データブリッジド
メインから分離した専用の管理ブリッジドメインで設定されます。

•デフォルト値と異なる場合は、ERPインスタンスに適用される動作の特性。これは任意で
す。

この項では、次の内容について説明します。

ERPプロファイルの設定

イーサネットリング保護（ERP）プロファイルを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. Ethernet ring g8032 profile profile-name
3. timer { wtr | guard | hold-off } seconds
4. non-revertive
5. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
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手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 Ethernet ring g8032 profile profile-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# Ethernet ring g8032 profile p1

G.8032リングモードをイネーブルにし、G.8032コンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 3 timer { wtr | guard | hold-off } seconds

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-g8032-ring-profile)# timer hold-off 5

ガード、hold-off、および wait-to-restoreタイマーの間隔（秒単位）を指定します。

ステップ 4 non-revertive

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-g8032-ring-profile)# non-revertive

非リバーティブリングインスタンスを指定します。

ステップ 5 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

CFM MEPの設定

イーサネット接続障害管理（CFM）の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation
Services Router Interface and Hardware Component Configuration Guide』の「Configuring Ethernet
OAM on the Cisco ASR 9000 Series Router」モジュールを参照してください。
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ERPインスタンスの設定

ERPインスタンスを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain domain-name
5. interface type port0-interface-path-id.subinterface
6. interface type port1-interface-path-id.subinterface
7. bridge-domain domain-name
8. interface type interface-path-id.subinterface
9. ethernet ring g8032 ring-name
10. instance number
11. description string
12. profile profile-name
13. rpl { port0 | port1 } { owner | neighbor | next-neighbor }
14. inclusion-list vlan-ids vlan-id
15. aps-channel
16. level number
17. port0 interface type path-id
18. port1 { interface type interface-path-id | bridge-domain bridge-domain-name | xconnect

xconnect-name | none }
19. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを含めることができるブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワーク

インターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain bd1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

R-APSチャネルのブリッジドメインを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

ステップ 5 interface type port0-interface-path-id.subinterface

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# interface GigabitEthernet 0/0/0/0.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#

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、同じブリッジドメインに属する他のイン

ターフェイスからパケットを転送および受信できるブリッジドメインにインターフェイスを追加します。

ステップ 6 interface type port1-interface-path-id.subinterface

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# interface GigabitEthernet 0/0/0/1.1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#

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、同じブリッジドメインに属する他のイン

ターフェイスからパケットを転送および受信できるブリッジドメインにインターフェイスを追加します。

ステップ 7 bridge-domain domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain bd2
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

データトラフィックのブリッジドメインを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコン
フィギュレーションモードを開始します。

ステップ 8 interface type interface-path-id.subinterface

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# interface GigabitEthernet 0/0/0/0.10
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#

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、同じブリッジドメインに属する他のイン

ターフェイスからパケットを転送および受信できるブリッジドメインにインターフェイスを追加します。

ステップ 9 ethernet ring g8032 ring-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# ethernet ring g8032 r1

G.8032リングモードをイネーブルにし、G.8032コンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 10 instance number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp)# instance 1

イーサネットリング G.8032インスタンスコンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 11 description string

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-instance)# description test

このインスタンスの説明として機能するストリングを指定します。

ステップ 12 profile profile-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-instance)#profile p1

関連するイーサネットリング G.8032プロファイルを指定します。

ステップ 13 rpl { port0 | port1 } { owner | neighbor | next-neighbor }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-instance)#rpl port0 neighbor

RPLオーナー、ネイバー、または次のネイバーとしてローカルノードのリングポートを 1つ指定しま
す。

ステップ 14 inclusion-list vlan-ids vlan-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-instance)# inclusion-list vlan-ids e-g

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
94

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

ERPインスタンスの設定



現在のインスタンスと一連の VLAN IDを関連付けます。

ステップ 15 aps-channel

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-instance)# aps-channel

イーサネットリングG.8032インスタンス aps-channelコンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 16 level number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-instance-aps)# level 5

APSメッセージレベルを指定します。範囲は 0～ 7です。

ステップ 17 port0 interface type path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(configl2vpn-erp-instance-aps)# port0 interface GigabitEthernet 0/0/0/0.1

G.8032 APSチャネルインターフェイスを port0に関連付けます。

ステップ 18 port1 { interface type interface-path-id | bridge-domain bridge-domain-name | xconnect xconnect-name | none
}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-instance-aps)# port1 interface GigabitEthernet 0/0/0/1.1

G.8032 APSチャネルインターフェイスを port1に関連付けます。

ステップ 19 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ERPパラメータの設定

ERPパラメータを設定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. ethernet ring g8032 ring-name
4. port0 interfacetype interface-path-id
5. monitor port0 interfacetype interface-path-id
6. exit
7. port1 { interface type interface-path-id | virtual | none}
8. monitor port1 interfacetype interface-path-id
9. exit
10. exclusion-list vlan-ids vlan-id
11. open-ring
12. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 ethernet ring g8032 ring-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# ethernet ring g8032 r1

G.8032リングモードをイネーブルにし、G.8032コンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 4 port0 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp)# port0 interface GigabitEthernet 0/1/0/6

指定したポート（リングポート）の G.8032 ERPをイネーブルにします。

ステップ 5 monitor port0 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-port0)# monitor port0 interface 0/1/0/2

リングポートごとにリングリンク障害を検出するために監視するポートを指定します。モニタ対象イン

ターフェイスは、メインインターフェイスのサブインターフェイスでなければなりません。
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ステップ 6 exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-port0)# exit

port0コンフィギュレーションサブモードを終了します。

ステップ 7 port1 { interface type interface-path-id | virtual | none}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp)# port1 interface GigabitEthernet 0/1/0/8

指定したポート（リングポート）の G.8032 ERPをイネーブルにします。

ステップ 8 monitor port1 interfacetype interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-port1)# monitor port1 interface 0/1/0/3

リングポートごとにリングリンク障害を検出するために監視するポートを指定します。モニタ対象イン

ターフェイスは、メインインターフェイスのサブインターフェイスでなければなりません。

ステップ 9 exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp-port1)# exit

port1コンフィギュレーションサブモードを終了します。

ステップ 10 exclusion-list vlan-ids vlan-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp)# exclusion-list vlan-ids a-d

イーサネットリング保護メカニズムによって保護されていない一連の VLAN IDを指定します。

ステップ 11 open-ring

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-erp)# open-ring

開いたリングとしてイーサネットリング G.8032を指定します。

ステップ 12 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。
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TCN伝播の設定

トポロジ変更通知（TCN）の伝播を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. tcn-propagation
4. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 tcn-propagation

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# tcn-propagation

マイナーリングからメインリング、およびMSTPから G.8032への TCN伝播を許可します。

ステップ 4 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。
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Flow Aware Transport疑似回線の設定
この項では、次の内容について説明します。

VPWSの ECMPおよび FAT PWによるロードバランシングのイネーブル化

VPWSの ECMPおよび FAT PWによるロードバランシングをイネーブルにするには、次の作
業を実行します。L2VPN設定でPWクラスを作成すると、ロードバランシングが発生します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. pw-class { name }
4. encapsulation mpls
5. load-balancing flow-label { both | code | receive | transmit } [ static ]
6. exit
7. exit
8. xconnect group group-name
9. p2p xconnect-name
10. interface type interface-path-id
11. neighbor A.B.C.D pw-id pseudowire-id
12. pw-class class-name
13. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 pw-class { name }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# pw-class path1
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疑似回線に使用する疑似回線クラステンプレート名を設定します。

ステップ 4 encapsulation mpls

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc)# encapsulation mpls

MPLSに疑似回線カプセル化を設定します。

ステップ 5 load-balancing flow-label { both | code | receive | transmit } [ static ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc-mpls)# load-balancing flow-label both

ECMPのロードバランシングをイネーブルにします。また、疑似回線のフローラベルのインポジション
およびディスポジションをイネーブルにします。

staticキーワードを指定しない場合は、FAT PWのエンドツーエンドネゴシエーションが有効に
なります。

（注）

ステップ 6 exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc-mpls)#exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc)#

疑似回線カプセル化サブモードを終了し、ルータを親コンフィギュレーションモードに戻します。

ステップ 7 exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc)#exit
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

疑似回線サブモードを終了し、ルータを l2vpn設定モードに戻します。

ステップ 8 xconnect group group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# xconnect group grp1
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc)#

相互接続グループの名前を指定します。

ステップ 9 p2p xconnect-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc)# p2p vlan1
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p)#

ポイントツーポイントクロスコネクトの名前を指定します。

ステップ 10 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p)# interface TenGigE 0/0/0/0.1

インターフェイスタイプとインスタンスを指定します。

ステップ 11 neighbor A.B.C.D pw-id pseudowire-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p)# neighbor 10.2.2.2 pw-id 2000

クロスコネクトの疑似回線セグメントを設定します。

相互接続ピアの IPアドレスを指定するには、A.B.C.D引数を使用します。

A.B.C.Dは再帰的または非再帰的プレフィックスです。（注）

ステップ 12 pw-class class-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p-pw)# pw-class path1

この疑似回線を疑似回線クラスと関連付けます。

ステップ 13 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

VPLSの ECMPおよび FAT PWによるロードバランシングのイネーブル化

VPLSの ECMPおよび FAT PWによるロードバランシングをイネーブルにするには、次の作業
を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
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3. load-balancing flow {src-dst-mac | src-dst-ip}
4. pw-class { class - name }
5. encapsulation mpls
6. load-balancing flow-label { both | code | receive | transmit } [ static ]
7. exit
8. bridge group bridge-group-name
9. bridge-domain bridge-domain-name
10. vfi { vfi-name }
11. autodiscovery bgp
12. signaling-protocol bgp
13. load-balancing flow-label { both | code | receive | transmit } [ static ]
14. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 load-balancing flow {src-dst-mac | src-dst-ip}

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# load-balancing flow src-dst-ip

フローに基づくロードバランシングをイネーブルにします。

• src-dst-mac：ハッシュ用の送信元/宛先MACアドレスを使用します。

• src-dst-ip：ハッシュ用の送信元/宛先 IPアドレスを使用します。

load-balancing flowコマンドは、src-dst-ipキーワードとともに使用することを推奨します。（注）

ステップ 4 pw-class { class - name }

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# pw-class class1

この疑似回線を疑似回線クラスと関連付けます。

ステップ 5 encapsulation mpls

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc)# encapsulation mpls

MPLSに疑似回線カプセル化を設定します。

ステップ 6 load-balancing flow-label { both | code | receive | transmit } [ static ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc-mpls)# load-balancing flow-label both

ECMPのロードバランシングをイネーブルにします。また、疑似回線のフローラベルのインポジション
およびディスポジションをイネーブルにします。

staticキーワードを指定しない場合は、FATPWのエンドツーエンドネゴシエーションがイネー
ブルになります。

（注）

ステップ 7 exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc-mpls)# exit

疑似回線カプセル化サブモードを終了し、ルータを親コンフィギュレーションモードに戻します。

ステップ 8 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group group1

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワーク

インターフェイスを割り当てます。

ステップ 9 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain domain1

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 10 vfi { vfi-name }
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi my_vfi

仮想転送インスタンス（VFI）コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 11 autodiscovery bgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# autodiscovery bgp

すべての BGPオートディスカバリパラメータが設定される BGPオートディスカバリコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ステップ 12 signaling-protocol bgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# signaling-protocol bgp

BGPシグナリングをイネーブルにして、BGPシグナリングパラメータが設定される BGPシグナリング
コンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 13 load-balancing flow-label { both | code | receive | transmit } [ static ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad-sig)# load-balancing flow-label both static

ECMPのロードバランシングをイネーブルにします。また、疑似回線のフローラベルのインポジション
およびディスポジションをイネーブルにします。

ステップ 14 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

疑似回線ヘッドエンドの設定

疑似回線ヘッドエンド（PWHE）は、pw-etherメインインターフェイス、pw-etherサブインター
フェイス、またはpw-iwインターフェイスを設定することで作成されます。使用可能なPWHE
タイプは、pw-etherメインインターフェイス、サブインターフェイス、および pw-iwインター
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フェイスです。特に指定のない限り、インターフェイスという用語は、pw-etherメインイン
ターフェイス、サブインターフェイス、および pw-iwインターフェイスに適用されます。

PWHEイーサネットサブインターフェイスおよびインターワーキングインターフェイスは、
リリース 5.1.1以降でサポートされています。

（注）

PWHEを機能させるには、相互接続を完全に設定する必要があります。PWHEを機能させるた
めの、その他のレイヤ 3（L3）パラメータ（VRFおよび IPアドレスなど）の設定は、任意で
行います。ただし、レイヤ 3サービスを動作可能にするには L3機能が必要です（PW L3の終
端用）。

PWHEは IPv4と IPv6の両方のアドレスをサポートしています。

ここでは、次の内容について説明します。

PWHE設定の制限事項

PWHE設定に関する制限事項は、次のとおりです。

1. 汎用インターフェイスリストのメンバーは、A-PEへのECMPパスリストのスーパーセッ
トである必要があります。

2. 各A-PEネイバーアドレスでサポートされるのは、8つの汎用インターフェイスリストだ
けです。

3. 汎用インターフェイスリストごとに 8つのレイヤ 3リンクがサポートされます。
4. PW-Etherインターフェイスのみを PWHEL2またはL3サブインターフェイスとして設定

できます。

5. PW-Etherメインインターフェイスを含むクロスコネクトは、VCタイプ 5または VCタ
イプ 4として設定できます。デフォルトでは、クロスコネクトは VCタイプ 5として設
定されています（または、pw-class transport-mode ethernetコマンドを使用して設定され
ます）。クロスコネクトを VCタイプ 4として設定するには、p2p neighbor tag-impose
vlan idコマンドと pw-class transport-mode vlanコマンドを使用します。

6. L3 PW-Etherサブインターフェイスが関連付けられている PW-Etherメインインターフェ
イスを含むクロスコネクトは、VCタイプ 5でのみサポートされています。

7. PW-IWインターフェイスを含むクロスコネクトは、IPv4および VCタイプ 11でのみサ
ポートされています。PW-IWインターフェイスは、IPインターワーキングに使用される
L3仮想インターフェイスです。クロスコネクトを VCタイプ 11として設定するには、
interworking ipv4コマンドを使用します。

8. PW-Etherインターフェイスおよびサブインターフェイスは、IPv4と IPv6の両方で設定
できます。

9. PW-IWインターフェイスは、IPv4でのみ設定できます。
10. 疑似回線の冗長性、優先パス、ローカルスイッチングまたは L2TPは、PWHEで設定さ

れたクロスコネクトに対してはサポートされません。

11. TEおよび LDPなどのアプリケーションはインターフェイスタイプのチェックを行うた
め、PWHEを設定することはできません。
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12. PWHEインターフェイス上では、アドレスファミリ、CDP、およびMPLSは設定できま
せん。

13. pw-iwインターフェイスでは、MACアドレスはサポートされません。

汎用インターフェイスリストの設定

汎用インターフェイスリストを設定するには、次の作業を実行します。

各 A-PEネイバーアドレスでサポートされるのは、8つの汎用インターフェイスリストだけで
す。汎用インターフェイスリストごとに 8つのレイヤ 3リンクがサポートされます。ステップ
3またはステップ 4を繰り返して、インターフェイスを汎用インターフェイスリストに追加し
ます。

（注）

手順の概要

1. configure
2. generic-interface-list list-name
3. interface type interface-path-id
4. interface type interface-path-id
5. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 generic-interface-list list-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# generic-interface-list list1

汎用インターフェイスリストを設定します。

汎用インターフェイスリストを削除するには、このコマンドのno形式（nogeneric-interface-list list-name）
を使用します。

ステップ 3 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if-list)# interface Bundle-Ether 100

指定されたインターフェイスを設定します。
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ステップ 4 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if-list)# interface Bundle-Ether 200

指定されたインターフェイスを設定します。

ステップ 5 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

PWHEインターフェイスの設定

PWHEイーサネットおよびインターワーキングインターフェイスを設定する（つまり PWHE
イーサネットおよびインターワーキングインターフェイスに汎用インターフェイスリストを付

加する）には、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface pw-ether idまたは interface pw-iw id
3. attach generic-interface-list interface_list_name
4. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface pw-ether idまたは interface pw-iw id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface pw-ether <id>
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface pw-iw <id>
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（interface pw-ether id）PWHE疑似回線のメインまたはサブインターフェイスを設定し、インターフェイ
ス設定モードを開始します。

（interface pw-iw id）PWHE疑似回線インターワーキングインターフェイスを設定し、インターフェイス
設定モードを開始します。

ステップ 3 attach generic-interface-list interface_list_name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# attach generic-interface-list interfacelist1

PW-Etherまたは PW-IWインターフェイスに汎用インターフェイスリストを付加します。PW-Etherまたは
PW-IWインターフェイスから汎用インターフェイスリストを削除するには、このコマンドの no形式（no
generic-interface-list list-name）を使用します。

ステップ 4 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

PWHE相互接続の設定

PWHE相互接続を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. xconnect group group-name
4. p2p xconnect-name
5. interface pw-ether idまたは interface pw-iw id
6. neighbor ip-address pw-id value
7. pw-class class-name
8. （PW-IWのみ）interworking ipv4
9. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

レイヤ 2 VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 xconnect group group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# xconnect group pw-he1

自由形式の 32文字ストリングを使用して、相互接続グループ名を設定します。

ステップ 4 p2p xconnect-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc)# p2p pw-hexconnect

P2Pコンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 5 interface pw-ether idまたは interface pw-iw id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p)# interface pw-ether 100
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p )# interface pw-iw 100

PWHEインターフェイスを設定します。

ステップ 6 neighbor ip-address pw-id value

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p)# neighbor 10.165.200.25 pw-id 100

相互接続の疑似回線を設定します。

IPアドレスは、該当する PEノードの IPアドレスです。

pw-idは PEノードの pw-idと一致する必要があります。

ステップ 7 pw-class class-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p-pw)# pw-class dynamic_mpls
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疑似回線クラスサブモードになり、疑似回線クラステンプレートを定義できます。

疑似回線クラスは、VC4および VC5の L2VPNの下で次のように定義する必要があります。（注）

pw-class vc_type_4
encapsulation mpls
transport-mode vlan
!
!
pw-class vc_type_5
encapsulation mpls
transport-mode ethernet
!
!

ステップ 8 （PW-IWのみ）interworking ipv4

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p-pw)# interworking ipv4

疑似回線の確立時に、VCタイプ 11または IPインターワーキングモードを使用するようにクロスコネクト
p2pエンティティを設定します。

ステップ 9 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

送信元アドレスの設定

ローカル送信元アドレスを設定するには、次の作業を実行します

pw-class送信元アドレスとしてサポートされるのは IPv4のみです。（注）

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. pw-class class-name
4. encapsulation mpls
5. ipv4 source source-address
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
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手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

レイヤ 2 VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 pw-class class-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# pw-class class1

疑似回線クラスサブモードになり、疑似回線クラステンプレートを定義できます。

ステップ 4 encapsulation mpls

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc)# encapsulation mpls

MPLSに疑似回線カプセル化を設定します。

ステップ 5 ipv4 source source-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc-mpls)# ipv4 source 10.1.1.1

ローカル送信元 IPv4アドレスを設定します。

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
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• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

PWHEインターフェイスのパラメータの設定

PWHEインターフェイスのパラメータを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface pw-ether id（または）interface pw-iw id
3. ipv4 address ip-address subnet-mask（または）（PW-Etherのみ）ipv6 address

ipv6-prefix/prefix-length
4. attach generic-interface-list interface_list_name
5. l2overhead bytes
6. load-interval seconds
7. dampening decay-life
8. logging events link-status
9. （PW-Etherメインインターフェイスのみ） mac-addressMAC address
10. mtu interface_MTU
11. bandwidth kbps
12. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface pw-ether id（または）interface pw-iw id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface pw-ether <id>
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface pw-iw <id>

（interfacepw-ether id）PWHEインターフェイスを設定し、インターフェイス設定モードを開始します。

（interface pw-iw id）PWHEインターフェイスを設定し、インターフェイス設定モードを開始します。

ステップ 3 ipv4 address ip-address subnet-mask（または）（PW-Etherのみ）ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 address 40.1.1.2 255.255.255.0
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インターフェイスの IPv4または IPv6アドレスを設定します。

ステップ 4 attach generic-interface-list interface_list_name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# attach generic-interface-list interfacelist1

汎用インターフェイスリストを PW-Etherまたは PW-IWインターフェイスに付加します。

ステップ 5 l2overhead bytes

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# l2overhead 20

レイヤ 2オーバーヘッドのサイズを設定します。

ステップ 6 load-interval seconds

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# load-interval 90

インターフェイスの負荷計算の間隔（秒単位）を指定します。

間隔は次のとおりです。

• 0に設定できます（0は負荷計算をディセーブルにします）。

• 0以外の場合は、30～ 600の範囲の 30の倍数で指定する必要があります。

ステップ 7 dampening decay-life

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# dampening 10

特定のインターフェイスでのステートダンプニングを設定します（分単位）。

ステップ 8 logging events link-status

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# logging events link-status

インターフェイスロギングごとに設定します。

ステップ 9 （PW-Etherメインインターフェイスのみ） mac-addressMAC address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# mac-address aaaa.bbbb.cccc

インターフェイスのMACアドレス（xxxx.xxxx.xxxx）を設定します。

ステップ 10 mtu interface_MTU
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# mtu 128

インターフェイスのMTUを設定します。

ステップ 11 bandwidth kbps

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bandwidth 200

帯域幅を設定します。範囲は 0～ 4294967295です。

ステップ 12 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

PWHEレイヤ 2サブインターフェイスを設定し、ブリッジドメインに追加する

PWHEレイヤ2サブインターフェイスを設定し、ブリッジドメインに追加するには、次の作業
を実行します。

レイヤ2サブインターフェイスには IPアドレスが含まれていないため、レイヤ2トランスポー
トモードで動作するように設定する必要があります。

（注）

手順の概要

1. configure
2. interface pw-ether id
3. ipv4 address ip-address subnet-mask（または）ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length
4. attach generic-interface-list interface_list_name
5. interface pw-ether id.subintfid l2transport
6. encapsulation dot1q value
7. l2vpn
8. xconnect group group-name
9. p2p xconnect-name
10. interface pw-ether id
11. neighbor ipv4 ip-address pw-id value
12. bridge group bridge-group-name
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13. bridge-domain bridge-domain-name
14. interface pw-ether id.subintfid
15. interface type interface-path-id
16. neighbor ip-address pw-id value
17. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface pw-ether id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface PW-Ether1

指定された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。

ステップ 3 ipv4 address ip-address subnet-mask（または）ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 address 40.1.1.2 255.255.255.0

メインインターフェイスの IPv4または IPv6アドレスを設定します。

ステップ 4 attach generic-interface-list interface_list_name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# attach generic-interface-list pw_he

インターフェイスに汎用インターフェイスリストを付加します。

ステップ 5 interface pw-ether id.subintfid l2transport

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# interface PW-Ether1.1 l2transport

PWHEサブインターフェイスを設定し、サブインターフェイス設定モードを開始します。

ステップ 6 encapsulation dot1q value
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# encapsulation dot1q 1

インターフェイスの802.1Qフレーム入力を適切なサービスインスタンスにマップするための一致基準を
定義します。

ステップ 7 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# l2vpn

レイヤ 2 VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 8 xconnect group group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# xconnect group xg

自由形式の 32文字ストリングを使用して、相互接続グループ名を設定します。

ステップ 9 p2p xconnect-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc)# p2p1

P2Pコンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 10 interface pw-ether id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p)# interface PW-Ether1

PWHEインターフェイスを設定します。

ステップ 11 neighbor ipv4 ip-address pw-id value

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p)# neighbor ipv4 1.1.1.1 pw-id 1

相互接続の疑似回線を設定します。

IPアドレスは、対応する A-PEノードのアドレスです。

pw-idは A-PEノードの pw-idと一致する必要があります。

ステップ 12 bridge group bridge-group-name
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p-pw)# bridge group bg

ブリッジドメインを含めることができるブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワーク

インターフェイスを割り当てます。

ステップ 13 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain bd1

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 14 interface pw-ether id.subintfid

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# interface PW-Ether1.1

ブリッジドメインにサブインターフェイスを追加します。

ステップ 15 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# interface GigabitEthernet0/1/1/11.1

インターフェイス設定モードを開始し、同じブリッジドメインに属する他のインターフェイスからパケッ

トを転送および受信できるブリッジドメインにサブインターフェイスを追加します。

ステップ 16 neighbor ip-address pw-id value

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# neighbor 3.3.3.3 pw-id 101

ブリッジドメインの疑似回線を設定します。

ステップ 17 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
117

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

PWHEレイヤ 2サブインターフェイスを設定し、ブリッジドメインに追加する



PWHEレイヤ 3サブインターフェイスの設定

PWHEレイヤ 3サブインターフェイスを設定するには、次の作業を実行します。

レイヤ 3サブインターフェイスには IPv4または IPv6アドレスが含まれている必要があるた
め、レイヤ 2トランスポートモードでは設定できません。

（注）

手順の概要

1. configure
2. interface pw-ether id
3. ipv4 address ip-address subnet-mask（または）ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length
4. attach generic-interface-list interface_list_name
5. interface pw-ether id.subintfid
6. ipv4 address ip-address subnet-mask（または）ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length
7. encapsulation dot1q value
8. l2vpn
9. xconnect group group-name
10. p2p group-name
11. interface pw-ether id
12. neighbor ipv4 ip-address pw-id value

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface pw-ether id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface PW-Ether1

指定された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。

ステップ 3 ipv4 address ip-address subnet-mask（または）ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 address 40.1.1.2 255.255.255.0
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メインインターフェイスの IPv4または IPv6アドレスを設定します。

ステップ 4 attach generic-interface-list interface_list_name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# attach generic-interface-list pw_he

インターフェイスに汎用インターフェイスリストを付加します。

ステップ 5 interface pw-ether id.subintfid

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# interface PW-Ether1.1

PWHEサブインターフェイスを設定し、サブインターフェイス設定モードを開始します。

ステップ 6 ipv4 address ip-address subnet-mask（または）ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 address 40.1.1.2 255.255.255.0

サブインターフェイスの IPv4または IPv6アドレスを設定します。

ステップ 7 encapsulation dot1q value

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# encapsulation dot1q 1

インターフェイスの802.1Qフレーム入力を適切なサービスインスタンスにマップするための一致基準を
定義します。

ステップ 8 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# l2vpn

レイヤ 2 VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 9 xconnect group group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# xconnect group xg

自由形式の 32文字ストリングを使用して、相互接続グループ名を設定します。

ステップ 10 p2p group-name
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc)# p2p 1

P2Pコンフィギュレーションサブモードを開始します。

ステップ 11 interface pw-ether id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p)# interface PW-Ether1

PWHEインターフェイスを設定します。

ステップ 12 neighbor ipv4 ip-address pw-id value

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-xc-p2p)# neighbor ipv4 1.1.1.1 pw-id 1

相互接続の疑似回線を設定します。

IPアドレスは、対応する A-PEノードのアドレスです。

pw-idは A-PEノードの pw-idと一致する必要があります。

L2VPN over GREの設定
L2VPN over GREを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. l2transport
4. exit
5. interface loopback instance
6. ipv4 address ip-address
7. exit
8. interface loopback instance
9. ipv4 address ip-address
10. router ospf process-name
11. area area-id
12. interface loopback instance
13. interface tunnel-ip number
14. exit
15. interface tunnel-ip number
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16. ipv4 address ipv4-address subnet-mask
17. tunnel source type path-id
18. tunnel destination ip-address
19. end
20. l2vpn
21. bridge group bridge-group-name
22. bridge-domain bridge-domain-name
23. interface type interface-path-id
24. neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }
25. mpls ldp
26. router-id { router-id }
27. interface tunnel-ip number
28. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# interface TenGigE0/1/0/12

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、インターフェイスを設定します。

ステップ 3 l2transport

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# l2transport

選択したインターフェイスでレイヤ 2トランスポートをイネーブルにします。

ステップ 4 exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# exit

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。
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ステップ 5 interface loopback instance

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# interface Loopback0

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て、新しいループバックインターフェイスの

名前を指定します。

ステップ 6 ipv4 address ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# ipv4 address 100.100.100.100 255.255.255.255

仮想ループバックインターフェイスに IPアドレスおよびサブネットマスクを割り当てます。

ステップ 7 exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# exit

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 8 interface loopback instance

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# interface Loopback1

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て、新しいループバックインターフェイスの

名前を指定します。

ステップ 9 ipv4 address ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# ipv4 address 10.0.1.1 255.255.255.255

仮想ループバックインターフェイスに IPアドレスおよびサブネットマスクを割り当てます。

ステップ 10 router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# router ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングを有効にし、ルータコンフィギュレーションモー
ドでルータを配置します。

ステップ 11 area area-id
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# area 0

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、OSPFプロセスのエリアを設定します。

ステップ 12 interface loopback instance

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# interface Loopback0

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て、新しいループバックインターフェイスの

名前を指定します。

ステップ 13 interface tunnel-ip number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# interface tunnel-ip1

トンネル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。

ステップ 14 exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# exit

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 15 interface tunnel-ip number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface tunnel-ip1

トンネル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。

•番号はトンネルインターフェイスに関連付けられた番号です。

ステップ 16 ipv4 address ipv4-address subnet-mask

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 address 12.0.0.1 255.255.255.0

インターフェイスの IPv4アドレスおよびサブネットマスクを指定します。

• ipv4-addressは、インターフェイスの IPアドレスを指定します。

• subnet-maskは、インターフェイスのサブネットマスクを指定します。
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ステップ 17 tunnel source type path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# tunnel source Loopback1

トンネルインターフェイスの送信元を指定します。

ステップ 18 tunnel destination ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# tunnel destination 100.100.100.20

トンネルの宛先を指定します。

ステップ 19 end

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# end

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されます。
Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

• yesと入力すると、実行設定ファイルに変更が保存され、設定セッションが終了して、ルータが
EXECモードに戻ります。

• noと入力すると、設定セッションが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。設定の変更
はコミットされません。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッションが継続します。コンフィギュ
レーションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

ステップ 20 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 21 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# bridge group access-pw

ブリッジドメインを含めることができるブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワーク

インターフェイスを割り当てます。
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ステップ 22 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# bridge-domain test

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステップ 23 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# interface TenGigE0/1/0/12

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、同じブリッジドメインに属する他のイン

ターフェイスからパケットを転送および受信できるブリッジドメインにインターフェイスを追加します。

ステップ 24 neighbor { A.B.C.D } { pw-id value }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# neighbor 125.125.125.125 pw-id 100

アクセス疑似回線ポートをブリッジドメインに追加するか、または疑似回線を仮想転送インターフェイ

ス（VFI）に追加します。

•クロスコネクトピアの IPアドレスを指定するには、A.B.C.D引数を使用します。

A.B.C.Dは再帰的または非再帰的プレフィックスです。（注）

•疑似回線 IDおよび ID値を設定するには、pw-idキーワードを使用します。指定できる範囲は 1～
4294967295です。

ステップ 25 mpls ldp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# mpls ldp

MPLS LDPコンフィギュレーションモードをイネーブルにします。

ステップ 26 router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# router-id 100.100.100.100

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。

固定 IPアドレスをルータ IDとして使用することを推奨します。（注）
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ステップ 27 interface tunnel-ip number

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# interface tunnel-ip1

トンネル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。

number引数は、トンネルインターフェイスに関連付けられた番号を示します。（注）

ステップ 28 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

疑似回線の優先パスとしての GREトンネルの設定

疑似回線の優先パスとして GREトンネルを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. pw-class { name }
4. encapsulation mpls
5. preferred-path { interface } { tunnel-ip value | tunnel-te value | tunnel-tp value } [ fallback disable

]
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 pw-class { name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# pw-class gre

疑似回線クラス名を設定します。

ステップ 4 encapsulation mpls

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc)# encapsulation mpls

MPLSに疑似回線カプセル化を設定します。

ステップ 5 preferred-path { interface } { tunnel-ip value | tunnel-te value | tunnel-tp value } [ fallback disable ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc-encap-
mpls)# preferred-path interface tunnel-ip 1 fallback disable

優先パストンネルを設定します。フォールバックのディセーブル化の設定が使用されており、優先パスと

して設定されている TE/TPトンネルがダウン状態になると、対応する疑似回線もダウン状態になることが
あります。

フォールバックがサポートされていることを確認します。（注）

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

VPLS LSMの設定：例
このセクションでは、VPLS LSMソリューションを設定する方法の例を示します。
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VFIで RSVP-TEを使用する P2MP PWを有効化する

VFIで RSVP-TEを使用する P2MP疑似回線を有効にするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. vfi { vfi-name }
6. multicast p2mp
7. signaling protocol bgp
8. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group bg1

レイヤ 2 VPN VPLSブリッジグループ設定モードを開始します。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain bd1

レイヤ 2 VPLS VPNブリッジグループブリッジドメイン設定モードを開始します。
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ステップ 5 vfi { vfi-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi v1

仮想転送インターフェイス（VFI）パラメータを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインVFI
コンフィギュレーションモードを開始します。

•指定した仮想転送インターフェイス名を設定するには、vfi-name引数を使用します。

ステップ 6 multicast p2mp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# multicast p2mp

ポイントツーマルチポイント疑似回線を設定し、この VFIで疑似回線を有効にします。

ステップ 7 signaling protocol bgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-p2mp)# signaling protocol bgp

シグナリングプロトコルとして BGPを有効にします。

ステップ 8 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

VFIで P2MP PWの BGP自動検出シグナリングを有効化する

VFIで P2MP疑似回線の BGP自動検出シグナリングを有効にするには、次の作業を実行しま
す。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. vfi { vfi-name }
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6. multicast p2mp
7. signaling protocol bgp
8. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)#

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group bg1

レイヤ 2 VPN VPLSブリッジグループ設定モードを開始します。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain bd1

レイヤ 2 VPLS VPNブリッジグループブリッジドメイン設定モードを開始します。

ステップ 5 vfi { vfi-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi v1

仮想転送インターフェイス（VFI）パラメータを設定し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインVFI
コンフィギュレーションモードを開始します。

•指定した仮想転送インターフェイス名を設定するには、vfi-name引数を使用します。

ステップ 6 multicast p2mp
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例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# multicast p2mp

ポイントツーマルチポイント疑似回線を設定し、この VFIで疑似回線を有効にします。

ステップ 7 signaling protocol bgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-p2mp)# signaling protocol bgp

シグナリングプロトコルとして BGPを有効にします。

ステップ 8 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

VPN IDの設定

VPN IDを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. vfi { vfi-name }
6. vpn-id vpn-id
7. autodiscovery bgp
8. rd { as-number:nn | ip-address:nn | auto }
9. route-target export { as-number:nn | ip-address:nn }
10. signaling-protocol bgp
11. ve-id { number }
12. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
131

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

VPN IDの設定



例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group metroA

レイヤ 2 VPN VPLSブリッジグループ設定モードを開始します。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain east

レイヤ 2 VPLS VPNブリッジグループブリッジドメイン設定モードを開始します。

ステップ 5 vfi { vfi-name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# vfi vfi-east

仮想転送インスタンス（VFI）コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 6 vpn-id vpn-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# vpn-id 100

VPLSサービスの IDを指定します。VPNIDは、PEルータ内でグローバルに一意である必要があります。
つまり、同じ PEルータ上の複数の VFIに同じ VPN IDを存在させることはできません。また、VFIに指
定できる VPN IDは 1つだけです。

有効な範囲は 1～ 65535です。

ステップ 7 autodiscovery bgp

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# autodiscovery bgp

すべての BGPオートディスカバリパラメータが設定される BGPオートディスカバリコンフィギュレー
ションモードを開始します。

このコマンドは、少なくとも VPN IDとシグナリングプロトコルが設定されるまで、BGPにプロビジョ
ニングされません。

ステップ 8 rd { as-number:nn | ip-address:nn | auto }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# rd auto

VFIでルート識別子（RD）を指定します。

RDは、VFIを識別するために BGP NLRIで使用されます。VFIごとに RDを 1つだけ設定できます。rd
autoを除き、RDは同じ PEの複数の VFIで設定できません。

rd auto が設定されている場合、RD値は、{BGPルータ ID}:{自動生成の一意の 16ビットインデックス}
の形式になります。

ステップ 9 route-target export { as-number:nn | ip-address:nn }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# route-target export 100:10

VFIのエクスポートルートターゲットを指定します。

エクスポートルートターゲットは、他の PEにアドバタイズされる NLRI内に含められる RTです。

ステップ 10 signaling-protocol bgp

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# signaling-protocol bgp

BGPシグナリングをイネーブルにして、BGPシグナリングパラメータが設定される BGPシグナリング
コンフィギュレーションサブモードを開始します。

このコマンドは、VE IDと VE IDの範囲が設定されるまで BGPにプロビジョニングされません。

ステップ 11 ve-id { number }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad-sig)# ve-id 10

VPLSを設定するために VFIのローカル PE IDを指定します。
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VE IDは、VPLSサービス内の VFIを識別します。これは、同じ VPLSサービスの VFIが同じ VE IDを
共有できないことを意味します。VEIDのスコープは、ブリッジドメイン内だけに存在します。したがっ
て、PE内の異なるブリッジドメインの VFIは、同じ VE IDを使用できます。

ステップ 12 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

IGMPスヌーピングの設定

IGMPスヌーピングを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. igmp snooping profile profile_name
3. system-ip-address ip-address
4. internal-querier
5. exit
6. l2vpn
7. bridge group bridge-group-name
8. bridge-domain bridge-domain-name
9. igmp snooping disable
10. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 igmp snooping profile profile_name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# igmp snooping profile default-bd-profile
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IGMPスヌーピングプロファイルコンフィギュレーションモードを開始し、名前付きプロファイルを作
成します。

ステップ 3 system-ip-address ip-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-igmp-snooping-profile)# system-ip-address 1.1.1.1

生成された IGMPメッセージの送信元アドレスを設定します。

ステップ 4 internal-querier

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-igmp-snooping-profile)#

IGMP内部クエリ元を設定します。

リーフ PEの場合、ブリッジドメインで IGMPSNを有効にするには、IGMPSNプロファイル内
で内部クエリ元を設定していることを確認します。

（注）

ステップ 5 exit

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-igmp-snooping-
profile)# exit

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

ステップ 6 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 7 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group bg1

名前付きブリッジグループのレイヤ 2 VPN VPLSブリッジグループコンフィギュレーションモードを
開始します。

ステップ 8 bridge-domain bridge-domain-name

例：
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain bd1

名前付きブリッジドメインのレイヤ2VPNVPLSブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ステップ 9 igmp snooping disable

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# igmp snooping disable

現在のブリッジドメインの IGMPスヌーピングを無効にします。

ステップ 10 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

マルチポイントレイヤ 2サービスの設定例
ここで示す設定例は、次のとおりです。

プロバイダーエッジ間のマルチポイントレイヤ2サービスの設定：例
これらの設定は、参加しているマルチポイントレイヤ2サービスのプロバイダーエッジ（PE）
ノードのフルメッシュでレイヤ 2 VFIを作成する例を示しています。

この設定は、PE 1を設定する例を示しています。
configure
l2vpn
bridge group 1
bridge-domain PE1-VPLS-A
interface TenGigE0/0/0/0
vfi 1
neighbor 10.2.2.2 pw-id 1
neighbor 10.3.3.3 pw-id 1
!

!
interface loopback 0
ipv4 address 10.1.1.1 255.255.255.25

この設定は、PE 2を設定する例を示しています。
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configure
l2vpn
bridge group 1
bridge-domain PE2-VPLS-A
interface TenGigE0/0/0/1

vfi 1
neighbor 10.1.1.1 pw-id 1
neighbor 10.3.3.3 pw-id 1
!

!
interface loopback 0
ipv4 address 10.2.2.2 255.255.255.25

この設定は、PE 3を設定する例を示しています。
configure
l2vpn
bridge group 1
bridge-domain PE3-VPLS-A
interface TenGigE0/0/0/2
vfi 1
neighbor 10.1.1.1 pw-id 1
neighbor 10.2.2.2 pw-id 1
!

!
interface loopback 0
ipv4 address 10.3.3.3 255.255.255.25

プロバイダーエッジとカスタマーエッジ間のマルチポイントレイヤ

2サービスの設定：例
この設定は、PE-to-CEノードのマルチポイントレイヤ2サービスの設定方法を示しています。

configure
interface TenGigE0/0/0/0
l2transport---AC interface

no ipv4 address
no ipv4 directed-broadcast
negotiation auto
no cdp enable

MACアドレス取り消しフィールドの表示：例
この出力は、MACアドレス取り消しフィールドの例を示しています。
RP/0/RSP0/CPU0:router# show l2vpn bridge-domain detail

Legend: pp = Partially Programmed.
Bridge group: 222, bridge-domain: 222, id: 0, state: up, ShgId: 0, MSTi: 0
Coupled state: disabled
MAC learning: enabled
MAC withdraw: enabled
MAC withdraw sent on: bridge port up
MAC withdraw relaying (access to access): disabled

Flooding:
Broadcast & Multicast: enabled
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Unknown unicast: enabled
MAC aging time: 300 s, Type: inactivity
MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog
MAC limit reached: no
MAC port down flush: enabled
MAC Secure: disabled, Logging: disabled
Split Horizon Group: none
Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled
IP Source Guard: disabled, Logging: disabled
DHCPv4 snooping: disabled
IGMP Snooping: enabled
IGMP Snooping profile: none
MLD Snooping profile: none
Storm Control: disabled
Bridge MTU: 1500
MIB cvplsConfigIndex: 1
Filter MAC addresses:
P2MP PW: disabled
Create time: 01/03/2017 11:01:11 (00:21:33 ago)
No status change since creation
ACs: 1 (1 up), VFIs: 1, PWs: 1 (1 up), PBBs: 0 (0 up)
List of ACs:
AC: TenGigE0/2/0/1.7, state is up
Type VLAN; Num Ranges: 1
Outer Tag: 21
VLAN ranges: [22, 22]
MTU 1508; XC ID 0x208000b; interworking none
MAC learning: enabled
Flooding:
Broadcast & Multicast: enabled
Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity
MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog
MAC limit reached: no
MAC port down flush: enabled
MAC Secure: disabled, Logging: disabled
Split Horizon Group: none
Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled
IP Source Guard: disabled, Logging: disabled
DHCPv4 snooping: disabled
IGMP Snooping: enabled
IGMP Snooping profile: none
MLD Snooping profile: none
Storm Control: bridge-domain policer
Static MAC addresses:
Statistics:
packets: received 714472608 (multicast 0, broadcast 0, unknown unicast 0, unicast

0), sent 97708776
bytes: received 88594603392 (multicast 0, broadcast 0, unknown unicast 0, unicast

0), sent 12115888224
MAC move: 0

Storm control drop counters:
packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0
bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic ARP inspection drop counters:
packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:
packets: 0, bytes: 0

List of VFIs:
VFI 222 (up)
PW: neighbor 1.1.1.1, PW ID 222, state is up ( established )
PW class not set, XC ID 0xc000000a
Encapsulation MPLS, protocol LDP
Source address 21.21.21.21
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PW type Ethernet, control word disabled, interworking none
Sequencing not set

PW Status TLV in use
MPLS Local Remote
------------ ------------------------------ -------------------------
Label 24017 24010
Group ID 0x0 0x0
Interface 222 222
MTU 1500 1500
Control word disabled disabled
PW type Ethernet Ethernet
VCCV CV type 0x2 0x2

(LSP ping verification) (LSP ping verification)
VCCV CC type 0x6 0x6

(router alert label) (router alert label)
(TTL expiry) (TTL expiry)

------------ ------------------------------ -------------------------
Incoming Status (PW Status TLV):
Status code: 0x0 (Up) in Notification message

MIB cpwVcIndex: 3221225482
Create time: 01/03/2017 11:01:11 (00:21:33 ago)
Last time status changed: 01/03/2017 11:21:01 (00:01:43 ago)
Last time PW went down: 01/03/2017 11:15:21 (00:07:23 ago)
MAC withdraw messages: sent 0, received 0
Forward-class: 0
Static MAC addresses:
Statistics:
packets: received 95320440 (unicast 0), sent 425092569
bytes: received 11819734560 (unicast 0), sent 52711478556
MAC move: 0

Storm control drop counters:
packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0
bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

DHCPv4 snooping: disabled
IGMP Snooping profile: none
MLD Snooping profile: none
VFI Statistics:
drops: illegal VLAN 0, illegal length 0

スプリットホライズングループ：例

次の例では、レイヤ2トランスポートのインターフェイスを設定し、ブリッジドメインに追加
し、スプリットホライズングループに割り当てます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#l2vpn
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)#bridge group examples
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg)#bridge-domain all_three
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#interface GigabitEthernet 0/0/0/0.99
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#interface GigabitEthernet 0/0/0/0.101
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#split-horizon group
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#neighbor 192.168.99.1 pw-id 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-pw)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#neighbor 192.168.99.9 pw-id 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-pw)#split-horizon group
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-pw)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#vfi abc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)#neighbor 192.168.99.17 pw-id 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)#exit
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#show
Mon Oct 18 13:51:05.831 EDT
l2vpn
bridge group examples
bridge-domain all_three
interface GigabitEthernet0/0/0/0.99
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0.101
split-horizon group
!
neighbor 192.168.99.1 pw-id 1
!
neighbor 192.168.99.9 pw-id 1
split-horizon group
!
vfi abc
neighbor 192.168.99.17 pw-id 1
!
!
!
!
!

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#

この例に従って、ブリッジドメイン all_threeのスプリットホライズングループの割り当て
は、次のようになります。

スプリットホライズングループブリッジポート/疑似回線

0ブリッジポート：gig0/0/0/0.99

2ブリッジポート：gig0/0/0/0.101

0PW：192.168.99.1 pw-id 1

2PW: 192.168.99.9 pw-id 1

1PW: 192.168.99.17 pw-id 1

不明なユニキャストフラッディングのブロック：例

不明なユニキャストフラッディングは、次のレベルでブロックできます。

•ブリッジドメイン
•ブリッジポート（接続回線（AC））
•アクセス疑似回線（PW）

次に、ブリッジドメインレベルで不明なユニキャストフラッディングをブロックする例を示

します。

configure
l2vpn
bridge-group group1
bridge-domain domain1
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flooding unknown-unicast disable
end

次に、ブリッジポートレベルで不明なユニキャストフラッディングをブロックする例を示し

ます。

configure
l2vpn
bridge-group group1
bridge-domain domain1
interface GigabitEthernet 0/1/0/1
flooding unknown-unicast disable

end

次に、アクセス疑似回線レベルで不明なユニキャストフラッディングをブロックする例を示し

ます。

configure
l2vpn
bridge-group group1
bridge-domain domain1
neighbor 10.1.1.1 pw-id 1000
flooding unknown-unicast disable

end

MACフラッシュのディセーブル化：例
次のレベルでMACフラッシュをディセーブルにできます。

•ブリッジドメイン
•ブリッジポート（接続回線（AC））
•アクセス疑似回線（PW）

次に、ブリッジドメインレベルでMACフラッシュを無効にする例を示します。

configure
l2vpn
bridge-group group1
bridge-domain domain1
mac
port-down flush disable

end

次に、ブリッジポートレベルでMACフラッシュを無効にする例を示します。

configure
l2vpn
bridge-group group1
bridge-domain domain1
interface TenGigE 0/0/0/0
mac
port-down flush disable

end
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IOS XRトランクインターフェイスでのブリッジング：例
次に、を単純な L2スイッチとして設定する例を示します。

特記事項：

4本の接続回線（AC）があるブリッジドメインを作成します。各ACは、IOS XRトランクイ
ンターフェイスです（つまり、サブインターフェイス/EFPではありません）。

•次の例では、実行コンフィギュレーションが空であり、すべてのコンポーネントが作成さ
れていると想定します。

•この例では、インターフェイス間のスイッチングを実行するようにを設定するために必要
なすべての手順を示しています。ただし、no shut、negotiation autoなどのインターフェイ
スを準備するためのコマンドは除外されています。

•ブリッジドメインは、作成直後に no shut状態になります。

•この例ではトランク（つまりメイン）インターフェイスだけが使用されます。

•トランクインターフェイスは、タグ付き（IEEE 802.1Q）またはタグなし（つまり VLAN
ヘッダーなし）フレームを処理できます。

•ブリッジドメインは、MACアドレスに基づいて学習、フラッディング、および転送を行
います。この機能は、タグの設定に関係なくフレームで動作します。

•ブリッジドメインエンティティはシステム全体にわたります。単一の LCにすべてのブ
リッジドメイン ACを配置する必要はありません。これは、ブリッジドメインの設定に
適用されます。

•ルータが予期したとおりに設定されていること、およびコマンドによって新しい設定ス
テータスが表示されることを確認するには、show bundleおよび show l2vpn bridge-domain
コマンドを使用します。

•次の例の ACでは、管理ダウン状態になっているインターフェイスを使用します。

設定例

RP/0/RSP0/CPU0:router#config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#interface Bundle-ether10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-l2)#interface GigabitEthernet0/2/0/5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#bundle id 10 mode active
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#interface GigabitEthernet0/2/0/6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#bundle id 10 mode active
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#interface GigabitEthernet0/2/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-l2)#interface GigabitEthernet0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-l2)#interface TenGigE0/1/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-l2)#l2vpn
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)#bridge group examples
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg)#bridge-domain test-switch
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#interface Bundle-ether10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#interface GigabitEthernet0/2/0/0
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#interface GigabitEthernet0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#interface TenGigE0/1/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#commit
RP/0/RSP0/CPU0:Jul 26 10:48:21.320 EDT: config[65751]: %MGBL-CONFIG-6-DB_COMMIT :
Configuration committed by user 'lab'. Use 'show configuration commit changes 1000000973'
to view the changes.
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#end
RP/0/RSP0/CPU0:Jul 26 10:48:21.342 EDT: config[65751]: %MGBL-SYS-5-CONFIG_I : Configured
from console by lab
RP/0/RSP0/CPU0:router#show bundle Bundle-ether10

Bundle-Ether10
Status: Down
Local links <active/standby/configured>: 0 / 0 / 2
Local bandwidth <effective/available>: 0 (0) kbps
MAC address (source): 0024.f71e.22eb (Chassis pool)
Minimum active links / bandwidth: 1 / 1 kbps
Maximum active links: 64
Wait while timer: 2000 ms
LACP: Operational
Flap suppression timer: Off

mLACP: Not configured
IPv4 BFD: Not configured

Port Device State Port ID B/W, kbps
-------------------- --------------- ----------- -------------- ----------
Gi0/2/0/5 Local Configured 0x8000, 0x0001 1000000

Link is down
Gi0/2/0/6 Local Configured 0x8000, 0x0002 1000000

Link is down

RP/0/RSP0/CPU0:router#
RP/0/RSP0/CPU0:router#show l2vpn bridge-domain group examples
Bridge group: examples, bridge-domain: test-switch, id: 2000, state: up, ShgId: 0, MSTi:
0
Aging: 300 s, MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog
Filter MAC addresses: 0
ACs: 4 (1 up), VFIs: 0, PWs: 0 (0 up), PBBs: 0 (0 up)
List of ACs:
BE10, state: down, Static MAC addresses: 0
Gi0/2/0/0, state: up, Static MAC addresses: 0
Gi0/2/0/1, state: down, Static MAC addresses: 0
Te0/5/0/1, state: down, Static MAC addresses: 0

List of VFIs:
RP/0/RSP0/CPU0:router#

次の表に、設定手順（アクション）およびこの例の対応する目的を示します。

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-ether10
3. l2transport
4. interface GigabitEthernet0/2/0/5
5. bundle id 10 mode active
6. interface GigabitEthernet0/2/0/6
7. bundle id 10 mode active
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8. interface GigabitEthernet0/2/0/0
9. l2transport
10. interface GigabitEthernet0/2/0/1
11. l2transport
12. interface TenGigE0/1/0/2
13. l2transport
14. l2vpn
15. bridge group examples
16. bridge-domain test-switch
17. interface Bundle-ether10
18. exit
19. interface GigabitEthernet0/2/0/0
20. exit
21. interface GigabitEthernet0/2/0/1
22. exit
23. interface TenGigE0/1/0/2
24. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

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。

ステップ 2 interface Bundle-ether10

新しいバンドルトランクインターフェイスを作成します。

ステップ 3 l2transport

Bundle-ether10を L3インターフェイスから L2インターフェイスに変更します。

ステップ 4 interface GigabitEthernet0/2/0/5

インターフェイス設定モードを開始します。GigabitEthernet0/2/0/5で機能するようコンフィギュレーショ
ンモードを変更します。

ステップ 5 bundle id 10 mode active

GigabitEthernet0/2/0/5を Bundle-ether10のメンバーとして設定します。mode activeキーワードは、LACP
プロトコルを指定します。

ステップ 6 interface GigabitEthernet0/2/0/6

インターフェイス設定モードを開始します。GigabitEthernet0/2/0/6で機能するようコンフィギュレーショ
ンモードを変更します。

ステップ 7 bundle id 10 mode active
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GigabitEthernet0/2/0/6を Bundle-ether10のメンバーとして設定します。mode activeキーワードは、LACP
プロトコルを指定します。

ステップ 8 interface GigabitEthernet0/2/0/0

インターフェイス設定モードを開始します。GigabitEthernet0/2/0/0で機能するようコンフィギュレーショ
ンモードを変更します。

ステップ 9 l2transport

GigabitEthernet0/2/0/0を L3インターフェイスから L2インターフェイスに変更します。

ステップ 10 interface GigabitEthernet0/2/0/1

インターフェイス設定モードを開始します。GigabitEthernet0/2/0/1で機能するようコンフィギュレーショ
ンモードを変更します。

ステップ 11 l2transport

GigabitEthernet0/2/0/1を L3インターフェイスから L2インターフェイスに変更します。

ステップ 12 interface TenGigE0/1/0/2

インターフェイス設定モードを開始します。TenGigE0/1/0/2で機能するようコンフィギュレーションモー
ドを変更します。

ステップ 13 l2transport

TenGigE0/1/0/2を L3インターフェイスから L2インターフェイスに変更します。

ステップ 14 l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 15 bridge group examples

ブリッジグループ examplesを作成します。

ステップ 16 bridge-domain test-switch

ブリッジドメイン test-switchを作成します。これは、ブリッジグループ examplesのメンバーです。

ステップ 17 interface Bundle-ether10

Bundle-ether10をブリッジドメイン test-switchの ACとして設定します。

ステップ 18 exit

ブリッジドメイン ACコンフィギュレーションサブモードを終了し、次の ACを設定できるようにしま
す。

ステップ 19 interface GigabitEthernet0/2/0/0

GigabitEthernet0/2/0/0をブリッジドメイン test-switchの ACとして設定します。

ステップ 20 exit
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ブリッジドメイン ACコンフィギュレーションサブモードを終了し、次の ACを設定できるようにしま
す。

ステップ 21 interface GigabitEthernet0/2/0/1

GigabitEthernet0/2/0/1をブリッジドメイン test-switchの ACとして設定します。

ステップ 22 exit

ブリッジドメイン ACコンフィギュレーションサブモードを終了し、次の ACを設定できるようにしま
す。

ステップ 23 interface TenGigE0/1/0/2

インターフェイス TenGigE0/1/0/2をブリッジドメイン test-switchの ACとして設定します。

ステップ 24 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。

• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。

• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

イーサネットフローポイントでのブリッジング：例

次に、イーサネットフローポイント（EFP）を通過するトラフィックでレイヤ2スイッチング
を実行するようにを設定する例を示します。EFPトラフィックには通常、1つ以上の VLAN
ヘッダーがあります。IOS XRトランクと IOS-XR EFPの両方をブリッジドメインで接続回線
として結合できますが、この例では EFPだけを使用します。

特記事項：

• EFPは、レイヤ2サブインターフェイスです。これは常に、トランクインターフェイスの
下で作成されます。トランクインターフェイスは、EFPを作成する前に存在している必要
があります。

•空の設定では、バンドルインターフェイストランクは存在しませんが、物理トランクイ
ンターフェイスは自動的に設定されます。したがって、バンドルトランクだけが作成され

ます。

•この例では、サブインターフェイス番号および VLAN IDは同じですが、これは便利では
なく、必要性はありません。同じ値である必要はありません。

•ブリッジドメイン test-efpには、3本の接続回線（AC）があります。ACはすべて EFPで
す。
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• VLAN IDが 999のフレームだけが EFPに入ります。これによって、このブリッジドメイ
ンのすべてのトラフィックで同じ VLANカプセル化を確保できます。

•次の例のACでは、管理ダウン状態（「未解決」状態）になっているインターフェイスを
使用します。ACとして存在しないインターフェイスを使用するブリッジドメインは正常
であり、このような設定のコミットは失敗しません。この場合、ブリッジドメインのス

テータスは、欠落しているインターフェイスを設定するまでunresolvedと表示されます。

設定例

RP/0/RSP1/CPU0:router#configure
RP/0/RSP1/CPU0:router(config)#interface Bundle-ether10
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-if)#interface Bundle-ether10.999 l2transport
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-subif)#encapsulation dot1q 999
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-subif)#interface GigabitEthernet0/6/0/5
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-if)#bundle id 10 mode active
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-if)#interface GigabitEthernet0/6/0/6
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-if)#bundle id 10 mode active
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-if)#interface GigabitEthernet0/6/0/7.999 l2transport
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-subif)#encapsulation dot1q 999
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-subif)#interface TenGigE0/1/0/2.999 l2transport
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-subif)#encapsulation dot1q 999
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-subif)#l2vpn
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-l2vpn)#bridge group examples
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-l2vpn-bg)#bridge-domain test-efp
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#interface Bundle-ether10.999
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#exit
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#interface GigabitEthernet0/6/0/7.999
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#exit
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#interface TenGigE0/1/0/2.999
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#commit
RP/0/RSP1/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#end
RP/0/RSP1/CPU0:router#
RP/0/RSP1/CPU0:router#show l2vpn bridge group examples
Fri Jul 23 21:56:34.473 UTC Bridge group: examples, bridge-domain: test-efp, id: 0,
state: up, ShgId: 0, MSTi: 0
Aging: 300 s, MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog
Filter MAC addresses: 0
ACs: 3 (0 up), VFIs: 0, PWs: 0 (0 up), PBBs: 0 (0 up)
List of ACs:
BE10.999, state: down, Static MAC addresses: 0
Gi0/6/0/7.999, state: unresolved, Static MAC addresses: 0
Te0/1/0/2.999, state: down, Static MAC addresses: 0

List of VFIs:
RP/0/RSP1/CPU0:router#

次の表に、設定手順（アクション）およびこの例の対応する目的を示します。

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-ether10
3. interface Bundle-ether10.999 l2transport
4. encapsulation dot1q 999
5. interface GigabitEthernet0/6/0/5
6. bundle id 10 mode active
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7. interface GigabitEthernet0/6/0/6
8. bundle id 10 mode active
9. interface GigabitEthernet0/6/0/7.999 l2transport
10. encapsulation dot1q 999
11. interface TenGigE0/1/0/2.999 l2transport
12. encapsulation dot1q 999
13. l2vpn
14. bridge group examples
15. bridge-domain test-efp
16. interface Bundle-ether10.999
17. exit
18. interface GigabitEthernet0/6/0/7.999
19. exit
20. interface TenGigE0/1/0/2.999
21. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

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。

ステップ 2 interface Bundle-ether10

新しいバンドルトランクインターフェイスを作成します。

ステップ 3 interface Bundle-ether10.999 l2transport

新しいバンドルトランクに EFPを作成します。

ステップ 4 encapsulation dot1q 999

この EFPに VLAN ID 999を割り当てます。

ステップ 5 interface GigabitEthernet0/6/0/5

インターフェイス設定モードを開始します。GigabitEthernet0/6/0/5で機能するようコンフィギュレーショ
ンモードを変更します。

ステップ 6 bundle id 10 mode active

GigabitEthernet0/6/0/5を Bundle-ether10のメンバーとして設定します。mode activeキーワードは、LACP
プロトコルを指定します。

ステップ 7 interface GigabitEthernet0/6/0/6

インターフェイス設定モードを開始します。GigabitEthernet0/6/0/6で機能するようコンフィギュレーショ
ンモードを変更します。

ステップ 8 bundle id 10 mode active
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GigabitEthernet0/6/0/6を Bundle-ether10のメンバーとして設定します。mode activeキーワードは、LACP
プロトコルを指定します。

ステップ 9 interface GigabitEthernet0/6/0/7.999 l2transport

GigabitEthernet0/6/0/7に EFPを作成します。

ステップ 10 encapsulation dot1q 999

この EFPに VLAN ID 999を割り当てます。

ステップ 11 interface TenGigE0/1/0/2.999 l2transport

TenGigE0/1/0/2に EFPを作成します。

ステップ 12 encapsulation dot1q 999

この EFPに VLAN ID 999を割り当てます。

ステップ 13 l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 14 bridge group examples

examplesという名前のブリッジグループを作成します。

ステップ 15 bridge-domain test-efp

test-efpという名前のブリッジドメインを作成します。これは、ブリッジグループ examplesのメンバー
です。

ステップ 16 interface Bundle-ether10.999

Bundle-ether10.999を test-efpという名前のブリッジドメインの ACとして設定します。

ステップ 17 exit

ブリッジドメイン ACコンフィギュレーションサブモードを終了し、次の ACを設定できるようにしま
す。

ステップ 18 interface GigabitEthernet0/6/0/7.999

GigabitEthernet0/6/0/7.999を test-efpという名前のブリッジドメインの ACとして設定します。

ステップ 19 exit

ブリッジドメイン ACコンフィギュレーションサブモードを終了し、次の ACを設定できるようにしま
す。

ステップ 20 interface TenGigE0/1/0/2.999

インターフェイス TenGigE0/1/0/2.999を test-efpという名前のブリッジドメインの ACとして設定しま
す。

ステップ 21 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
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commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。

• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。

• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

フラッディング最適化モードの変更

ブリッジドメインでフラッディング最適化モードを変更するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group bridge-group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. flood mode convergence-optimized
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)#
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ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネットワークイ

ンターフェイスを割り当てます。

ステップ 4 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、l2vpnブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモード
を開始します。

ステップ 5 flood mode convergence-optimized

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# flood mode convergence-optimized

デフォルトのフラッディング最適化モードを帯域幅最適化モードからコンバージェンスモードに変更しま

す。

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

BGPオートディスカバリおよびシグナリングでの VPLSの設定：例
ここでは、BGPオートディスカバリとシグナリング機能を設定するための例を示します。

LDPおよび BGPの設定

次の図で、LDPおよび BGPの設定例について説明します。

図 17 : LDPおよび BGPの設定
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PE1での設定：

interface Loopback0
ipv4 address 1.1.1.100 255.255.255.255
!
interface Loopback1
ipv4 address 1.1.1.10 255.255.255.255
!
mpls ldp
router-id 1.1.1.1
interface GigabitEthernt0/1/0/0
!
router bgp 120
address-family l2vpn vpls-vpws
!
neighbor 2.2.2.20
remote-as 120
update-source Loopback1
address-family l2vpn vpls-vpws
signaling bgp disable

PE2での設定：

interface Loopback0
ipv4 address 2.2.2.200 255.255.255.255
!
interface Loopback1
ipv4 address 2.2.2.20 255.255.255.255
!
mpls ldp
router-id 2.2.2.2
interface GigabitEthernt0/1/0/0
!
router bgp 120
address-family l2vpn vpls-vpws
!
neighbor 1.1.1.10
remote-as 120
update-source Loopback1
address-family l2vpn vpls-vpws

BGPシグナリングによる BGPオートディスカバリの最小の L2VPN設定

次に、デフォルト値を持つパラメータが設定されていない BGPシグナリングを使用する BGP
オートディスカバリに必要な最小の L2VPN設定例を示します。
(config)# l2vpn
(config-l2vpn)# bridge group {bridge group name}
(config-l2vpn-bg)# bridge-domain {bridge domain name}
(config-l2vpn-bg-bd)# vfi {vfi name}
(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# autodiscovery bgp
(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# vpn-id 10
(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# rd auto
(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# route-target 1.1.1.1:100
(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad-sig)# signaling-protocol bgp
(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad-sig)# ve-id 1
(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad-sig)# commit
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BGPオートディスカバリおよび BGPシグナリングでの VPLS

次の図に、BGPオートディスカバリ（AD）および BGPシグナリングを使用して VPLSを設
定する例を示します。

図 18 : BGPオートディスカバリおよび BGPシグナリングを使用した VPLS

PE1での設定：

l2vpn
bridge group gr1
bridge-domain bd1
interface GigabitEthernet0/1/0/1.1
vfi vf1
! AD independent VFI attributes
vpn-id 100
! Auto-discovery attributes
autodiscovery bgp
rd auto
route-target 2.2.2.2:100
! Signaling attributes
signaling-protocol bgp
ve-id 3

PE2での設定：

l2vpn
bridge group gr1
bridge-domain bd1
interface GigabitEthernet0/1/0/2.1
vfi vf1
! AD independent VFI attributes
vpn-id 100
! Auto-discovery attributes
autodiscovery bgp
rd auto
route-target 2.2.2.2:100
! Signaling attributes
signaling-protocol bgp
ve-id 5

次に、BGP ADおよびシグナリングを使用する VPLSの NLRIの例を示します。
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ディスカバリ属性

PE1で送信される NLRI：

Length = 19
Router Distinguisher = 3.3.3.3:32770
VE ID = 3
VE Block Offset = 1
VE Block Size = 10
Label Base = 16015

PE2で送信される NLRI：

Length = 19
Router Distinguisher = 1.1.1.1:32775
VE ID = 5
VE Block Offset = 1
VE Block Size = 10
Label Base = 16120

LDPシグナリングによる BGPオートディスカバリの最小設定

次に、デフォルト値を持つパラメータが設定されていない LDPシグナリングを使用する BGP
オートディスカバリに必要な最小の L2VPN設定例を示します。
(config)# l2vpn
(config-l2vpn)# bridge group {bridge group name}
(config-l2vpn-bg)# bridge-domain {bridge domain name}
(config-l2vpn-bg-bd)# vfi {vfi name}
(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# autodiscovery bgp
(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# vpn-id 10
(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# rd auto
(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# route-target 1.1.1.1:100
(config-l2vpn-bg-bd-vfi-ad)# commit

BGPオートディスカバリおよび LDPシグナリングでの VPLS

次の図に、BGPオートディスカバリ（AD）およびLDPシグナリングを使用してVPLSを設定
する例を示します。

図 19 : BGPオートディスカバリおよび LDPシグナリングでの VPLS

PE1での設定：

l2vpn
router-id 10.10.10.10
bridge group bg1
bridge-domain bd1
vfi vf1
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vpn-id 100
autodiscovery bgp
rd 1:100
router-target 12:12

PE2での設定：

l2vpn
router-id 20.20.20.20
bridge group bg1
bridge-domain bd1
vfi vf1
vpn-id 100
autodiscovery bgp
rd 2:200
router-target 12:12
signaling-protocol ldp
vpls-id 120:100

ディスカバリおよびシグナリングの属性

PE1での設定：

LDP Router ID - 1.1.1.1
BGP Router ID - 1.1.1.100
Peer Address - 1.1.1.10
L2VPN Router ID - 10.10.10.10
Route Distinguisher - 1:100

PE1と PE2間の共通の設定：

ASN - 120
VPN ID - 100
VPLS ID - 120:100
Route Target - 12:12

PE2での設定：

LDP Router ID - 2.2.2.2
BGP Router ID - 2.2.2.200
Peer Address - 2.2.2.20
L2VPN Router ID - 20.20.20.20
Route Distinguisher - 2:200
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ディスカバリ属性

PE1で送信される NLRI：

Source Address - 1.1.1.10
Destination Address - 2.2.2.20
Length - 14
Route Distinguisher - 1:100
L2VPN Router ID - 10.10.10.10
VPLS ID - 120:100
Route Target - 12:12

PE2で送信される NLRI：

Source Address - 2.2.2.20
Destination Address - 1.1.1.10
Length - 14
Route Distinguisher - 2:200
L2VPN Router ID - 20.20.20.20
VPLS ID - 120:100
Route Target - 12:12

BGPオートディスカバリのための VCタイプ 4の有効化

次に、BGPオートディスカバリを使用して VPLSで仮想接続タイプ 4を設定する例を示しま
す。

l2vpn
bridge group bg1
bridge-domain bd1
transport-mode vlan passthrough
interface GigabitEthernet0/0/0/1.1
!
neighbor 2.2.2.2 pw-id 1
!
vfi vf1
vpn-id 100
autodiscovery bgp
rd auto
route-target 1:1
signalining-protocol ldp
!
!
!

!

BGPオートディスカバリと VPLSピアの手動プロビジョニングの両方を使用した VPLS

この例では、BGPオートディスカバリおよび BGPオートディスカバリプロセスに参加してい
ない VPLSピアの手動プロビジョニングを使用する VPLS設定を示します。
!
l2vpn
bridge group bg1
bridge-domain bd1
!
vfi vfi1
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vpn-id 500
autodiscovery bgp
rd auto
route-target 65533:12345678
signaling-protocol ldp
vpls-id 65533:12345678

! Manually provisioned peers
neighbor 10.10.10.2 pw-id 102

!

ダイナミック ARPインスペクションの設定：例
次に、ブリッジドメインで基本的なダイナミック ARPインスペクションを設定する例を示し
ます。

config
l2vpn
bridge group MyGroup
bridge-domain MyDomain
dynamic-arp-inspection logging

次に、ブリッジポートで基本的なダイナミック ARPインスペクションを設定する例を示しま
す。

config
l2vpn
bridge group MyGroup
bridge-domain MyDomain
interface gigabitEthernet 0/1/0/0.1
dynamic-arp-inspection logging

次に、ブリッジドメインでオプションのダイナミック ARPインスペクションを設定する例を
示します。

l2vpn
bridge group SECURE
bridge-domain SECURE-DAI
dynamic-arp-inspection
logging
address-validation
src-mac
dst-mac
ipv4

次に、ブリッジポートでオプションのダイナミック ARPインスペクションを設定する例を示
します。

l2vpn
bridge group SECURE
bridge-domain SECURE-DAI
interface GigabitEthernet0/0/0/1.10
dynamic-arp-inspection
logging
address-validation
src-mac
dst-mac
ipv4

次に、show l2vpn bridge-domain bd-name SECURE-DAIdetailコマンドの出力例を示します。
#show l2vpn bridge-domain bd-name SECURE-DAI detail
Bridge group: SECURE, bridge-domain: SECURE-DAI, id: 2, state: up,

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装
157

マルチポイントレイヤ 2サービスの実装

ダイナミック ARPインスペクションの設定：例



…
Dynamic ARP Inspection: enabled, Logging: enabled
Dynamic ARP Inspection Address Validation:

IPv4 verification: enabled
Source MAC verification: enabled
Destination MAC verification: enabled

…
List of ACs:
AC: GigabitEthernet0/0/0/1.10, state is up
…

Dynamic ARP Inspection: enabled, Logging: enabled
Dynamic ARP Inspection Address Validation:

IPv4 verification: enabled
Source MAC verification: enabled
Destination MAC verification: enabled
IP Source Guard: enabled, Logging: enabled

…
Dynamic ARP inspection drop counters:

packets: 1000, bytes: 64000

次に、show l2vpn forwarding interface interface-name detail location location-name コマンドの
出力例を示します。

#show l2vpn forwarding interface g0/0/0/1.10 det location 0/0/CPU0
Local interface: GigabitEthernet0/0/0/1.10, Xconnect id: 0x40001, Status: up

…
Dynamic ARP Inspection: enabled, Logging: enabled
Dynamic ARP Inspection Address Validation:

IPv4 verification: enabled
Source MAC verification: enabled
Destination MAC verification: enabled
IP Source Guard: enabled, Logging: enabled

次に、ロギング表示の例を示します。

LC/0/0/CPU0:Jun 16 13:28:28.697 : l2fib[188]: %L2-L2FIB-5-SECURITY_DAI_VIOLATION_AC :
Dynamic ARP inspection in AC GigabitEthernet0_0_0_7.1000 detected violated packet -
source MAC: 0000.0000.0065, destination MAC: 0000.0040.0000, sender MAC: 0000.0000.0064,
target MAC: 0000.0000.0000, sender IP: 5.6.6.6, target IP: 130.10.3.2

LC/0/5/CPU0:Jun 16 13:28:38.716 : l2fib[188]: %L2-L2FIB-5-SECURITY_DAI_VIOLATION_AC :
Dynamic ARP inspection in AC Bundle-Ether100.103 detected violated packet - source MAC:
0000.0000.0067, destination MAC: 0000.2300.0000, sender MAC: 0000.7800.0034, target
MAC: 0000.0000.0000, sender IP: 130.2.5.1, target IP: 50.5.1.25

IPソースガードの設定：例
次に、ブリッジドメインで基本的な IPソースガードを設定する例を示します。

config
l2vpn
bridge group MyGroup
bridge-domain MyDomain
ip-source-guard logging

次に、ブリッジポートで基本的な IPソースガードを設定する例を示します。

config
l2vpn
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bridge group MyGroup
bridge-domain MyDomain
interface gigabitEthernet 0/1/0/0.1
ip-source-guard logging

次に、ブリッジドメインでオプションの IPソースガードを設定する例を示します。

l2vpn
bridge group SECURE
bridge-domain SECURE-IPSG

ip-source-guard
logging

次に、ブリッジポートでオプションの IPソースガードを設定する例を示します。

l2vpn
bridge group SECURE
bridge-domain SECURE-IPSG
interface GigabitEthernet0/0/0/1.10
ip-source-guard
logging

次に、show l2vpn bridge-domain bd-name ipsg-name detailコマンドの出力例を示します。

# show l2vpn bridge-domain bd-name SECURE-IPSG detail
Bridge group: SECURE, bridge-domain: SECURE-IPSG, id: 2, state: up,
…
IP Source Guard: enabled, Logging: enabled

…
List of ACs:
AC: GigabitEthernet0/0/0/1.10, state is up
…

IP Source Guard: enabled, Logging: enabled
…

IP source guard drop counters:
packets: 1000, bytes: 64000

次に、show l2vpn forwarding interfaceinterface-name detail locationlocation-nameコマンドの出
力例を示します。

# show l2vpn forwarding interface g0/0/0/1.10 detail location 0/0/CPU0
Local interface: GigabitEthernet0/0/0/1.10, Xconnect id: 0x40001, Status: up

…
IP Source Guard: enabled, Logging: enabled

次に、ロギング表示の例を示します。

LC/0/0/CPU0:Jun 16 13:32:25.334 : l2fib[188]: %L2-L2FIB-5-SECURITY_IPSG_VIOLATION_AC :
IP source guard in AC GigabitEthernet0_0_0_7.1001 detected violated packet - source
MAC: 0000.0000.0200, destination MAC: 0000.0003.0000, source IP: 130.0.0.1, destination
IP: 125.34.2.5

LC/0/5/CPU0:Jun 16 13:33:25.530 : l2fib[188]: %L2-L2FIB-5-SECURITY_IPSG_VIOLATION_AC :
IP source guard in AC Bundle-Ether100.100 detected violated packet - source MAC:
0000.0000.0064, destination MAC: 0000.0040.0000, source IP: 14.5.1.3, destination IP:
45.1.1.10
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G.8032イーサネットリング保護の設定：例
この設定例では、完全な G.8032設定に含まれている要素について説明します。
# Configure the ERP profile characteristics if ERP instance behaviors are non-default.
ethernet ring g8032 profile ERP-profile
timer wtr 60
timer guard 100
timer hold-off 1
non-revertive

# Configure CFM MEPs and configure to monitor the ring links.
ethernet cfm
domain domain1
service link1 down-meps
continuity-check interval 100ms

efd
mep crosscheck
mep-id 2
domain domain2
service link2 down-meps
continuity-check interval 100ms

efd protection-switching
mep crosscheck
mep id 2

Interface Gig 0/0/0/0
ethernet cfm mep domain domain1 service link1 mep-id 1

Interface Gig 1/1/0/0
ethernet cfm mep domain domain2 service link2 mep-id 1

# Configure the ERP instance under L2VPN
l2vpn
ethernet ring g8032 RingA
port0 interface g0/0/0/0
port1 interface g0/1/0/0
instance 1
description BD2-ring
profile ERP-profile
rpl port0 owner
vlan-ids 10-100
aps channel
level 3
port0 interface g0/0/0/0.1
port1 interface g1/1/0/0.1

# Set up the bridge domains
bridge group ABC

bridge-domain BD2
interface Gig 0/0/0/0.2
interface Gig 0/1/0/0.2
interface Gig 0/2/0/0.2

bridge-domain BD2-APS
interface Gig 0/0/0/0.1
interface Gig 1/1/0/0.1

# EFPs configuration
interface Gig 0/0/0/0.1 l2transport
encapsulation dot1q 5

interface Gig 1/1/0/0.1 l2transport
encapsulation dot1q 5
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interface g 0/0/0/0.2 l2transport
encapsulation dot1q 10-100

interface g 0/1/0/0.2 l2transport
encapsulation dot1q 10-100

interface g 0/2/0/0.2 l2transport
encapsulation dot1q 10-100

相互接続ノードの設定：例

次に、相互接続ノードを設定する例を示します。次の図では、開いたリングのシナリオについ

て説明します。

図 20 :リングシナリオ：相互接続ノード

ルータ C（開いたリング：ルータ C）で G.8032を設定するために必要な最小設定：
interface <ifname1.1> l2transport
encapsulation dot1q X1
interface <ifname1.10> l2transport
encapsulation dot1q Y1
interface <ifname2.10> l2transport
encapsulation dot1q Y1
interface <ifname3.10> l2transport
encapsulation dot1q Y1
l2vpn
ethernet ring g8032 <ring-name>

port0 interface <main port ifname1>
port1 interface none #? This router is connected to an interconnection node
open-ring #? Mandatory when a router is part of an open-ring
instance <1-2>

inclusion-list vlan-ids X1-Y1
aps-channel
Port0 interface <ifname1.1>
Port1 none #? This router is connected to an interconnection node

bridge group bg1
bridge-domain bd-aps#? APS-channel has its own bridge domain

<ifname1.1> #? There is only one APS-channel at the interconnection node
bridge-domain bd-traffic #? Data traffic has its own bridge domain

<ifname1.10>
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<ifname2.10>
<ifname3.10>

開いたリングのノードの設定：例

次に、開いたリングのノード部分を設定する例を示します。次の図では、開いたリングのシナ

リオについて説明します。

図 21 :開いたリングシナリオ

開いたリングのノード（ルータ Fで開いたリングのノード部分）で G.8032を設定するのに必
要な最小設定：

interface <ifname1.1> l2transport
encapsulation dot1q X1
interface <ifname2.1> l2transport
encapsulation dot1q X1
interface <ifname1.10> l2transport
encapsulation dot1q Y1
interface <ifname2.10> l2transport
encapsulation dot1q Y1
l2vpn

ethernet ring g8032 <ring-name>
port0 interface <main port ifname1>
port1 interface <main port ifname2>
open-ring #? Mandatory when a router is part of an open-ring
instance <1-2>

inclusion-list vlan-ids X1-Y1
rpl port1 owner #? This node is RPL owner and <main port ifname2> is blocked

aps-channel
port0 interface <ifname1.1>
port1 interface <ifname2.1>

bridge group bg1
bridge-domain bd-aps#? APS-channel has its own bridge domain

<ifname1.1>
<ifname2.1>

bridge-domain bd-traffic #? Data traffic has its own bridge domain
<ifname1.10>
<ifname2.10>
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Flow Aware Transport疑似回線の設定：例
この設定例では、VPWSの FAT PWによるロードバランシングをイネーブルにする方法を示
します。

l2vpn
pw-class class1

encapsulation mpls
load-balancing flow-label transmit

!
!
pw-class class2

encapsulation mpls
load-balancing flow-label both

!

xconnect group group1
p2p p1

interface TenGigE 0/0/0/0.1
neighbor 1.1.1.1 pw-id 1

pw-class class1
!

!
!

この設定例では、VPLSの FAT PWによるロードバランシングをイネーブルにする方法を示し
ます。

VPLSの場合、ブリッジドメインレベルでの設定は、すべてのPW（アクセスおよびVFIPW）
に適用されます。疑似回線クラスは、手動 PWの設定を上書きするために定義されます。

（注）

l2vpn
pw-class class1
encapsulation mpls
load-balancing flow-label both

bridge group group1
bridge-domain domain1

vfi vfi2-auto-bgp
autodiscovery bgp

signaling-protocol bgp
load-balancing flow-label both static

!
!

!
!
bridge-domain domain2

vfi vfi2-auto-ldp
autodiscovery bgp

signaling-protocol ldp
load-balancing flow-label both static

!
!

!
!

!
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疑似回線ヘッドエンドの設定：例

次に、疑似回線ヘッドエンドを設定する例を示します。

次の図のトポロジについて考えます。

図 22 :疑似回線ヘッドエンドの例

A-PEに接続された複数の CEがあります（各 CEは 1つのリンクによって接続されます）。ア
クセスネットワークの A-PEと S-PE間に 2つの Pルータがあります。S-PEは、2つのリンク
で P1に接続されています。これらは L1および L2（P1および S-PEの 2つの異なるラインカー
ド上）をリンクします。たとえば、それぞれ Gig0/1/0/0および Gig0/2/0/0になります。

S-PEは、P2に 2つのリンクで接続され、L3および L4（P2および S-PEの 2つの異なるライン
カード上）をリンクします。たとえば、それぞれ Gig0/1/0/1および Gig0/2/0/1になります。各
CE-APEリンクについて、相互接続（AC-PW）がA-PE上に設定されます。A-PEは、ルーティ
ングと PWシグナリングに router-id 100.100.100.100を使用します。PWシグナリングには、
S-PE上の 2つの router-id（111.111.111.111および 112.112.112.112（rx pin-down用）など）が使
用されます。ルーティングには router-id 110.110.110.110が使用されます。

CEの設定

Ge0/3/0/0（CE1と A-PE）および Ge0/3/0/1（CE2と A-PE）を介して接続された 2つの CEを考
慮します。

CE1

interface Gig0/3/0/0
ipv4 address 10.1.1.1/24
router static
address-family ipv4 unicast
110.110.110.110 Gig0/3/0/0
A.B.C.D/N 110.110.110.110

CE2

interface Gig0/3/0/1
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ipv4 address 10.1.2.1/24
router static
address-family ipv4 unicast
110.110.110.110 Gig0/3/0/1
A.B.C.D/N 110.110.110.110

A-PEの設定

A-PEの場合、各 CE接続に 1つの相互接続があります。ここで上記の 2つの CE接続を設定し
ます。接続は両方とも相互接続であるL2リンクです。各相互接続には S-PE宛ての PWがあり
ますが、ここではPWをピンダウンする場所（[L1, L4]または [L2, L3]）に応じて別のネイバー
アドレスを使用します。

interface Gig0/3/0/0
l2transport
interface Gig0/3/0/1
l2transport

l2vpn
xconnect group pwhe
p2p pwhe_spe_1
interface Gig0/3/0/0
neighbor 111.111.111.111 pw-id 1
p2p pwhe_spe_2
interface Gig0/3/0/1
neighbor 112.112.112.112 pw-id 2

Pルータの設定

S-PEの rxピンダウン用の Pルータには、スタティックルートが必要です。つまり、PWに、
特定のリンクを介した特定のアドレスへの転送を強制します。

P1

router static
address-family ipv4 unicast
111.111.111.111 Gig0/1/0/0
112.112.112.112 Gig0/2/0/0

P2

router static
address-family ipv4 unicast
111.111.111.111 Gig0/2/0/1
112.112.112.112 Gig0/1/0/1

S-PEの設定

S-PEの場合、2つの PW-HEインターフェイス（各 PWに 1つ）があり、txピンダウンにそれ
ぞれ異なるインターフェイスリストを使用します（txピンダウンは rxピンダウン用の Pルー
タでスタティックな設定が一致する必要があります）。各 PW-HEには A-PEに向かう PWが
あります（pw-idが A-PEのものと一致する必要があります）。
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generic-interface-list il1
interface gig0/1/0/0
interface gig0/2/0/0
generic-interface-list il2
interface gig0/1/0/1
interface gig0/2/0/1

interface pw-ether1
ipv4 address 10.1.1.2/24
attach generic-interface-list il1
interface pw-ether2
ipv4 address 10.1.2.2/24
attach generic-interface-list il2

l2vpn
xconnect group pwhe
p2p pwhe1
interface pw-ether1
neighbor 100.100.100.100 pw-id 1
p2p pwhe2
interface pw-ether2
neighbor 100.100.100.100 pw-id 2

L2VPN over GREの設定：例
IGPの下のPWコアインターフェイスを設定し、ループバックを到達可能にします。トンネル
送信元を設定し、トンネルが現在のループバックになるように、およびピア PEループバック
の宛先になるようにします。ここでは、IGP（OSPFまたは ISIS）内、および mpls ldpの下に
GREトンネルを設定し、LDPネイバーが PWの PE間で確立されるようにします。これによ
り、トンネルで PWがアップするようになります。

PE1の設定：
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
area 0
interface Loopback0
interface TenGigE0/0/0/1

router ospf 2
router-id 200.200.200.200
area 0
interface Loopback1000
interface tunnel-ip1

mpls ldp
router-id 200.200.200.200
interface tunnel-ip1

PE2の設定：
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
area 0
interface Loopback0

interface TenGigE0/2/0/3
router ospf 2
router-id 201.201.201.201
area 0
interface Loopback1000
interface tunnel-ip1

!
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mpls ldp
router-id 201.201.201.201
interface tunnel-ip1

疑似回線の優先パスとしての GREトンネルの設定：例

次に、疑似回線の優先パスとして GREトンネルを設定する例を示します。
l2vpn
pw-class gre
encapsulation mpls
preferred-path interface tunnel-ip 1 fallback disable

疑似回線の優先パスとしての GREトンネルの設定

疑似回線の優先パスとして GREトンネルを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. pw-class { name }
4. encapsulation mpls
5. preferred-path { interface } { tunnel-ip value | tunnel-te value | tunnel-tp value } [ fallback disable

]
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 pw-class { name }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# pw-class gre
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疑似回線クラス名を設定します。

ステップ 4 encapsulation mpls

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc)# encapsulation mpls

MPLSに疑似回線カプセル化を設定します。

ステップ 5 preferred-path { interface } { tunnel-ip value | tunnel-te value | tunnel-tp value } [ fallback disable ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-pwc-encap-
mpls)# preferred-path interface tunnel-ip 1 fallback disable

優先パストンネルを設定します。フォールバックのディセーブル化の設定が使用されており、優先パスと

して設定されている TE/TPトンネルがダウン状態になると、対応する疑似回線もダウン状態になることが
あります。

フォールバックがサポートされていることを確認します。（注）

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

VPLS LSMの設定：例
このセクションでは、VPLS LSMソリューションを設定する方法の例を示します。

VFIで RSVP-TEを使用した P2MP PWの有効化：例

次に、VFIで RSVP-TEを使用した P2MP PWを有効にする例を示します。
configure
l2vpn
bridge group {bridge group name}
bridge-domain {bridge domain name}
vfi {vfi name}
multicast p2mp
transport rsvp-te
attribute-set p2mp-te set1

commit
!
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VFIでの P2MP PWの BGP自動検出シグナリングの有効化：例

次に、VFIで P2MP PWの BGP自動検出シグナリングを有効にする例を示します。
configure
l2vpn
bridge group bg1
bridge-domain bd1
vfi vfi1
multicast p2mp
signaling protocol bgp

commit
!

VPN IDの設定：例

次に、VPN IDを設定する例を示します。
l2vpn

bridge group bg1
bridge-domain bd1
interface GigabitEthernet0/1/0/0.1
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0.2
!
vfi 1
vpn-id 1001
autodiscovery bgp
rd auto
route-target 1.1.1.1
signaling protocol bgp

!
!

IGMPスヌーピングの設定：例

次に、IGMPスヌーピングを設定する例を示します。
igmp snooping profile profile1
[no] default-bridge-domain all enable
!
l2vpn
bridge group bg1
bridge domain bd1
[no] igmp snooping disable
!
!
!
!
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