
MPLS レイヤ 3 VPN の設定

MPLSバーチャルプライベートネットワーク（VPN）は、マルチプロトコルラベルスイッチン
グ（MPLS）プロバイダーコアネットワークによって相互接続された一連のサイトで構成されま
す。各カスタマーサイトでは、1つ以上のカスタマーエッジ（CE）デバイスが、1つ以上のプ
ロバイダーエッジ（PE）デバイスに接続されます。このモジュールでは、MPLSレイヤ 3 VPN
の作成方法について説明します。

• MPLSレイヤ 3 VPNs, 1 ページ

MPLS レイヤ 3 VPNs
MPLSバーチャルプライベートネットワーク（VPN）は、マルチプロトコルラベルスイッチン
グ（MPLS）プロバイダーコアネットワークによって相互接続された一連のサイトで構成されま
す。各カスタマーサイトでは、1つ以上のカスタマーエッジ（CE）デバイスが、1つ以上のプロ
バイダーエッジ（PE）デバイスに接続されます。この章では、MPLSVPNの作成方法について説
明します。

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ

びソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよびリリースノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/
go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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MPLS バーチャルプライベートネットワークの前提条件
•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）、ラベル配布プロトコル（LDP）、および
Cisco Express Forwardingがネットワークにインストールされていることを確認します。

•プロバイダーエッジ（PE）デバイスを含む、コア内のすべてのデバイスは、シスコエクス
プレスフォワーディングおよびMPLS転送をサポートできる必要があります。「MPLSバー
チャルプライベートネットワークカスタマーのニーズの評価」を参照してください。

• Cisco Express Forwardingは、PEデバイスを含め、コア内のすべてのデバイスでイネーブルに
する必要があります。Cisco Express Forwardingがイネーブルになっているかどうかを確認す
る方法については、『Cisco Express Forwarding Configuration Guide』の「Configuring Basic
Cisco Express Forwarding」の章を参照してください。

MPLS バーチャルプライベートネットワークの制約事項
マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）またはMPLSバーチャルプライベートネット
ワーク（VPN）環境でスタティックルートを設定する場合は、ip routeコマンドおよび ip route
vrfコマンドの一部のバリエーションがサポートされません。スタティックルートを設定すると
きは、次の注意事項に従ってください。

MPLS 環境でサポートされるスタティックルート

MPLS環境でスタティックルートを設定する場合は、次の ip routeコマンドがサポートされます。

• ip route destination-prefix mask interface next-hop-address

MPLS環境でスタティックルートを設定し、スタティックな非再帰ルートと特定の発信インター
フェイスを使用するロードシェアリングを設定する場合は、次の ip routeコマンドがサポートさ
れます。

• ip route destination-prefix maskinterface1next-hop1

• ip route destination-prefix maskinterface2next-hop2

TFIB を使用する MPLS 環境でサポートされないスタティックルート

MPLS環境でスタティックルートを設定する場合は、次の ip routeコマンドがサポートされませ
ん。

• ip route destination-prefix mask next-hop-address

MPLS環境でスタティックルートを設定し、2つのパスでネクストホップに到達できる場所でロー
ドシェアリングをイネーブルにする場合は、次の ip routeコマンドがサポートされません。

• ip route destination-prefix mask next-hop-address
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MPLS環境でスタティックルートを設定し、2つのネクストホップで宛先に到達できる場所でロー
ドシェアリングをイネーブルにする場合は、次の ip routeコマンドがサポートされません。

• ip route destination-prefix masknext-hop1

• ip route destination-prefix masknext-hop2

スタティックルートを指定する場合は、interface an next-hop引数を使用します。

MPLS VPN 環境でサポートされるスタティックルート

次の ip route vrfコマンドは、MPLS VPN環境でスタティックルートを設定し、ネクストホップ
とインターフェイスが同じ VRFに存在する場合はサポートされません。

• ip route vrf vrf-name destination-prefix mask next-hop-address

• ip route vrf vrf-name destination-prefix mask interface next-hop-address

• ip route vrf vrf-name destination-prefix maskinterface1next-hop1

• ip route vrf vrf-name destination-prefix maskinterface2next-hop2

MPLSVPN環境でスタティックルートを設定し、ネクストホップがグローバルルーティングテー
ブルのMPLSクラウドのグローバルテーブルに存在する場合は、次の ip route vrfコマンドがサ
ポートされます。たとえば、ネクストホップがインターネットゲートウェイを指している場合

は、次のコマンドがサポートされます。

• ip route vrf vrf-name destination-prefix mask next-hop-addressglobal

• ip route vrf vrf-name destination-prefix mask interface next-hop-address（このコマンドは、ネクス
トホップおよびインターフェイスがコアにある場合にサポートされます。）

MPLSVPN環境でスタティックルートを設定し、スタティックな非再帰ルートと特定の発信イン
ターフェイスを使用するロードシェアリングをイネーブルにする場合は、次の ip routeコマンド
がサポートされます。

• ip route destination-prefix maskinterface1next-hop1

• ip route destination-prefix maskinterface2next-hop2

TFIB を使用する MPLS VPN 環境でサポートされないスタティックルート

MPLS VPN環境でスタティックルートを設定し、ネクストホップがコア内のMPLSクラウドの
グローバルテーブルに存在し、2つのパスでネクストホップに到達できる場所でロードシェアリ
ングをイネーブルにする場合は、次のip routeコマンドがサポートされません。

• ip route vrf destination-prefix mask next-hop-addressglobal

MPLS VPN環境でスタティックルートを設定し、ネクストホップがコア内のMPLSクラウドの
グローバルテーブルに存在し、2つのネクストホップで宛先に到達できる場所でロードシェアリ
ングを有効にする場合は、次のip routeコマンドがサポートされません。

• ip route vrf destination-prefix masknext-hop1global
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• ip route vrf destination-prefix masknext-hop2global

MPLSVPN環境でスタティックルートを設定し、ネクストホップおよびインターフェイスが同じ
VRFにある場合は、次の iproutevrfコマンドがサポートされません。

• ip route vrf vrf-name destination-prefix masknext-hop1 vrf-name destination-prefix masknext-hop1

• ip route vrf vrf-name destination-prefix masknext-hop2

ネクストホップが CE デバイス上のグローバルテーブルに存在する MPLS VPN 環境でサポートさ
れるスタティックルート

MPLS VPN環境でスタティックルートを設定し、ネクストホップがカスタマーエッジ（CE）側
のグローバルテーブルにある場合は、次の ip route vrfコマンドがサポートされます。たとえば、
外部ボーダーゲートウェイプロトコル（EBGP）マルチホップの場合と同様に、宛先プレフィッ
クスが CEデバイスのループバックアドレスである場合は、次のコマンドがサポートされます。

• ip route vrf vrf-name destination-prefix mask interface next-hop-address

MPLSVPN環境でスタティックルートを設定し、ネクストホップがCE側のグローバルテーブル
に存在し、スタティックな非再帰ルートと特定の発信インターフェイスを使用するロードシェア

リングをイネーブルにする場合は、次の ip routeコマンドがサポートされます。

• ip route destination-prefix maskinterface1nexthop1

• ip route destination-prefix maskinterface2nexthop2

MPLS バーチャルプライベートネットワークに関する情報

MPLS バーチャルプライベートネットワークの定義
マルチプロトコルラベルスイッチングバーチャルプライベートネットワーク（MPLS VPN）を
定義する前に、一般的な VPNを定義する必要があります。VPNの説明を次に示します。

•パブリックインフラストラクチャを介してプライベートネットワークサービスを提供する、
IPベースのネットワーク

•インターネットまたはその他のパブリックネットワークやプライベートネットワークを介
してプライベートに相互通信できる一連のサイト

通常の VPNは、完全メッシュのトンネル、または相手先固定接続（PVC）を VPN内のすべての
サイトに設定することで作成されます。このタイプの VPNは、新しいサイトを追加した場合に
VPN内の各エッジデバイスを変更する必要があるため、維持または拡張が簡単ではありません。

MPLSベースのVPNは、レイヤ 3に作成され、ピアモデルに基づきます。ピアモデルによって、
サービスプロバイダーおよびカスタマーは、レイヤ 3のルーティング情報を交換できます。サー
ビスプロバイダーは、カスタマーサイト間でデータをリレーします。このとき、カスタマー側で

は何をする必要もありません。
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MPLS VPNの管理や拡張は、従来の VPNよりも簡単です。新しいサイトがMPLS VPNに追加さ
れた場合、更新する必要があるのは、カスタマーサイトにサービスを提供するサービスプロバイ

ダーのエッジデバイスだけです。

MPLS VPNのさまざまな部分について、次に説明します。

•プロバイダー（P）デバイス：プロバイダーネットワークのコア内のデバイス。Pデバイス
はMPLSスイッチングを実行し、ルーティングされるパケットに VPNラベルを付加しませ
ん。各ルートのMPLSラベルは、プロバイダーエッジ（PE）デバイスによって割り当てら
れます。VPNラベルは、データパケットを正しい出力デバイスに誘導するために使用され
ます。

• PEデバイス：着信パケットが受信されるインターフェイスまたはサブインターフェイスに基
づいて、着信パケットにVPNラベルを付加するデバイス。PEデバイスは、カスタマーエッ
ジ（CE）デバイスに直接接続されます。

•カスタマー（C）デバイス：ISPまたは企業ネットワークのデバイス。

• CEデバイス：ネットワーク上の PEデバイスに接続する、ISPのネットワーク上のエッジデ
バイス。CEデバイスは、PEデバイスとインターフェイスする必要があります。

次の図に、基本的なMPLS VPNを示します。

図 1：基本的 MPLS VPN 用語

MPLS バーチャルプライベートネットワークの仕組み
マルチプロトコルラベルスイッチングバーチャルプライベートネットワーク（MPLS VPN）機
能は、MPLSネットワークのエッジでイネーブルになっています。プロバイダーエッジ（PE）デ
バイスは、次の機能を実行します。

•カスタマーエッジ（CE）デバイスとルーティングアップデートを交換する。
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• CEルーティング情報を VPNv4ルートに変換する。

•マルチプロトコルボーダーゲートウェイプロトコル（MP-BGP）を介して、他の PEデバイ
スと VPNv4ルートを交換する。

ここでは、MPLS VPNの機能について説明します。

MPLS バーチャルプライベートネットワークの主要コンポーネント
マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）ベースのバーチャルプライベートネットワーク
（VPN）には、次の 3つの主要コンポーネントがあります。

• VPNルートターゲットコミュニティ：VPNルートターゲットコミュニティは、VPNコミュ
ニティのすべてのメンバのリストです。VPNルートターゲットは、各VPNコミュニティメ
ンバに設定する必要があります。

• VPNコミュニティプロバイダーエッジ（PE）デバイスのマルチプロトコルBGP（MP-BGP）
ピアリング：MP-BGPは、VPNコミュニティのすべてのメンバに仮想ルーティングおよび転
送（VRF）到達可能性情報を伝播します。MP-BGPピアリングは、VPNコミュニティのすべ
ての PEデバイスで設定されている必要があります。

• MPLS転送：MPLSは、VPNサービスプロバイダーネットワーク上のすべての VPNコミュ
ニティメンバ間のすべてのトラフィックを転送します。

1対 1の関係は、カスタマーサイトとVPNs間に必ずしも存在する必要はありません。1つの指定
されたサイトを複数のVPNのメンバにできます。ただし、サイトは、1つのVRFとだけ関連付け
ることができます。カスタマーサイトの VRFには、そのサイトがメンバとなっている VPNから
サイトへの、利用できるすべてのルートが含まれています。

MPLS バーチャルプライベートネットワークの利点
マルチプロトコルラベルスイッチングバーチャルプライベートネットワーク（MPLS VPN）を
使用すると、サービスプロバイダーは、スケーラブルなVPNを展開し、次のような付加価値サー
ビスを提供する基盤を構築できます。

コネクションレス型サービス

MPLS VPNの重要な技術的メリットとして、コネクションレスであることを挙げることができま
す。インターネットの成功には、TCP/IPという基礎的な技術が貢献しています。TCP/IPは、パ
ケットを基礎とする、コネクションレスネットワークパラダイムに基づいて構築されています。

これは、ホスト間の通信を確立するための事前のアクションが不要となり、2者間の通信が簡単
になることを意味します。現在の VPNソリューションでは、コネクションレス型の IP環境でプ
ライバシーを確立するために、ネットワーク上でコネクション型ポイントツーポイントのオーバー

レイを行っています。VPNがコネクションレス型ネットワーク上で動作しても、VPNでは接続の
容易さや、コネクションレス型ネットワークで利用できる多様なサービスを活用できません。コ

ネクションレス VPNを作成すると、ネットワークプライバシーのためのトンネルおよび暗号化
が不要となり、その結果、複雑さが大幅に軽減されます。
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集中型サービス

レイヤ 3に VPNを構築すると、VPNに代表されるユーザグループに目的のサービスを配布でき
ます。VPNがサービスプロバイダーに提供する内容は、ユーザがイントラネットサービスにプ
ライベートに接続するためのメカニズムだけではありません。VPNでは、付加価値サービスを対
象のカスタマーに柔軟に提供する方法も提供する必要があります。カスタマーがそのイントラネッ

トやエクストラネットでサービスをプライベートに使用できるようにするために、スケーラビリ

ティが重要となります。MPLSVPNは、プライベートイントラネットと見なされ、次のような新
しい IPサービスを使用できます。

•マルチキャスト

• Quality Of Service（QoS）

• VPNでのテレフォニーサポート

•コンテンツや VPNへのWebホスティングを含む、集中型サービス

カスタマーごとに特化したサービスを、複数組み合わせてカスタマイズできます。たとえば、IP
マルチキャストを低遅延のサービスクラスに組み合わせると、ビデオ会議をイントラネット内で

実施できます。

拡張性

コネクション型ポイントツーポイントのオーバーレイ、フレームリレー、または ATM仮想接続
（VC）を使用するVPNを作成する場合、そのVPNでは、主にスケーラビリティが問題となりま
す。特に、カスタマーサイト間での完全メッシュ接続のないコネクション型 VPNは、最適では
ありません。MPLSベースの VPNでは、スケーラビリティの高い VPNソリューションを活用す
るために、代わりに、ピアモデルとレイヤ 3コネクションレス型アーキテクチャを使用します。
このピアモデルでは、カスタマーサイトがピアリングする必要があるのは、VPNのメンバであ
るその他のすべてのカスタマーエッジ（CE）デバイスではなく、1つのプロバイダーエッジ（PE）
デバイスだけとなります。コネクションレス型アーキテクチャによって、レイヤ 3にVPNを作成
することができ、トンネルまたは VCを行う必要がなくなります。

MPLS VPNのその他のスケーラビリティ機能は、PEデバイス間での VPNルートのパーティショ
ニング、およびコアネットワークでの PEデバイスとプロバイダー（P）デバイス間での VPNと
Interior Gateway Protocol（IGP）ルートのパーティショニングから得られます。

• PEデバイスは、メンバである VPNに対して VPNルートを維持する必要があります。

• Pデバイスでは、VPNルートを一切維持する必要がありません。

これにより、プロバイダーのコアのスケーラビリティが高まり、いずれのデバイスもスケーラビ

リティのボトルネックとなりません。

セキュリティ

MPLS VPNはコネクション型 VPNと同じレベルのセキュリティを提供します。1つの VPNから
のパケットが、間違って別の VPNに送信されることはありません。

セキュリティは、次の領域で提供されます。
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•プロバイダーネットワークのエッジでは、カスタマーから受信したパケットが、正しいVPN
に配置されることが保証されます。

•バックボーンでは、VPNトラフィックが常に分離されます。悪意のあるスプーフィング（PE
デバイスへのアクセスを取得するための試行）は、ほぼ不可能です。これは、カスタマーか

ら受信するパケットが IPパケットであるためです。これらの IPパケットは、VPNラベルと
一意に識別される特定のインターフェイスまたはサブインターフェイスで受信される必要が

あります。

作成の容易さ

VPNを最大限に活用するには、カスタマーは、新しい VPNとユーザコミュニティを簡単に作成
できる必要があります。MPLS VPNはコネクションレスであるため、特定のポイントツーポイン
ト接続マップまたはトポロジは必要ありません。イントラネットやエクストラネットにサイトを

追加して、非公開ユーザグループを形成できます。この方法で VPNを管理すると、指定された
任意のサイトを複数のVPNのメンバにできるため、イントラネットやエクストラネットを構築す
る場合の柔軟性が最大限に高められます。

柔軟なアドレッシング

VPNサービスへのアクセスをより簡単にするために、サービスプロバイダーのカスタマーは、
サービスプロバイダーのその他のカスタマーのアドレッシング計画とは関係なく、独自のアド

レッシング計画を設計できます。多くのカスタマーは、RFC1918で定義されているようにプライ
ベートアドレス空間を使用しており、イントラネットの接続性を得るために時間と費用をかけて

パブリック IPアドレスに変換することは望んでいません。MPLSVPNを使用すると、カスタマー
は、アドレスのパブリックビューとプライベートビューを提供することで、ネットワークアド

レス変換（NAT）を使用することなく現在のアドレス空間を引き続き使用できます。NATは、重
複するアドレス空間を持つ 2つのVPNが通信する必要がある場合にだけ必要となります。これに
より、カスタマーは、パブリック IPネットワーク上で、独自の未登録プライベートアドレスを使
用して自由に通信できます。

統合 QoS サポート

QoSは、多くの IP VPNカスタマーにとって重要な要件です。統合 QoSを使用すると、次の 2つ
の基本的な VPN要件に対処できます。

•予測可能なパフォーマンスおよびポリシーの実装

• MPLS VPNにおける複数レベルのサービスのサポート

ネットワークトラフィックは、ネットワークのエッジで分類およびラベル付けされたあとに、加

入者によって定義されたポリシーに従って集約され、プロバイダーで実行され、プロバイダーコ

ア経由で転送されます。その後、破棄確率または遅延ごとに、ネットワークのエッジおよびコア

でのトラフィックを異なるクラスに分けることができます。

直接的な移行

サービスプロバイダーは、VPNサービスを迅速に展開するために、直接的な移行パスを使用しま
す。MPLS VPNの独自な特長として、IP、ATM、フレームリレー、およびハイブリッドネット
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ワークを含む、複数のネットワークアーキテクチャ上に構築できることを挙げることができま

す。

CEデバイス上でMPLSをサポートする必要がなく、カスタマーのイントラネットに変更を加える
必要がないため、エンドユーザの移行作業は簡単になります。

MPLS バーチャルプライベートネットワークの設定方法

コアネットワークの設定

MPLS バーチャルプライベートネットワークカスタマーのニーズの評価

マルチプロトコルラベルスイッチング仮想プライベートネットワーク（MPLSVPN）を設定する
前に、コアネットワークトポロジを識別して、MPLSVPNカスタマーに最適なサービスが提供さ
れるようにする必要があります。コアネットワークトポロジを識別するには、次の作業を実行し

ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

必要となるデバイスとポートの数を決定するため

に、次の内容を識別します。

ネットワークのサイズを識別しま

す。

ステップ 1   

•サポートする必要があるカスタマーの数

•カスタマーごとに必要となる VPNの数

•各 VPNに存在する、仮想ルーティングおよ
び転送インスタンスの数

コアネットワークで必要なルーティングプロト

コルを決定します。

コアにおけるルーティングプロ

トコルを識別します。

ステップ 2   

MPLSVPNノンストップフォワーディングおよび
グレースフルリスタートは、選択デバイスおよび

MPLS VPNハイアベイラビリ
ティのサポートが必要であるかど

うかを判断します。

ステップ 3   

Cisco IOSソフトウェアリリースでサポートされ
ています。Ciscoサポートに問い合わせて、正確
な要件およびハードウェアサポートを確認してく

ださい。

設定手順については、『MPLSLayer3VPNs Inter-AS
and CSC Configuration Guide』の「Load Sharing

MPLSVPNコアでBorder Gateway
Protocol（BGP）ロードシェアリ

ステップ 4   

MPLS VPN Traffic」モジュールを参照してくださ
い。

ングおよび冗長パスが必要である

かどうかを決定します。
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コアにおける MPLS の設定

コアのすべてのデバイスでマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）をイネーブルにする
には、ラベル配布プロトコルとして次のいずれかを設定する必要があります。

• MPLSラベル配布プロトコル（LDP）。設定については、『MPLS Label Distribution Protocol
Configuration Guide』の「MPLS Label Distribution Protocol (LDP)」モジュールを参照してくだ
さい。

• MPLSトラフィックエンジニアリングリソース予約プロトコル（RSVP）。設定については、
『MPLS Traffic Engineering Path Calculation and Setup Configuration Guide』の「MPLS Traffic
Engineering and Enhancements」モジュールを参照してください。

MPLS バーチャルプライベートネットワークカスタマーの接続

カスタマーの接続を可能にするための、PE デバイスでの VRF の定義

次の手順を使用して、IPv4の仮想ルーティングおよび転送（VRF）設定を定義します。IPv4と
IPv6のVRFを定義するには、『MPLSLayer 3 VPNsConfigurationGuide』の「IPv6VPNoverMPLS」
モジュールの「Configuring a Virtual Routing and Forwarding Instance for IPv6」セクションを参照し
てください。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

Device# configure
terminal

ステップ 2   

バーチャルプライベートネットワーク（VRF）名を割り
当て、VRFコンフィギュレーションモードを開始するこ

ip vrf vrf-name

例：

Device(config)# ip vrf
vpn1

ステップ 3   

とにより、Virtual Routing and Forwarding（VPN）ルーティ
ングインスタンスを定義します。

• vrf-name引数は、VRFに割り当てる名前です。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

ルーティングテーブルと転送テーブルを作成します。rd route-distinguisher

例：
Device(config-vrf)# rd
100:1

ステップ 4   

• route-distinguisher引数によって、8バイトの値が IPv4
プレフィックスに追加され、VPN IPv4プレフィック
スが作成されます。ルート識別子（RD）は、次のい
ずれかの形式で入力できます。

◦ 16ビットの AS番号：32ビットの番号。101:3
など。

◦ 32ビットの IPアドレス：16ビットの番号。
10.0.0.1:1など。

VRF用にルートターゲット拡張コミュニティを作成しま
す。

route-target {import |
export | both}
route-target-ext-community

ステップ 5   

• importキーワードを使用すると、ターゲットVPN拡
張コミュニティからルーティング情報がインポート

されます。
例：

Device(config-vrf)#
route-target both 100:1 • exportキーワードを使用すると、ルーティング情報

がターゲットVPN拡張コミュニティにエクスポート
されます。

• bothキーワードを使用すると、ターゲットVPN拡張
コミュニティとの間でルーティング情報がインポー

トおよびエクスポートされます。

• route-target-ext-community引数により、route-target拡
張コミュニティ属性が、インポートやエクスポート

の route-target拡張コミュニティのVRFリストに追加
されます。

（任意）終了して、グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

Device(config-vrf)# exit

ステップ 6   

各 VPN カスタマー用の PE デバイスでの VRF インターフェイスの設定

プロバイダーエッジ（PE）デバイス上のインターフェイスまたはサブインターフェイスに仮想
ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを関連付けるには、次の作業を実行します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

設定するインターフェイスを指定し、インターフェ

イスコンフィギュレーションモードを開始します。

interface type number

例：

Device(config)# interface

ステップ 3   

• type引数で、設定するインターフェイスのタ
イプを指定します。

• number引数には、ポート、コネクタ、または
インターフェイスカード番号を指定します。

指定したインターフェイスまたはサブインターフェ

イスに VRFを関連付けます。
ip vrf vrf-name

例：

Device(config-if)# ip vrf
vpn1

ステップ 4   

• vrf-name引数は、VRFに割り当てる名前です。

（任意）終了して、特権EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 5   

PE デバイスと CE デバイス間でのルーティングプロトコルの設定

カスタマーエッジ（CE）デバイスで使用されているのと同じルーティングプロトコルを使用し
て、プロバイダーエッジ（PE）デバイスを設定します。BorderGatewayProtocol（BGP）、Routing
Information Protocolバージョン 2（RIPv2）、または PEデバイスと CEデバイス間のスタティック
ルートを設定できます。
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バーチャルプライベートネットワークの設定の確認

ルート識別子をVirtualRouting andForwarding（VRF）インスタンス用に設定する必要があります。
また、VRFを伝送するインターフェイス上でマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）を
設定する必要があります。show ip vrfコマンドを使用して、VRF用に設定されているルート識別
子（RD）とインターフェイスを確認します。

手順

show ip vrf
一連の定義済みVRFインスタンスおよび関連付けられているインターフェイスを表示します。ま
た、この出力では、VRFインスタンスが設定済みルート識別子にマップされます。

MPLS バーチャルプライベートネットワークサイト間の接続の確認
ローカルおよびリモートのカスタマーエッジ（CE）デバイスがマルチプロトコルラベルスイッ
チング（MPLS）コアを介して通信できることを確認するには、次の作業を実行します。

MPLS コアを介した CE デバイスから CE デバイスへの IP 接続の確認

手順

ステップ 1 enable
特権 EXECモードをイネーブルにします。

ステップ 2 ping [protocol] {host-name | system-address}
AppleTalk、コネクションレス型モードネットワークサービス（CLNS）、IP、Novell、Apollo、
Virtual Integrated Network Service（VINES）、DECnet、または Xerox Network Service（XNS）ネッ
トワークでの基本的なネットワーク接続を診断します。pingコマンドを使用して、ある CEデバ
イスから別の CEデバイスへの接続を確認します。

ステップ 3 trace [protocol] [destination]
パケットがその宛先に送信されるときに取るルートを検出します。traceコマンドは、2つのデバ
イスが通信できない場合に問題のある箇所を分離するのに役立ちます。

ステップ 4 show ip route [ip-address [mask] [longer-prefixes]] | protocol [process-id]] | [list [access-list-name |
access-list-number]
ルーティングテーブルの現在の状態を表示します。ip-address引数を使用して、CE1に CE2への
ルートが含まれていることを確認します。CE1から学習したルートを確認します。CE2へのルー
トがリストされていることを確認します。
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ローカル CE デバイスとリモート CE デバイスが PE ルーティングテーブルに存在することの確認

手順

ステップ 1 enable
特権 EXECモードをイネーブルにします。

ステップ 2 show ip route vrf vrf-name [prefix]
Virtual Routing and Forwarding（VRF）インスタンスに関連する IPルーティングテーブルを表示し
ます。ローカルカスタマーエッジ（CE）デバイスとリモートカスタマーエッジ（CE）デバイス
のループバックアドレスが、プロバイダーエッジ（PE）でデバイスのルーティングテーブルに
存在することを確認します。

ステップ 3 show ip cef vrf vrf-name [ip-prefix]
VRFに関連付けられているシスコエクスプレスフォワーディングテーブルを表示します。次の
ように、リモートCEデバイスのプレフィックスが、シスコエクスプレスフォワーディングテー
ブルに存在することを確認します。
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MPLS バーチャルプライベートネットワーク（VPN）の設定例

例：RIP を使用した MPLS バーチャルプライベートネットワークの設定

CE の設定PE の設定

ip cef
mpls ldp router-id Loopback0 force
mpls label protocol ldp
!
interface Loopback0
ip address 10.0.0.9 255.255.255.255
!
interface
ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
no cdp enable
router rip
version 2
timers basic 30 60 60 120
redistribute connected
network 10.0.0.0
network 192.0.2.0
no auto-summary

ip vrf vpn1
rd 100:1
route-target export 100:1
route-target import 100:1
!
ip cef
mpls ldp router-id Loopback0 force
mpls label protocol ldp
!
interface Loopback0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
!
interface
ip vrf forwarding vpn1
ip address 192.0.2.3 255.255.255.0
no cdp enable
interface
ip address 192.0.2.2 255.255.255.0
mpls label protocol ldp
mpls ip
!
router rip
version 2
timers basic 30 60 60 120
!
address-family ipv4 vrf vpn1
version 2
redistribute bgp 100 metric transparent
network 192.0.2.0
distribute-list 20 in
no auto-summary
exit-address-family
!
router bgp 100
no synchronization
bgp log-neighbor changes
neighbor 10.0.0.3 remote-as 100
neighbor 10.0.0.3 update-source Loopback0
no auto-summary
!
address-family vpnv4
neighbor 10.0.0.3 activate
neighbor 10.0.0.3 send-community extended
bgp scan-time import 5
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf vpn1
redistribute connected
redistribute rip
no auto-summary
no synchronization
exit-address-family
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例：スタティックルートを使用した MPLS バーチャルプライベートネットワークの
設定

CE の設定PE の設定

ip cef
!
interface Loopback0
ip address 10.0.0.9 255.255.255.255
!
interface
ip address 192.0.2.2 255.255.0.0
no cdp enable
!
ip route 10.0.0.9 255.255.255.255 192.0.2.3
3
ip route 198.51.100.0 255.255.255.0 192.0.2.3
3

ip vrf vpn1
rd 100:1
route-target export 100:1
route-target import 100:1
!
ip cef
mpls ldp router-id Loopback0 force
mpls label protocol ldp
!
interface Loopback0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
!
interface
ip vrf forwarding vpn1
ip address 192.0.2.3 255.255.255.0
no cdp enable
!
interface
ip address 192.168.0.1 255.255.0.0
mpls label protocol ldp
mpls ip
!
router ospf 100
network 10.0.0. 0.0.0.0 area 100
network 192.168.0.0 255.255.0.0 area 100
!
router bgp 100
no synchronization
bgp log-neighbor changes
neighbor 10.0.0.3 remote-as 100
neighbor 10.0.0.3 update-source Loopback0
no auto-summary
!
address-family vpnv4
neighbor 10.0.0.3 activate
neighbor 10.0.0.3 send-community extended
bgp scan-time import 5
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf vpn1
redistribute connected
redistribute static
no auto-summary
no synchronization
exit-address-family
!
ip route vrf vpn1 10.0.0.9 255.255.255.255
192.0.2.2
ip route vrf vpn1 192.0.2.0 255.255.0.0
192.0.2.2
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

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

この章で使用するコマンドの完全な構文および

使用方法の詳細。

『Cisco Express Forwarding Configuration Guide』
の「Configuring Basic Cisco Express Forwarding」
モジュール

Cisco Express Forwardingの設定

『MPLS Label Distribution Protocol Configuration
Guide』の「MPLS Label Distribution Protocol
(LDP)」モジュール

LDPの設定

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

の URLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら

のリソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに

関する技術的問題を解決したりするために使用

してください。このWebサイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.comのログイン IDお
よびパスワードが必要です。

MPLS バーチャルプライベートネットワークの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/support


プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1：MPLS バーチャルプライベートネットワークの機能情報

変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.6.1
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