
JP 5830093 B2 2015.12.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想スイッチを含む装置であって、
　前記装置がアップストリーム方向において動作しているときに、前記仮想スイッチは、
第１の仮想マシンから、前記第１の仮想マシンが第２の仮想マシンへ送信した出力フレー
ムを受信し、前記出力フレームに第１のヘッダを付加することにより前記出力フレームを
カプセル化し、前記第１のヘッダを含む前記出力フレームをエッジスイッチに送信するよ
うに構成されており、
　前記装置がダウンストリーム方向において動作しているときに、前記仮想スイッチは、
前記エッジスイッチから、前記第２の仮想マシンが前記第１の仮想マシンへ送信したフレ
ームであって、入力フレームからヘッダを除去することにより前記エッジスイッチにより
カプセル化解除されたフレームを受信し、前記ヘッダが除かれたフレームを前記第１の仮
想マシンに転送するようにさらに構成されている、
　装置。
【請求項２】
　前記アップストリーム方向において、前記エッジスイッチは、前記仮想スイッチから前
記出力フレームを受信し、前記第１のヘッダを処理することにより前記出力フレームの第
２のヘッダを取得し、前記第２のヘッダを含むフレームをネットワークコアを介して前記
第２の仮想マシンに転送する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記第２のヘッダ内の送信元アドレスフィールドは、プロキシまたは代表アドレスであ
る、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記仮想スイッチは、カプセル化解除された入力フレームを、前記仮想スイッチの転送
データベース（ＦＤＢ）に基づいて前記第１の仮想マシンへ転送するように構成された、
請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記エッジスイッチの転送テーブルは、前記エッジスイッチより下にある仮想スイッチ
に接続されたローカル仮想マシン、リモートエッジスイッチおよびコアスイッチのための
前記エッジスイッチの転送データベース（ＦＤＢ）または転送情報ベース（ＦＩＢ）を備
え、前記エッジスイッチのＦＤＢまたはＦＩＢは、前記リモートエッジスイッチより下に
あるリモート仮想マシンのためのエントリを備えることがなく、前記コアスイッチ内の転
送データベース（ＦＤＢ）は、前記エッジスイッチおよび前記リモートエッジスイッチを
含むエッジスイッチのためのエントリだけを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記仮想スイッチ内のＦＤＢまたは転送情報ベース（ＦＩＢ）は、リモートエッジスイ
ッチおよび前記リモートエッジスイッチより下にあるリモート仮想マシンのためのエント
リを備えない、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記エッジスイッチの前記ＦＤＢは、前記ローカル仮想マシンのエントリを備える、請
求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記仮想スイッチは、前記第１の仮想マシンからのアドレス解決・プロトコル（ＡＲＰ
）／ネイバー・ディスカバリ（ＮＤ）要求を取り扱うために構成されているＡＲＰプロキ
シを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記出力フレームは、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１ａｈ規格に準拠するメ
ディア・アクセス・コントロール（ＭＡＣ）－ｉｎ－ＭＡＣを使用してカプセル化され、
前記第１のヘッダは、前記出力フレームのターゲット宛先にマッピングされたターゲット
ロケーションのＭＡＣアドレスを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記出力フレームは、トランスペアレント・インターコネクト・オブ・ロッツ・オブ・
リンク（ＴＲＩＬＬ）を使用してカプセル化され、前記第１のヘッダは、前記出力フレー
ムのターゲット宛先アドレスにマッピングされたターゲットロケーションのための１６ビ
ットのニックネームを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記出力フレームは、インターネット・プロトコル（ＩＰ）ｉｎ－ＩＰを使用してカプ
セル化され、前記第１のヘッダは、前記出力フレームのターゲット宛先アドレスにマッピ
ングされたターゲットロケーションのＩＰアドレスを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　エッジスイッチを含む装置であって、
　前記装置がアップストリーム方向において動作しているときに、前記エッジスイッチは
、仮想スイッチから、第１の仮想マシンが第２の仮想マシンへ送信した出力フレームであ
って、第１のヘッダを付加することにより前記仮想スイッチによりカプセル化された出力
フレームを受信し、前記第１のヘッダを処理することにより前記出力フレームの第２のヘ
ッダを取得し、前記第２のヘッダを含む前記出力フレームをネットワークコアを介して第
２の仮想マシンに送信するように構成されており、
　前記装置がダウンストリーム方向において動作しているときに、前記エッジスイッチは
、前記ネットワークコアから、前記第２の仮想マシンが前記第１の仮想マシンへ送信した
入力フレームを受信し、前記入力フレームからヘッダを除去することにより前記入力フレ
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ームをカプセル化解除し、前記入力フレームを前記仮想スイッチに転送するようにさらに
構成されている、
　装置。
【請求項１３】
　前記ダウンストリーム方向において、前記仮想スイッチは、前記ヘッダが除かれた前記
入力フレームを前記第１の仮想マシンに転送する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２のヘッダ内の送信元アドレスフィールドは、プロキシまたは代表アドレスであ
る、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記エッジスイッチの転送テーブルは、前記エッジスイッチより下にある仮想スイッチ
に接続されたローカル仮想マシン、リモートエッジスイッチおよびコアスイッチのための
前記エッジスイッチの転送データベース（ＦＤＢ）または転送情報ベース（ＦＩＢ）を備
え、前記エッジスイッチのＦＤＢまたはＦＩＢは、前記リモートエッジスイッチより下に
あるリモート仮想マシンのためのエントリを備えることがなく、前記コアスイッチ内の転
送データベース（ＦＤＢ)は、前記エッジスイッチおよび前記リモートエッジスイッチを
含むエッジスイッチのためのエントリだけを備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記エッジスイッチの前記ＦＤＢは、前記ローカル仮想マシンのためのエントリを備え
る、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記出力フレームは、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１ａｈ規格に準拠するメ
ディア・アクセス・コントロール（ＭＡＣ）－ｉｎ－ＭＡＣを使用してカプセル化され、
前記第１のヘッダは、前記出力フレームのターゲット宛先にマッピングされたターゲット
ロケーションのＭＡＣアドレスを備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記出力フレームは、トランスペアレント・インターコネクト・オブ・ロッツ・オブ・
リンク（ＴＲＩＬＬ）を使用してカプセル化され、前記第１のヘッダは、前記出力フレー
ムのターゲット宛先アドレスにマッピングされたターゲットロケーションのための１６ビ
ットのニックネームを備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１９】
　前記出力フレームは、インターネット・プロトコル（ＩＰ）ｉｎ－ＩＰを使用してカプ
セル化され、前記第１のヘッダは、前記出力フレームのターゲット宛先アドレスにマッピ
ングされたターゲットロケーションのＩＰアドレスを備える、請求項１２に記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００２】
合衆国政府によって支援された研究または開発に関する陳述
　非該当
【０００３】
マイクロフィッシュ付属物への言及
　非該当
【背景技術】
【０００４】
　最新の通信およびデータネットワークは、ネットワークを介してデータを運ぶノードを
備える。これらのノードは、個別のデータパケットまたはフレームをネットワークを介し
て運ぶルータ、スイッチ、ブリッジ、またはこれらの組み合わせを含むことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　一部のネットワークは、中間ノード上に予め構成されたルートを使用することなくネッ
トワークを越えて一方のノードから別のノードへデータフレームを転送するデータサービ
スを提供する。他のネットワークは、予め構成された、または、予め確立されたパスに沿
ってネットワークを越えて一方のノードから別のノードへデータフレームを転送すること
がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態では、開示は、複数のノードに接続され、ノードからの複数の出力フレーム
にヘッダを付加することにより出力フレームをカプセル化するために構成されているスイ
ッチと、ローカルサイト内の複数のローカルノードに接続されている複数のローカルスイ
ッチに接続されている複数のダウンストリームポート、および、ネットワーク内の複数の
リモートゲートウェイと複数のコアスイッチとに接続され、入力フレームからヘッダを除
去することにより、リモートゲートウェイより下にある複数のリモートノードからスイッ
チを含むゲートウェイより下にあるローカルスイッチを介して接続されているローカルノ
ードへの複数の入力フレームをカプセル化解除するために構成されているアップストリー
ムポートを備えるゲートウェイと、を備え、スイッチによってヘッダを出力フレームに付
加することは、ノードからの出力フレームを転送するために使用されるネットワークにお
けるリモートゲートウェイおよびコアスイッチ内の転送アドレステーブルのサイズを縮小
する装置を含む。
【０００７】
　別の実施では、開示は、ローカルホストからの出力フレームを受信するために構成され
ている受信機と、出力フレーム中のターゲットホストの宛先アドレス（ＤＡ）をターゲッ
トホストのターゲットロケーションのＤＡにマッピングし、ターゲットロケーションのＤ
Ａを使用して出力フレームをカプセル化するために構成されている論理回路と、ローカル
スイッチからの予めカプセル化された出力フレームを受信し、予めカプセル化された出力
フレームをターゲットロケーションにあるゲートウェイに送信するために構成されている
送信機とを備え、送信機は、ローカルスイッチから受信されたフレームをカプセル化せず
、ローカルホストに向けられたリモートゲートウェイからの入力フレームをカプセル化解
除する、ネットワークコンポーネントを含む。
【０００８】
　さらに別の実施形態では、開示は、ローカルノードにおいてローカルホストからリモー
トホストを宛先とされたフレームを受信するステップと、リモートホストのアドレスマッ
ピングを取り出すためにアドレス解決要求をアドレス解決・プロトコル（ＡＲＰ）または
ネイバー・ディスカバリ（ＮＤ）／ディレクトリ・サービス（ＤＳ）サーバに送信するス
テップと、リモートホストのアドレスマッピングに基づいて外部ヘッダをフレームに付加
するステップと、リモート・ゲートウェイ・スイッチを介してリモートホストにフレーム
を転送するゲートウェイスイッチにフレームを送信するステップと、を備える方法を含む
。
【０００９】
　これらの特徴および他の特徴は、添付図面および請求項と併せて以下の詳細な説明から
明瞭に理解されるであろう。
【００１０】
　本開示のより完全な理解のため、今度は、同じ符号が同じ部品を表す添付図面および詳
細な説明と併せて以下の簡単な説明が参照される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】仮想プライベート・ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）サービス（ＶＰ
ＬＳ）相互接続型ＬＡＮの実施形態の概略図である。
【図２】仮想レイヤ２ネットワークの実施形態の概略図である。
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【図３】ボーダー・コントロール・メカニズムの実施形態の概略図である。
【図４】データフレーム転送スキームの実施形態の概略図である。
【図５】データフレーム転送スキームの別の実施形態の概略図である。
【図６】データフレーム転送スキームの別の実施形態の概略図である。
【図７】相互接続型レイヤ２サイトの実施形態の概略図である。
【図８】複数のアドレスドメインに亘るレイヤ２拡張の実施形態の概略図である。
【図９】複数のアドレスドメインに亘るスードレイヤ２ネットワークの実施形態の概略図
である。
【図１０】ドメインアドレス制約メカニズムの実施形態の概略図である。
【図１１】データフレーム転送スキームの別の実施形態の概略図である。
【図１２】データフレーム転送スキームの別の実施形態の概略図である。
【図１３】データフレーム転送スキームの別の実施形態の概略図である。
【図１４】データフレーム転送スキームの別の実施形態の概略図である。
【図１５】ブロードキャストスキームの実施形態の概略図である。
【図１６】ブロードキャストスキームの別の実施形態の概略図である。
【図１７】相互接続型ネットワーク区域の実施形態の概略図である。
【図１８】相互接続型ネットワーク区域の別の実施形態の概略図である。
【図１９】ＡＲＰプロキシスキームの実施形態の概略図である。
【図２０】データフレーム転送スキームの別の実施形態の概略図である。
【図２１】ＡＲＰプロキシスキームの別の実施形態の概略図である。
【図２２】フェイルオーバースキームの実施形態の概略図である。
【図２３】物理サーバの実施形態の概略図である。
【図２４】非対称ネットワーク・アドレス・カプセル化スキームの実施形態の概略図であ
る。
【図２５】ＡＲＰ処理スキームの実施形態の概略図である。
【図２６】拡張ＡＲＰペイロードの実施形態の概略図である。
【図２７】別のデータフレーム転送スキームの実施形態の概略図である。
【図２８】機能強化ＡＲＰ処理方法の実施形態のプロトコル図である。
【図２９】拡張アドレス解決方法の実施形態のプロトコル図である。
【図３０】ネットワーク・コンポーネント・ユニットの実施形態の概略図である。
【図３１】汎用コンピュータシステムの実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　１つ以上の実施形態の例示的な実施が以下に記載されるが、開示されたシステムおよび
／または方法は、現在のところ知られているか、既存であるかどうかとは無関係に、かな
りの数の技術を使用して実施されることが最初に理解されるべきである。開示は、本書に
例示され、記載された典型的な設計および実施を含めて、例示された実施形態、図面、お
よび以下に例示された技術に決して限定されるべきではなく、請求項の均等物の全範囲に
加えて請求項の範囲内で変更されてもよい。
【００１３】
　レイヤ２またはレイヤ３ネットワークになり得る最新のデータネットワークは、複数の
ロケーションまたはサイトに亘って広がることを必要とすることがあるクラウドサービス
および仮想マシン（ＶＭ）への接続性を提供する。サーバ（またはＶＭ）のクラスタとス
トレージ機器とを接続するデータセンタのためのレイヤ２ネットワークは、時には複数の
ロケーションに亘って広がることが必要である。データセンタネットワークは、配備済み
のアプリケーションをサポートし、したがって、たとえば、何百万ドルもコストを節約す
るために、レイヤ２レベルに留まることをさらに必要とすることがある。サーバのクラス
タおよび／またはストレージ機器の間のレイヤ２通信は、ロードバランシング、データベ
ースクラスタリング、仮想サーバ故障復旧、ネットワークレイヤ（レイヤ３）より下のト
ランスペアレントオペレーション、複数のロケーションに亘るサブネットの拡散、および
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冗長性を含む。レイヤ２通信は、アプリケーション間のキープ・アライブ・メカニズムを
さらに含む。一部のアプリケーションは、一方のサーバがアクティブでもよく、別のサー
バがスタンバイでもよい複数のロケーション上で通信するために同じＩＰアドレスを必要
とする。（異なるロケーションにある）アクティブサーバおよびスタンバイサーバは、両
者間でキープ・アライブ・メッセージを交換することがあり、これらのメッセージは、レ
イヤ２キープ・アライブ・メカニズムを必要とすることがある。
【００１４】
　図１は、ＶＰＬＳ相互接続型ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）１００の実施
形態を例示する。ＶＰＬＳ相互接続型ＬＡＮ　１００は、ユニファイドまたはフラット・
レイヤ２ネットワークを確立するために、複数のＤＣロケーション、たとえば、物理ロケ
ーションに亘ってレイヤ２ネットワークを接続するために使用され得るスケーラブルメカ
ニズムである。ＶＰＬＳ相互接続型ＬＡＮ　１００は、ＶＰＬＳ　１１０と、エッジルー
タのような複数のエッジノード１１２を介してＶＰＬＳ　１１０に接続されることがある
複数のＬＡＮ　１２０とを備えることがある。個々のＬＡＮ　１２０は、対応するエッジ
ノード１１２に接続された複数のレイヤ２スイッチ１２２と、対応するレイヤ２スイッチ
に接続された複数のアクセススイッチ１２４と、対応するアクセススイッチ１２４に接続
された複数のＶＭ　１２６とを備えることがある。ＶＰＬＳ相互接続型ＬＡＮ　１００の
コンポーネントは、図１に示されるように配置されることがある。
【００１５】
　ＶＰＬＳ　１１０は、異なるロケーションまたはＤＣに亘ってＬＡＮ　１２０を接続す
るために構成されているどのようなネットワークでもよい。たとえば、ＶＰＬＳ　１１０
は、異なるＤＣに亘ってＬＡＮ　１２０を相互接続するためにレイヤ３ネットワークを備
えることがある。レイヤ２スイッチ１２２は、開放型システム相互接続（ＯＳＩ）モデル
・データ・リンク層で通信するために構成されることがある。データ・リンク・プロトコ
ルの実施例は、ＬＡＮ用イーサネット（登録商標）、ポイント・ツー・ポイント・プロト
コル（ＰＰＰ）、ハイレベル・データ・リンク制御（ＨＤＬＣ）、および、ポイント・ツ
ー・ポイント接続用アドバンストデータ通信制御プロトコル（ＡＤＣＣＰ）を含む。アク
セススイッチ１２４は、レイヤ２スイッチ１２２とＶＭ　１２６との間でデータを転送す
るため構成されることがある。ＶＭ　１２６は、システムプラットフォーム、たとえば、
オペレーティング・システム（ＯＳ）を提供するシステム仮想マシン、および／または、
プログラムもしくはアプリケーションを動かすプロセス仮想マシンを備えることがある。
個々のＬＡＮ　１２０におけるＶＭ　１２６は、複数のプロセッサ、中央プロセッサ・ユ
ニット（ＣＰＵ）、またはコンピュータシステムに亘って分散させられることがある。Ｌ
ＡＮ　１２０における複数のＶＭ　１２６は、ディスク空間、メモリ、プロセッサ、およ
び／または他のコンピューティングリソースのような同じシステムリソースを共用するこ
ともある。ＶＭ　１２６は、シェルフに配置され、かつ、たとえば、アクセススイッチ１
２４を介して、対応するＬＡＮ　１２０に接続されることがある。
【００１６】
　ＶＰＬＳ相互接続型ＬＡＮ　１００の一部の態様は、非現実的な、または、望ましくな
い実施問題をもたらすことがある。一態様では、ＶＰＬＳ　１１０は、マルチ・プロトコ
ル・ラベル・スイッチング（ＭＰＬＳ）をサポートするワイド・エリア・ネットワーク（
ＷＡＮ）を実施することを必要とすることがある。しかし、一部のオペレータは、ＷＡＮ
を介したＭＰＬＳをサポートしないので、ＶＰＬＳ相互接続型ＬＡＮ　１００の実施が困
難になることがある。さらに、ホスト・リンク層アドレスを解決するため、たとえば、Ｌ
ＡＮ　１２０を越えるＶＭ　１２６に対し、両方共に参照によってここに組み込まれるイ
ンターネット・エンジニアリング・タスク・フォース（ＩＥＴＦ）リクエスト・フォー・
コメント（ＲＦＣ）８２６に記載されるＩＰｖ４　ＡＲＰ、および、ＩＥＴＦ　ＲＦＣ　
４８６１によって記載されるＩＰｖ６　ＮＤのようなＩＰバージョン４（ＩＰｖ４）ＡＲ
ＰまたはＩＰバージョン６（ＩＰｖ６）ＮＤプロトコルが必要とされることがある。ＡＲ
Ｐは、すべての相互接続型ＬＡＮ　１２０への要求をフラッディングさせ、よって、大量
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のシステムリソース（たとえば、帯域幅）を使い尽くすことがある。このようなＡＲＰフ
ラッディングメカニズムは、ＬＡＮ　１２０および／またはＶＭ　１２６の個数が増加す
るのにつれて、スケーラビリティ問題に陥ることがある。ＶＰＬＳ相互接続型ＬＡＮ　１
００は、ＬＡＮ　１２０に接続するためにメッシュ状スードワイヤ（ＰＷ）をセットアッ
プすることも必要であり、このことは、トンネルの集中的な構成および状態維持を必要と
することがある。一部のシナリオでは、ＶＰＬＳ　１１０は、ＬＡＮ　１２０を発見し、
個々のＬＡＮ　１２０に対しメッシュ状ＰＷを構築するためにボーダー・ゲートウェイ・
プロトコル（ＢＧＰ）を使用することがある。
【００１７】
　オプティカル・トランスポート仮想化（ＯＴＶ）は、フラット・レイヤ２ネットワーク
を確立するために、複数のロケーションまたはＤＣを越えてレイヤ２ネットワークを接続
するため提案された別のスケーラブルメカニズムである。ＯＴＶは、レイヤ２通信のＩＰ
カプセル化に依存してＣｉｓｃｏによって提案された方法である。ＯＴＶは、個々のロケ
ーション（たとえば、ＤＣ）の内部のＭＡＣ到達可能性を他のロケーションに分散させる
ために中間システム対中間システム（ＩＳ－ＩＳ）ルーティングプロトコルを使用するこ
とがある。ＯＴＶスキームは、一部の非現実的な、または、望ましくない態様をさらに有
することがある。一態様では、ＯＴＶは、プロバイダコアＩＰネットワークにより比較的
多数のマルチキャストグループを維持することを必要とすることがある。個々のＬＡＮは
、別個のオーバーレイトポロジを有することがあるので、サービス・プロバイダＩＰネッ
トワークによって維持された比較的多量のオーバーレイトポロジが存在することがあり、
このことは、コアネットワークに負担をもたらすことがある。ＯＴＶは、エッジノードが
ＩＰドメイン内の異なるマルチキャストグループに参加するためにインターネット・グル
ープ・マネジメント・プロトコル（ＩＧＭＰ）を使用することをさらに必要とすることが
ある。個々のエッジノードが複数のＶＬＡＮに接続されている場合、エッジノードは、複
数のＩＧＭＰグループに参加することを必要とすることがある。
【００１８】
　ＯＴＶでは、個々のロケーションにあるゲートウェイのようなエッジ機器は、互いに１
ホップ離れているＩＰホストでもよく、これは、到達可能性情報を交換するためにエッジ
機器間でリンク・ステート・プロトコルを実施することを必要としないことがある。しか
し、リンク・ステートは、ピアを認証するために使用されることもあり、これは、ピアが
ＩＧＭＰバージョン３（ＩＧＭＰｖ３）リポートを送信することによりＶＬＡＮに参加す
る場合にＯＴＶにおいて必要とされることがある。代替的に、ＯＴＶは、ＢＧＰ認証方法
を使用することがある。しかし、ＢＧＰ認証タイミングは、ＩＳ－ＩＳ認証タイミングと
異なることがある。たとえば、ＢＧＰは、数秒単位で性能を調整され、ＩＳ－ＩＳは、サ
ブ秒単位で性能を調整されることがある。さらに、ＩＳ－ＩＳプロトコルは、ＯＴＶシス
テム内の個々のロケーションにおいてかなり多数、たとえば、数万のホストおよびＶＭを
取り扱うため適切ではないことがある。ＯＴＶは、数万の閉じたユーザグループをサポー
トするため不適切になることもある。
【００１９】
　ここに開示されているのは、フラットまたは単一レイヤ２ネットワークを取得するため
複数の異なるロケーションにある複数のレイヤ２ネットワークを接続するためにスケーラ
ブルメカニズムを提供するシステムおよび方法である。スケーラブルメカニズムは、複数
のロケーションに亘って広がるフラット・レイヤ２ネットワークを取得する態様または難
題を解決することがある。スケーラブルメカニズムは、アプリケーションのためのスケー
ラブル・アドレス解決をサポートし、ネットワークスイッチがロケーションを越える全部
または複数のホストと関連付けられた複数のアドレスを維持することを可能にすることに
よりロケーションを越えるトポロジ・ディスカバリを容易化することがある。スケーラブ
ルメカニズムは、たとえば、未知ホストアドレスのための異なるロケーションを越えるト
ラフィックの転送とトラフィックのブロードキャストとをさらに容易化し、マルチキャス
トグループをサポートすることがある。
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【００２０】
　これらの方法は、複数のロケーションに亘る比較的大きいフラット・レイヤ２をスケー
リングするためにボーダー・コントロール・メカニズムを含む。したがって、アプリケー
ション、サーバ、および／またはＶＭは、レイヤ３、レイヤ２．５、またはレイヤ２ネッ
トワークのような別のネットワークによって相互接続された複数のレイヤ２ネットワーク
を備える仮想レイヤ２ネットワークを知らないことがある。レイヤ２ネットワークは、異
なった、または、別個の物理ロケーション、１つのロケーションの複数のフロア、または
、レイヤ３によって相互接続された複数の列に位置することがある。プロトコル非依存ア
ドレス解決・メカニズムは、複数のロケーションに亘る比較的大きい仮想レイヤ２ネット
ワークおよび／または実質的に多数のレイヤ２ネットワークを取り扱うために使用され、
適していることがある。
【００２１】
　図２は、異なるＤＣまたは物理ロケーションを越える仮想レイヤ２ネットワーク２００
の実施形態を例示する。仮想レイヤ２ネットワーク２００は、ユニファイドまたはフラッ
ト・レイヤ２ネットワークを確立するために、複数のロケーション、たとえば、地理的ロ
ケーションもしくはＤＣ、または、１台のデータセンタ内部の複数のサイトを越えるレイ
ヤ２ネットワークを接続するスケーラブルメカニズムでもよい。仮想レイヤ２ネットワー
ク２００は、サービスネットワーク２１０と、エッジルータのような複数のエッジノード
２１２を介してサービスネットワーク２１０に接続されることがある複数のレイヤ２ネッ
トワーク２２０とを備えることがある。サービスネットワーク２１０は、ここでは、サー
ビス・プロバイダ・ネットワーク、コアネットワーク、レイヤ３ネットワーク、レイヤ２
ネットワークもしくはレイヤ２．５ネットワーク、または、複数のサイト内のコンポーネ
ントを接続もしくは相互接続する他のネットワークのような相互接続ネットワークを意味
することがある。個々のレイヤ２ネットワーク２２０は、対応するエッジノード２１２に
接続された複数のＬ２ＧＷ　２２２と、Ｌ２ＧＷ　２２２に接続されることがある複数の
中間スイッチ２２４とを備えることがある。仮想レイヤ２ネットワーク２００のコンポー
ネントは、図２に示されるように配置されることがある。中間スイッチ２２４は、複数の
ホストおよび／またはＶＭ（図示せず）に接続されることもある。
【００２２】
　サービスネットワーク２１０は、サービス・プロバイダ・ネットワークのようなレイヤ
２ネットワーク２２０を相互接続するために確立されたどのようなネットワークでもよい
。たとえば、サービスネットワーク２１０は、仮想プライベート・ネットワーク（ＶＰＮ
）のようなレイヤ２、レイヤ２．５またはレイヤ３ネットワークでもよい。サービスネッ
トワーク２１０は、Ｌ２ＧＷ　２２２の背後にあるすべてのアドレス、たとえば、ＭＡＣ
アドレスを知らないことがある。Ｌ２ＧＷ　２２２は、個々のＤＣロケーション内のボー
ダーノードでもよく、ＤＣロケーションにおいて内部で通信するためにレイヤ２インター
フェースを有することがある。Ｌ２ＧＷ　２２２および中間スイッチ２２４は、ホストの
対応するＭＡＣアドレスを使用して同じレイヤ２ネットワーク２２０内部の同じロケーシ
ョンにおけるホストおよび／またはＶＭと通信することがある。しかし、Ｌ２ＧＷ　２２
２および中間スイッチ２２４は、他のレイヤ２ネットワーク２２０内のホスト／ＶＭのＭ
ＡＣアドレスを知る必要がないことがある。その代わり、１つのレイヤ２ネットワーク２
２０内のホストは、他のレイヤ２ネットワーク内のターゲットホストと通信するために宛
先アドレスとして、（別のロケーションまたはサイトにおける）別のレイヤ２ネットワー
ク２２０のＬ２ＧＷ　２２２のアドレスを使用できる。フレーム（たとえば、イーサネッ
ト（登録商標）フレーム）がターゲットサイト、たとえば、他のレイヤ２ネットワークの
Ｌ２ＧＷ　２２２に到達したとき、ターゲットホストの宛先アドレスは、後述されるよう
に、フレームのペイロード中に搬送されるＩＰアドレスに基づいて、たとえば、ネットワ
ークアドレス変換（ＮＡＴ）テーブルまたはＭＡＣアドレス変換（ＭＡＴ）テーブルを使
用してＬ２ＧＷ　２２２によって変換されることがある。
【００２３】
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　実施形態では、個々のＬ２ＧＷ　２２２は、ローカルＩＰアドレス情報テーブル（Ｌｏ
ｃａｌ－ＩＰＡｄｄｒＴａｂｌｅ）内のＬ２ＧＷ　２２２の同じレイヤ２ネットワーク２
２０内部のすべてのホスト／ＶＭのアドレスを維持することがある。Ｌ２ＧＷ　２２２は
、後述されるように、プロキシＡＲＰ機能を実施するためにさらに構成されることがある
。付加的には、Ｌ２ＧＷ　２２２は、ＭＡＣ転送テーブルを維持することがあり、このＭ
ＡＣ転送テーブルは、非ＩＰアプリケーションのためのＭＡＣアドレスを備えることがあ
る。ＭＡＣアドレスは、同じロケーション、たとえば、同じレイヤ２ネットワーク２２０
内部のホスト／ＶＭと中間スイッチ２２４とのＭＡＣアドレスを備えることがある。
【００２４】
　Ｌ２ＧＷ　２２２は、他のロケーション（たとえば、他のレイヤ２ネットワーク２２０
）におけるこのＬ２ＧＷのピア（たとえば、他のＬ２ＧＷ　２２２）にすべてのアクティ
ブＶＬＡＮと、このＬ２ＧＷのロケーションにおける個々のＶＬＡＮ下でのローカルホス
トのすべてのＩＰアドレスを通知することがある。ドメイン内に非ＩＰアプリケーション
が存在する場合、Ｌ２ＧＷ　２２２は、これのピアにこれらの非ＩＰアプリケーションの
ＭＡＣアドレスおよびＶＬＡＮをさらに通知することがある。レイヤ２サイトまたはレイ
ヤ２ネットワーク２２０は、オペレーションの利便性のため、Ｌ２ＧＷ　２２２のポート
上および中間スイッチ２２４のポート上でイネーブル状態にされた多くのＶＬＡＮを有す
ることがある。これによって、イネーブル状態にされたＶＬＡＮのいずれかに属するＶＭ
またはホストは、付加的な構成無しでムーブインされることがある。サイト（またはレイ
ヤ２ネットワーク２２０）においてアクティブ状態であるＶＡＬＮは、このサイトの内部
に存在していたこのＶＬＡＮに属するホストを有することがある。異なるロケーションを
越えるＬ２ＧＷ　２２２は、Ｌ２ＧＷ　２２２がローカルサイトにおいて（たとえば、個
々のＬ２ＧＷ　２２２のためのリモートＩＰアドレス情報テーブル中で）アクティブ状態
であるＶＬＡＮのためのアドレス情報だけを保ち続ける場合でも、すべての他のロケーシ
ョンのホストＩＰアドレスを取得することがある。ＶＬＡＮのＶＬＡＮ識別子（ＶＩＤ）
に属するホストがローカルドメインに存在しない場合、ローカルドメインが宛先にされる
べきこのＶＩＤのための通信が存在しないことがあるので、このＶＩＤのためのリモート
ホスト情報を保ち続ける必要がない。用語ＶＬＡＮおよびＶＩＤは、（たとえば、ＩＥＥ
Ｅ　８０２．１Ｑに記載されているように）ＶＬＡＮに複数のＶＩＤが割り当てられてい
るとしても、確立されたＶＬＡＮを意味するためにここでは互換的に使用される。したが
って、個々のＬ２ＧＷ　２２２は、ロケーション（レイヤ２ネットワーク２２０の１つ）
に属するＩＰアドレスの個々のグループを同じロケーションに属する対応するＬ２ＧＷ　
２２２のＭＡＣアドレスにマッピングすることがある。Ｌ２ＧＷ　２２２は、他のピア内
の情報を更新するために、このＬ２ＧＷのＬｏｃａｌ－ＩＰＡｄｄｒＴａｂｌｅに変化が
あるとき、アドレス情報の更新内容をピアにさらに送信する。これは、インクリメント方
式でアドレス情報の更新と個々のＬ２ＧＷ　２２２におけるマッピングを可能にすること
がある。
【００２５】
　図３は、ボーダー・コントロール・メカニズム３００の実施形態を例示する。ボーダー
・コントロール・メカニズム３００は、複数のサイト、ロケーションまたはＤＣを越えて
フラットまたは仮想レイヤ２ネットワークを確立するスケーラブルメカニズムでもよい。
仮想レイヤ２ネットワークは、サービスネットワーク３１０と、エッジルータのような複
数のエッジノード３１２を介してサービスネットワーク３１０に接続されることがある複
数のレイヤ２ネットワーク３２０とを備えることがある。個々のレイヤ２ネットワーク２
２０は、対応するエッジノード３１２に接続されている複数のＬ２ＧＷ　３２２と、Ｌ２
ＧＷに接続されることがある複数の中間スイッチ３２４とを備えることがある。中間スイ
ッチ３２４は、たとえば、ＶＭまたはサーバ上でインスタンス化されたホスト３２６にさ
らに接続される（到達できる）ことがある。仮想レイヤ２ネットワークのコンポーネント
は、図２に示されるように配置されることがあり、仮想レイヤ２ネットワーク２００の対
応するコンポーネントに類似することがある。
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【００２６】
　ボーダー・コントロール・メカニズム３００に基づいて、個々のＬ２ＧＷ　３２２は、
このＬ２ＧＷの対応するローカルレイヤ２サイト、たとえば、対応するレイヤ２ネットワ
ーク３２０においてアクティブ状態であるＶＬＡＮに属するすべてのロケーション内のホ
ストのＩＰアドレスを維持することがある。個々のＬ２ＧＷ　３２２は、他のロケーショ
ン内のピアＬ２ＧＷ　３２２のＭＡＣアドレスをさらに知ることもある。しかし、Ｌ２Ｇ
Ｗ　３２２は、他のロケーション内のホストのＭＡＣアドレスを維持しないことがあり、
このことは、ＩＰアドレスは、簡略化されることがあり（たとえば、１０．１．１．ｘは
、２５５台のホストを表現することがある）、一方、ＭＡＣアドレスは、簡略化されるこ
とがないので、Ｌ２ＧＷ　３２２の間で交換された（そして記憶された）データのサイズ
を実質的に縮小することがある。Ｌ２ＧＷ　３２２で維持されたＩＰアドレスは、同じロ
ケーションの対応するＬ２ＧＷ　３２２のＭＡＣアドレスにマッピングされることがある
。具体的には、個々のロケーションまたはレイヤ２ネットワーク３００に属するホストＩ
Ｐアドレスの個々の集合は、このロケーション内のＬ２ＧＷ　３２２のＭＡＣアドレスに
マッピングされることがある。しかし、Ｌ２ＧＷ　３２２は、異なるロケーションを越え
て、非ＩＰアプリケーションを動かすノードのための複数のＭＡＣアドレスを交換するこ
とがある。
【００２７】
　仮想レイヤ２ネットワークの異なるロケーションを越えるアドレス解決をサポートする
ために、ＡＲＰ（またはＮＤ）要求が第１のホスト３２６（ホストＡ）から送信され、第
１のロケーションまたはレイヤ２ネットワーク３２０内の対応するローカルＬ２ＧＷ　３
２２によってインターセプトされることがある。ホストＡは、第２のロケーションまたは
レイヤ２ネットワーク３２０内の第２のホスト３２６（ホストＢ）のＭＡＣアドレスを取
得するためにＡＲＰ要求を送信することがある。ローカルＬ２ＧＷ　３２２がホストＡと
同じＶＬＡＮに属するホストＢのエントリ、たとえば、ホストＢのＩＰアドレスを有する
場合、ローカルＬ２ＧＷ　３２２は、これの一意のＭＡＣアドレスをホストＡに送信する
ことによりＡＲＰ／ＮＤ要求に応答することがある。代替的には、ローカルＬ２ＧＷ　３
２２は、ＡＲＰ／ＮＤ応答中で（ホストＢが存在する場所にある）対応するＬ２ＧＷのＭ
ＡＣアドレスをホストＡに送信することがある。ローカルＬ２ＧＷ　３２２がＶＬＡＮの
ホストＢのエントリを維持しないか、または、記憶しない場合、ローカルＬ２ＧＷ　３２
２は、ホストＢが存在しないと仮定することがある。たとえば、Ｌ２ＧＷ　３２２は、定
期的または周期的に、これらのＬ２ＧＷのピアのローカルホストＩＰアドレスおよび対応
するＶＬＡＮ（群）を用いてこれらのピアを更新することがある。一部のＬ２ＧＷ　３２
２は、一部のＶＬＡＮに対する他のロケーション内に新たに構成されたホストのＩＰアド
レスの更新内容を受信していないことがある。このような場合、応答は返信されず、要求
元エンティティ（ホストＡ）は、ターゲットホストのための複数のＡＲＰ／ＮＤ要求を送
信することがある。
【００２８】
　実施形態では、Ｌ２ＧＷ　２２２は、個々のＶＬＡＮ下のローカルホストの複数のアグ
リゲーションされたＩＰアドレスを他のレイヤ２サイト内の他のＬ２ＧＷ　２２２に送出
することがある。アグリゲーションされたアドレス中のエントリの個数は、Ｌ２ＧＷ　２
２２のＬｏｃａｌ－ＩＰＡｄｄｒＴａｂｌｅ中の対応するエントリの個数より実質的に少
ないことがある。一部の実施形態では、Ｌ２ＧＷ　２２２は、リモートサイト内の単一Ｖ
ＬＡＮ（または、いずれかのＶＬＡＮ）下の（アグリゲーションされた形式の）ＩＰアド
レスを請求するために、要求を他のレイヤ２サイト内のすべての他のＬ２ＧＷ　２２２に
送出することがある。このことは、アクティブ状態ではなかったＶＬＡＮに属するホスト
がＬ２ＧＷ　２２０のローカルサイトに追加されるときに役立つことがある。
【００２９】
　表１は、ボーダー・コントロール・メカニズム３００による対応するＬ２ＧＷのＭＡＣ
アドレスおよびＶＬＡＮへのホストアドレスのマッピングの実施例を例示する。複数のＬ
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２ＧＷ　ＭＡＣアドレス（たとえば、Ｌ２ＧＷ１　ＭＡＣおよびＬ２ＧＷ２　ＭＡＣ）が
複数の対応するホストアドレスにマッピングされることがある。個々のＬ２ＧＷ　ＭＡＣ
アドレスは、同じロケーションまたはＤＣと関連付けられることがある複数のＶＬＡＮ（
たとえば、ＶＬＡＮ＃、ＶＬＡＮ－ｘ、・・・）内の複数のホストＩＰ（またはＭＡＣ）
アドレスにマッピングされることがある。個々のＶＬＡＮは、ホストの複数の仮想プライ
ベートグループ（ＶＰＧ）（または閉じたユーザグループ）をさらに備えることがある。
ＶＰＧは、レイヤ２ドメイン（またはＬ２ドメイン）に属し、かつ、レイヤ２を介して相
互に通信することがあるホストおよび／またはＶＭのクラスタでもよい。レイヤ２ドメイ
ンは、ここでは、レイヤ２ネットワーク内のサブロケーションまたはサブサイトを意味す
るために使用されることがある。レイヤ２ネットワークが複数のサイトまたはロケーショ
ンを越えて広がるとき、個々のサイトは、ここでは、レイヤ２ドメインと呼ばれることが
ある。レイヤ２ドメイン、レイヤ２サイト、およびレイヤ２区域という用語は、ここでは
、互換的に使用されることがある。ドメイン、サイト、および区域という用語も同様に、
ここでは、互換的に使用されることがある。ＶＰＧ内のホストは、これらの間に確立され
たマルチキャストグループをさらに有することがある。ＶＰＧ内部のホスト／ＶＭは、複
数の物理ロケーションを越えて広がることがある。多くのケースの下では、１つのＶＬＡ
Ｎは、１顧客に専用になることがあり、たとえば、１つのＶＬＡＮ当たりに１つのＶＰＧ
しか存在しないことがある。したがって、このようなケースの下では、テーブル中にＶＰ
Ｇ列（または属性）を有する必要がない。
【００３０】
　たとえば、ＶＬＡＮ＃は、Ｇ－ｘ１、Ｇ－ｘ２、・・・を含む複数のＶＰＧ内に複数の
ホストを備えることがある。そして、個々のＶＰＧは、複数のホストを備えることがある
。ＩＰアプリケーションに対し、個々のＶＬＡＮ内のホストＩＰアドレスは、ＶＬＡＮ＃
およびＶＬＡＮ－ｘ・・・）の場合のように、同じロケーション内の対応するＬ２ＧＷ　
ＭＡＣアドレスにマッピングされることがある。ＩＰアドレスは、テーブル中のエントリ
の量を削減するために簡略化されることがある。非ＩＰアプリケーションに対し、個々の
ＶＬＡＮ内のホストＭＡＣアドレスは、ＶＬＡＮ－ｘ１の場合のように、このＶＬＡＮに
対する同じロケーション内の対応するＬ２ＧＷ　ＭＡＣアドレスにマッピングされること
がある。一部のケースでは、個々のＶＬＡＮに対し、１つのＶＰＧだけが存在することが
あり、したがって、テーブル１中のＶＰＧ列は、必要とされないことがある。
 
【表１】

【００３１】
　図４は、複数のロケーションまたはＤＣを越える仮想レイヤ２ネットワークにおいて使
用されることがあるデータフレーム転送スキーム４００の実施形態を例示する。仮想レイ
ヤ２ネットワークは、サービスネットワーク４１０と、エッジルータのような複数のエッ



(12) JP 5830093 B2 2015.12.9

10

20

30

40

50

ジノード４１２を介してサービスネットワーク４１０に接続されることがある複数のレイ
ヤ２ネットワーク４２０とを備えることがある。個々のレイヤ２ネットワーク４２０は、
対応するエッジルータ４１２に接続されている複数のＬ２ＧＷ　４２２と、Ｌ２ＧＷ　４
２２に接続されることがある複数の中間スイッチ４２４とを備えることがある。中間スイ
ッチ４２４は、ホスト４２６、たとえば、ＶＭにさらに接続されることがある。仮想レイ
ヤ２ネットワークのコンポーネントは、図４に示されるように配置されることがあり、仮
想レイヤ２ネットワーク２００の対応するコンポーネントに類似することがある。
【００３２】
　データフレーム転送スキーム４００に基づいて、Ｌ２ＧＷ　４２２は、内部フレームが
ＭＡＣアドレス変換を必要とすることを指示するためにイーサ・タイプ・フィールドを使
用して、参照によりここに組み込まれるマック・イン・マック（ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣ）
のための米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１ａｈ規格をサポートすることがある。
たとえば、第１のＬ２ＧＷ　４２２（ＧＷ１）は、第１のロケーション（Ｌｏｃ　１）内
の第１のホスト４２６（ホストＡ）からフレーム４４０、たとえば、イーサネット（登録
商標）フレームを受信することがある。フレーム４４０は、第２のロケーション（Ｌｏｃ
　２）内の第２のホスト４２６（ホストＢ）を対象とすることがある。フレーム４４０は
、ＧＷ１のＭＡＣ宛先アドレス（ＭＡＣ－ＤＡ）４２２（Ｌ２ＧＷ－Ｌｏｃ１）と、ホス
トＡのＭＡＣ送信元アドレス（ＭＡＣ－ＳＡ）４４４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＢの
ＩＰ宛先アドレス（ＩＰ－ＤＡ）４４６（Ｂ）と、ホストＡのＩＰ送信元アドレス（ＩＰ
－ＳＡ）４４８（Ａ）と、ペイロードとを備えることがある。ＧＷ１は、その後、内部フ
レーム４６０を取得するためにＭＡＣ外ヘッダをフレーム４４０に付加することがある。
ＭＡＣ外ヘッダは、ＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ　４６２（Ｌ２ＧＷ－Ｌｏｃ２）と、ＧＷ１の
ＭＡＣ－ＳＡ　４６４（Ｌ２ＧＷ－Ｌｏｃ１）と、内部フレーム４６０がＭＡＣアドレス
変換を必要とすることを指示するイーサ・タイプ４６６とを備える。内部フレーム４６０
は、ＧＷ１のＭＡＣ－ＤＡ　４６８（Ｌ２ＧＷ－Ｌｏｃ１）と、ホストＡのＭＡＣ－ＳＡ
　４７０（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）とをさらに備えることがある。内部フレーム４６０は、その
後、サービスネットワーク４１０内でＧＷ２へ転送されることがあり、ＧＷ２は、フレー
ムのＭＡＣアドレスを変換するためにＭＡＣ外ヘッダを処理することがある。したがって
、ＧＷ２は、ホストＢのＭＡＣ－ＤＡ　４８２（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＡのＭＡＣ
－ＳＡ　４８４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　４８６（Ｂ）と、ホスト
ＡのＩＰ－ＳＡ　４８８（Ａ）と、ペイロードとを備えることがある第２のフレーム４８
０を取得することがある。第２のフレーム４８０は、その後、Ｌｏｃ　２内のホストＢに
転送されることがある。
【００３３】
　データフレーム転送スキーム４００は、外部ＩＰヘッダのカプセル化を必要とするＣｉ
ｓｃｏのＯＴＶスキームより簡単に実施できることがある。付加的には、多くのイーサネ
ット（登録商標）チップは、ＩＥＥＥ　８０２．１ａｈをサポートする。８０２．１ａｈ
において指定されるようなサービスインスタンス・タグ（Ｉ－ＴＡＧ）は、異なるＶＰＧ
を区別するために使用されることがある。これによって、Ｉ－ＴＡＧフィールドは、たと
えば、サービスネットワーク４１０において、プロバイダドメインの複数のＶＰＧを分離
するためにデータフレーム転送スキーム４００においても使用されることがある。ＧＷ２
は、ＭＡＴを使用して上述のＭＡＣ変換スキームを実行することがあり、これは、パブリ
ックＩＰをプライベートＩＰに変換するためＮＡＴを使用することに類似することがある
。伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）セッションに基づいているＮＡＴスキームとは異なって
、ＭＡＴスキームは、ＭＡＣアドレスを見つけるために内部ＩＰアドレスを使用すること
に基づくことがある。
【００３４】
　図５は、非ＩＰアプリケーションのための別のデータフレーム転送スキーム５００の実
施形態を例示する。データフレーム転送スキーム５００は、仮想レイヤ２ネットワーク内
の異なるロケーションにおけるホスト間でフレームを転送するためにＩＰアドレスの代わ
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りに、非ＩＰホストまたは非ＩＰアプリケーションを実施するホストのＭＡＣアドレスを
使用することがある。仮想レイヤ２ネットワークは、サービスネットワーク５１０と、エ
ッジルータのような複数のエッジノード５１２を介してサービスネットワーク５１０に接
続されることがある複数のレイヤ２ネットワーク５２０とを備えることがある。個々のレ
イヤ２ネットワーク５２０は、対応するエッジノード５１２に接続されている複数のＬ２
ＧＷ　５２２と、Ｌ２ＧＷ　５２２に接続されることがある複数の中間スイッチ５２４と
を備えることがある。中間スイッチ５２４は、ホスト５２６、たとえば、ＶＭにさらに接
続されることがある。仮想レイヤ２ネットワークのコンポーネントは、図５に示されるよ
うに配置されることがあり、仮想レイヤ２ネットワーク２００の対応するコンポーネント
に類似することがある。
【００３５】
　データフレーム転送スキーム５００に基づいて、Ｌ２ＧＷ　５２２は、マック・イン・
マック（ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣ）のためのＩＥＥＥ　８０２．１ａｈをサポートすること
がある。たとえば、第１のＬ２ＧＷ　５２０（ＧＷ１）は、第１のロケーション（Ｌｏｃ
　１）内の第１のホスト５２６（ホストＡ）からフレーム５４０、たとえば、イーサネッ
ト（登録商標）フレームを受信することがある。フレーム５４０は、第２のロケーション
（Ｌｏｃ　２）内の第２のホスト５２６（ホストＢ）を対象とすること、または、向けら
れることがある。フレーム５４０は、ＧＷ１のＭＡＣ－ＤＡ　５４２（Ｌ２ＧＷ－Ｌｏｃ
１）と、ホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　５４４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ペイロードとを備える
ことがある。ＧＷ１は、その後、内部フレーム５６０を取得するためにＭＡＣ外ヘッダを
フレーム５４０に付加することがある。ＭＡＣ外ヘッダは、ＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ　５６
２（Ｌ２ＧＷ－Ｌｏｃ２）と、ＧＷ１のＭＡＣ－ＳＡ　５６４（Ｌ２ＧＷ－Ｌｏｃ１）と
、内部フレーム５６０がＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣフレームであることを指示するイーサ・タ
イプ５６６とを備えることがある。内部フィールド５６０は、ホストＢのＭＡＣ－ＤＡ　
５６８（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　５７０（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）とを
さらに備えることがある。内部フレーム５６０は、その後、サービスネットワーク５１０
内でＧＷ２へ転送されることがあり、ＧＷ２は、第２のフレーム５８０を取得するために
内部フレーム５６０を処理することがある。第２のフレーム５８０は、ホストＢのＭＡＣ
－ＤＡ　５８２（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　５８４（Ａ’ｓ　ＭＡ
Ｃ）と、ペイロードとを備えることがある。第２のフレーム５８０は、その後、Ｌｏｃ　
２内のホストＢに転送されることがある。
【００３６】
　データフレーム転送スキーム５００は、外部ＩＰヘッダのカプセル化を必要とするＣｉ
ｓｃｏのＯＴＶスキームより簡単に実施できることがある。付加的には、多くのイーサネ
ット（登録商標）チップは、ＩＥＥＥ　８０２．１ａｈをサポートする。８０２．１ａｈ
において記載されるように、Ｉ－ＴＡＧは、異なるＶＰＧを区別するために使用されるこ
とがある。これによって、Ｉ－ＴＡＧフィールドは、たとえば、サービスネットワーク５
１０において、プロバイダドメインの複数のＶＰＧを分離するためにデータフレーム転送
スキーム５００においても使用されることがある。ＧＷ２は、ＭＡＣ変換スキームを実行
することなく、上述のとおり、第２のフレーム５８０を処理することがある。
【００３７】
　図６は、複数のロケーションを越える仮想レイヤ２ネットワークにおいて使用されるこ
とがある別のデータフレーム転送スキーム６００の実施形態を例示する。データフレーム
転送スキーム６００は、仮想レイヤ２ネットワーク内の前ロケーションから新ロケーショ
ンへ移動し、かつ、第２のホストのための同一の知られたＭＡＣアドレスを維持するホス
トからのフレームを転送するために使用されることがある。仮想レイヤ２ネットワークは
、サービスネットワーク６１０と、エッジルータのような複数のエッジノード６１２を介
してサービスネットワーク６１０に接続されることがある複数のレイヤ２ネットワーク６
２０とを備えることがある。個々のレイヤ２ネットワーク６２０は、対応するエッジノー
ド６１２に接続された複数のＬ２ＧＷ　６２２と、Ｌ２ＧＷ　６２２に接続されることが
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ある複数の中間スイッチ６２４とを備えることがある。中間スイッチ６２４は、ホスト６
２６、たとえば、ＶＭにさらに接続されることがある。仮想レイヤ２ネットワークのコン
ポーネントは、図６に示されるように配置されることがあり、仮想レイヤ２ネットワーク
２００の対応するコンポーネントに類似することがある。
【００３８】
　第１のホスト６２６（ホストＡ）が前ロケーション（Ｌｏｃ　１）から新ロケーション
（Ｌｏｃ　３）に移動するとき、ホストＡは、第２のホスト６２６（ホストＢ）のための
同一の知られたＭＡＣアドレスを依然として使用することがある。データ転送スキーム６
００によれば、Ｌｏｃ　３のＬ２ＧＷ　６２２（ＧＷ３）は、内部フレームがＭＡＣアド
レス変換を必要とすることを指示するためにイーサ・タイプ・フィールドを使用して８０
２．１ａｈ　ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣをサポートすることがある。ＧＷ３は、ＭＡＣ外ヘッ
ダ中のＧＷ２のＭＡＣアドレスを使用してデータをＬｏｃ　２の第２のＬ２ＧＷ　６２２
（ＧＷ２）に送信するために、データフレーム転送スキーム４００に類似するデータフレ
ーム転送スキームを実施することがある。このようにして、ＧＷ２は、（データフレーム
転送スキーム４００に対して）上述のとおり、ＭＡＣ外ヘッダをカプセル化解除し、ＭＡ
Ｃアドレス変換を実行することがある。
【００３９】
　たとえば、ＧＷ３は、Ｌｏｃ　３へ移動した後、ホストＡからフレーム６４０、たとえ
ば、イーサネット（登録商標）フレームを受信することがある。フレーム６４０は、Ｌｏ
ｃ　２内のホストＢを対象とすることがある。フレーム６４０は、Ｌｏｃ　１の前Ｌ２Ｇ
Ｗ　６２２（ＧＷ１）のＭＡＣ－ＤＡ　６４２（Ｌ２ＧＷ－Ｌｏｃ１）と、ホストＡのＭ
ＡＣ－ＳＡ　６４４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　６４６（Ｂ）と、ホ
ストＡのＩＰ－ＳＡ　６４８（Ａ）と、ペイロードとを備えることがある。ＧＷ３は、そ
の後、内部フレーム６６０を取得するためにＭＡＣ外ヘッダをフレーム６４０に付加する
ことがある。ＭＡＣ外ヘッダは、ＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ　６６２（Ｌ２ＧＷ－Ｌｏｃ２）
と、ＧＷ１のＭＡＣ－ＳＡ　６６４（Ｌ２ＧＷ－Ｌｏｃ１）と、内部フレーム６６０がＭ
ＡＣアドレス変換を必要とすることを指示するイーサ・タイプ６６６とを備えることがあ
る。内部フレーム６６０は、ホストＢのＭＡＣ－ＤＡ　６６８（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）とホス
トＡのＭＡＣ－ＳＡ　６７０（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）とをさらに備えることがある。内部フレ
ーム６６０は、その後、サービスネットワーク６１０内でＧＷ２に転送されることがあり
、このＧＷ２は、フレームのＭＡＣアドレスを変換するためにＭＡＣ外ヘッダを処理する
ことがある。したがって、ＧＷ２は、ホストＢのＭＡＣ－ＤＡ　６８２（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ
）と、ホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　６８４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ペイロードとを備えるこ
とがある第２のフレーム６８０を取得することがある。第２のフレーム６８０は、その後
、Ｌｏｃ　２内のホストＢに転送されることがある。
【００４０】
　さらに、ホストＢは、Ｌｏｃ　２から別のロケーション、たとえば、Ｌｏｃ　４（図示
せず）に移動することがある。ホストＢがＬｏｃ　２からＬｏｃ　４に移動したことをＧ
Ｗ２が知っている場合、ＧＷ２は、上述のとおり、ＭＡＣ外ヘッダ内のＭＡＣ－ＤＡとし
てＬｏｃ　４内の別のＬ２ＧＷ　６２２（ＧＷ４）のＭＡＣアドレスを使用することがあ
る。ホストＢがＬｏｃ　２からＬｏｃ　４に移動したことをＧＷ２が知らない場合、フレ
ームは、ＭＡＣ外ヘッダ無しでＧＷ２によって転送されることがある。したがって、フレ
ームは、たとえば、サービスネットワーク６１０内で失われることがある。フレームは、
ホストＢがこのホストの新ロケーションをＧＷ２またはＬｏｃ　２に知らせた後、フレー
ムがＧＷ２によって再送信されるまで、一時的に失われることがある。
【００４１】
　図７は、上記仮想レイヤ２ネットワークと類似するボーダー・コントロール・メカニズ
ムを実施することがある相互接続型レイヤ２サイト（または区域）７００の実施形態を例
示する。相互接続型レイヤ２サイト７００は、複数のボーダーまたはエッジノード７１２
によって接続された複数のＬ２ＧＷ　７２２を備えることがある。エッジノード、たとえ
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ば、エッジルータは、サービスネットワーク、たとえば、レイヤ３ネットワークに属する
ことがある。相互接続型レイヤ２サイト７００は、Ｌ２ＧＷ　７２２に接続された複数の
中間スイッチ７２４と、中間スイッチ７２４に接続された複数のＶＭ　７２６とをさらに
備えることがある。Ｌ２ＧＷ　７２２と、中間スイッチ７２４と、ＶＭ　７２６とは、複
数のレイヤ２（Ｌ２）アドレスドメインに対応する複数の部分集合をサポートすることが
ある。相互接続型レイヤ２サイト７００のコンポーネントは、図７に示されるように配置
されることがあり、仮想レイヤ２ネットワーク２００の対応するコンポーネントに類似す
ることがある。
【００４２】
　個々のＬ２アドレスドメインは、ボーダー・コントロール・メカニズム３００のような
ボーダー・コントロール・メカニズムを使用することがあり、個々のレイヤ２ドメイン内
部の中間スイッチ７２４およびＶＭ　７２６は、ローカルＭＡＣアドレスを知ることがあ
るが、他のＬ２アドレスドメイン内のホスト、サーバおよび／またはＶＭ　７２６のため
のＭＡＣアドレスおよびＶＬＡＮを知らないことがある。しかし、ホスト、サーバ、およ
び／またはＶＭ　７２６は、異なるレイヤ２ドメインを知ることなく、単一のフラット・
レイヤ２ネットワーク内のように、相互に通信することがある。レイヤ２ドメインは、ボ
ーダーまたはエッジノード７１２を介して互いに相互接続されることがあり、このボーダ
ーまたはエッジノードは、コアネットワークまたはサービス・プロバイダ・ネットワーク
（図示せず）に亘って相互接続されることがある。Ｌ２アドレスドメインは、１つのＤＣ
サイトまたは複数の地理的サイトに位置することがある。複数のサイト（ロケーション）
を越える相互接続型レイヤ２サイト７００のアーキテクチャは、ここでは、サービスネッ
トワーク（レイヤ３、２．５、２または他のネットワーク）、サービスネットワークによ
って相互接続されたサイトに亘るスードレイヤ２ネットワーク、仮想レイヤ２、またはス
ードレイヤ２ネットワークによって相互接続された複数のサイトを亘るレイヤ２拡張と呼
ばれることもある。
【００４３】
　図８は、サービスネットワークによって相互接続された複数のサイトに亘るレイヤ２拡
張８００の一実施形態を例示する。レイヤ２拡張８００は、サービス・プロバイダまたは
コアネットワーク（図示せず）に属することがある複数のボーダーまたはエッジノード８
１２に接続された複数のＬ２ＧＷ　８２２を備えることがある。レイヤ２拡張８００は、
Ｌ２ＧＷ　８２２に接続された複数の中間スイッチ８２４と、中間スイッチ８２４に接続
された複数のホスト／サーバ／ＶＭ　８２６とをさらに備えることがある。中間スイッチ
８２４およびホスト／サーバ／ＶＭ　８２６は、複数のＬ２アドレスドメインに分離また
は配置されることがある。たとえば、Ｌ２サイトのうちの１つが図８において点線円形に
よって指示される。Ｌ２ＧＷ　８２２、中間スイッチ８２４、および／またはホスト／サ
ーバ／ＶＭ　８２６は、１つまたは複数のＤＣロケーションでレイヤ２ネットワークに対
応することがある。レイヤ２拡張８００のコンポーネントは、図８に示されるように配置
されることがあり、仮想レイヤ２ネットワーク２００の対応するコンポーネントに類似す
ることがある。
【００４４】
　図９は、複数のロケーションに亘るスードレイヤ２ネットワーク９００の実施形態の概
略図である。スードレイヤ２ネットワーク９００は、１つのフラット・レイヤ２ネットワ
ークを確立するために、複数のロケーション、たとえば、地理的ロケーションまたはＤＣ
を越えてレイヤ２を接続するメカニズムでもよい。スードレイヤ２ネットワーク９００は
、サービス・プロバイダまたはコアネットワーク９１０と、エッジルータのような複数の
エッジノード９１２を介してサービス・プロバイダまたはコアネットワーク９１０に接続
されることがある複数のレイヤ２ネットワークドメイン９２０とを備えることがある。個
々のレイヤ２サイト９２０は、異なるＤＣサイト（またはフロア、またはゾーン）または
ロケーションに位置することがあり、対応するエッジノード９１２に接続された複数のＬ
２ＧＷ　９２２と、対応するＬ２ＧＷ　９２２に接続された複数の中間スイッチ９２４と
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を備えることがある。中間スイッチ９２４は、複数のホスト／サーバ／ＶＭ（図示せず）
にさらに接続されることがある。スードレイヤ２ネットワーク９００のコンポーネントは
、図９に示されるように配置されることがあり、仮想レイヤ２ネットワーク２００の対応
するコンポーネントに類似することがある。
【００４５】
　図１０は、ドメインアドレス制約メカニズム１０００の実施形態を例示する。ドメイン
アドレス制約メカニズム１０００は、異なるレイヤ２サイトの間のアドレス解決を取り扱
うために複数のサイトに亘るスードレイヤ２ネットワークで使用されることがある。複数
のサイトに亘るスードレイヤ２ネットワークは、サービスネットワーク１０１０と、複数
のエッジノード１０１２を介してサービスネットワーク１０１０に接続されることがある
複数のレイヤ２ネットワークサイト１０２０とを備えることがある。レイヤ２サイト１０
２０は、同じまたは異なるＤＣサイトに位置することがあり、対応するエッジノード１０
１２に接続された複数のＬ２ＧＷ　１０２２と、対応するＬ２ＧＷ　１０２２に接続され
た複数の中間スイッチ１０２４とを備えることがある。中間スイッチ１０２４は、複数の
ホスト／サーバ／ＶＭ　１０２６にさらに接続されることがある。スードレイヤ２ネット
ワークのコンポーネントは、図１０に示されるように配置されることがあり、仮想レイヤ
２ネットワーク２００の対応するコンポーネントに類似することがある。
【００４６】
　具体的には、１つのレイヤ２サイト１０２０におけるＬ２ＧＷ　１０２２のＭＡＣアド
レスは、このローカルサイトの外側の全部または複数のホストのためのプロキシとして使
用されることがある。第１の選択肢（選択肢１）では、レイヤ２サイト１０２０内のロー
カルＬ２ＧＷ　１０２２のためのＭＡＣアドレスは、他のレイヤ２ネットワークサイト１
０２０内のホストのためのプロキシとして使用されることがある。このシナリオでは、ロ
ーカルホストのアドレスだけが同じローカルレイヤ２サイト１０２０内の中間スイッチ１
０２４とホスト／サーバ／ＶＭ　１０２６とによって知られることがある。他のレイヤ２
サイト１０２０内の外部Ｌ２ＧＷ　１０２２のＭＡＣアドレスは、ローカルレイヤ２サイ
ト１０２０に晒されないことがある。
【００４７】
　代替的には、第２の選択肢（選択肢２）では、リモートレイヤ２サイト１０２０内のＬ
２ＧＷ　１０２２のＭＡＣアドレスは、対応するサイト内に存在するすべてのホストのた
めのプロキシとして使用されることがある。この選択肢下で、他のレイヤ２サイト１０２
０内の外部Ｌ２ＧＷ　１０２２のＭＡＣアドレスは、個々のレイヤ２サイト１０２０にお
いて知られることがある。この選択肢では、ターゲットホストが存在するレイヤ２サイト
１０２０に対応するリモートＬ２ＧＷ　１０２２のＭＡＣアドレスは、たとえば、ホスト
がリモートレイヤ２サイト１０２０内のホストと通信することを意図し、外部ホストのア
ドレスを要求するとき、ローカルホストのＡＲＰ／ＮＤ要求に応答して返送されることが
ある。選択肢２は、一部の状況において、選択肢１へのいくつかの有意性を有することが
ある。
【００４８】
　ドメインアドレス制約メカニズム１０００によれば、個々のＬ２ＧＷ　１０２２は、た
とえば、逆ＡＲＰスキームまたは他の方法を使用して、Ｌ２ＧＷ　１０２２の同じローカ
ルレイヤ２サイト１０２０内のすべてのホストアドレスを知ることがある。個々のＬ２Ｇ
Ｗ　１０２２は、ホストＩＰアドレスおよび対応するＶＬＡＮ（またはＶＩＤ）を他のレ
イヤ２サイト１０２０内の他のＬ２ＧＷ　１０２０にさらに通知することがある。
【００４９】
　異なるサイトを越える１つのレイヤ２の内部でアドレスを分解するために、ＡＲＰ／Ｎ
Ｄ要求が第１のホスト１０２６（ホストＡ）から第１のサイト（サイト１）内の対応する
ローカルＬ２ＧＷ　１０２２に送信されることがある。ホストＡは、第２のサイト（サイ
ト２）内の第２のホスト１０２６（ホストＢ）のＭＡＣアドレスを取得するためにＡＲＰ
／ＮＤ要求を送信することがある。ローカルＬ２ＧＷ　１０２２がＶＬＡＮに対するホス
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トＢのためのエントリ、たとえば、同じＶＬＡＮ下でのホストＢのＩＰアドレスを有する
場合、ローカルＬ２ＧＷ　１０２２は、これの一意のＭＡＣアドレス（選択肢１）または
サイト２内のホストＢと関連付けられた第２のＬ２ＧＷ　１０２２のＭＡＣアドレス（選
択肢２）をホストＡに送信することによりＡＲＰ要求に応答することがある。１つのサイ
ト、たとえば、サイト１から送信されたＡＲＰ／ＮＤ要求は、ローカルＬ２ＧＷ　１０２
２によってインターセプトされることがあり、（ローカルＬ２ＧＷ　１０２２によって）
他のサイトに転送されないことがある。ローカルＬ２ＧＷ　１０２２が同じＶＬＡＮ下で
ホストＢのためのエントリを備えない場合、ローカルＬ２ＧＷ　１０２２は、ホストＢが
存在しないと仮定することがあり、応答をホストＡに送信しないことがある。個々のサイ
トのＬ２ＧＷ　１０２２は、これらのローカルホストのＩＰアドレスおよびこれらの対応
するＶＬＡＮの更新内容を定期的または周期的にこれらのピアＬ２ＧＷ　１０２２に送信
することがある。一部のＬ２ＧＷ　１０２２は、他のロケーション内に新たに構成された
ホストのＩＰアドレスを受信していないことがあると考えられる。典型的に、ホストＡは
、応答が受信されない場合、ＡＲＰ／ＮＤ要求を繰り返し送信することがある。
【００５０】
　図１１は、複数のサイトに亘る１つのスードレイヤ２ネットワークの内部でメッセージ
またはフレームを転送するために使用されることがあるデータフレーム転送スキーム１１
００の実施形態を例示する。複数のサイトに亘るスードレイヤ２ネットワークは、サービ
ス・プロバイダまたはコアネットワーク１１１０と、複数のエッジノード１１１２を介し
てサービス・プロバイダまたはコアネットワーク１１１０によって接続されることがある
複数のレイヤ２ネットワークドメイン１１２０とを備えることがある。レイヤ２ネットワ
ークドメイン１１２０は、１つ以上のＤＣサイトまたはロケーションに位置することがあ
り、対応するエッジノード１１１２に接続された複数のＬ２ＧＷ　１１２２と、対応する
Ｌ２ＧＷ　１１２２に接続された複数の中間スイッチ１１２４とを備えることがある。中
間スイッチ１１２４は、複数のホスト／サーバ／ＶＭ　１１２６にさらに接続されること
がある。スードレイヤ２ネットワークのコンポーネントは、図１１に示されるように配置
されることがあり、仮想レイヤ２ネットワーク２００の対応するコンポーネントに類似す
ることがある。
【００５１】
　データフレーム転送スキーム１１００に基づいて、第１のＬ２ＧＷ　１０２２（ＧＷ１
）は、第１のアドレスドメイン１１２０（ドメイン１）内の第１のホスト１１２６（ホス
トＡ）から第１のフレーム１１４０、たとえば、イーサネット（登録商標）フレームを受
信することがある。第１のフレーム１１４０は、第２のアドレスドメイン１１２０（ドメ
イン２）内の第２のホスト１１２６（ホストＢ）を対象とすることがある。第１のフレー
ム１１４０は、Ｌ２ＧＷ　１１２２のＭＡＣ－ＤＡ　１１４２（ＧＷ）を備えることがあ
る。ホストＡは、ホストＢのためのＡＲＰ要求への返答としてのＧＷ１からのＡＲＰ応答
中のＧＷのＭＡＣアドレスを取得することがある。ＧＷは、（選択肢１によると）ドメイ
ン１内のＧＷ１、または、（選択肢２によると）ドメイン２内の第２のＬ２ＧＷ　１１２
２（ＧＷ２）に対応することがある。第１のフレーム１１４０は、ホストＡのＭＡＣ－Ｓ
Ａ　１１４４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１１４６（Ｂ）と、ホスト
ＡのＩＰ－ＳＡ　１１４８（Ａ）と、ペイロードとを備えることがある。
【００５２】
　選択肢１に基づいて、ＧＷ１は、第１のフレーム１１４０を受信し、（たとえば、ホス
トＢのＩＰ－ＤＡ　１１４６によって指示されるように）ホストＢのＶＩＤ／宛先ＩＰア
ドレスを参照し、第１のフレーム１１４０内のＧＷのＭＡＣ－ＤＡ　１１４２を内部フレ
ーム１１６０内のＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ　１１６２で置換することがある。ＧＷ１は、第
１のフレーム１１４０内のホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　１１４４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）を内部
フレーム１１６０内のＧＷ１のＭＡＣ－ＳＡ　１１６４でさらに置換することがある。内
部フレーム１１６０は、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１１６６（Ｂ）と、ホストＡのＩＰ－Ｓ
Ａ　１１６８（Ａ）と、ペイロードとをさらに備えることがある。ＧＷ１は、サービス・
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プロバイダまたはコアネットワーク１１１０を介して内部フレーム１１６０をドメイン２
に送信することがある。選択肢２に基づいて、ＧＷ１は、たとえば、アクセスリストに基
づいて、ＧＷ２または他の外部Ｌ２ＧＷ　１１２２を対象とするすべてのデータフレーム
を除去し、データフレームの送信元アドレス（ホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　１１４４または
Ａ’ｓ　ＭＡＣ）をＧＷ１の一意のＭＡＣアドレスで置換し、その後、宛先ＭＡＣに基づ
いてデータフレームを転送することがある
【００５３】
　ＧＷ２は、内部フレーム１１６０を受信し、フレームのＭＡＣアドレスを変換するため
に内部フレーム１１６０を処理することがある。選択肢１に基づいて、ＧＷ２は、内部フ
レーム１１６０を受信し、（たとえば、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１１６６によって指示さ
れるように）ホストＢのＶＩＤ／宛先ＩＰアドレスを参照し、内部フレーム１１６０中の
ＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ　１１６２を第２のフレーム１１８０中のホストＢのＭＡＣ－ＤＡ
　１１８２（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）で置換することがある。ＧＷ２は、内部フレーム１１６０
中のＧＷ１のＭＡＣ－ＳＡ　１１６４を第２のフレーム１１８０中のＧＷ２のＭＡＣ－Ｓ
Ａ　１１８４でさらに置換することがある。第２のフレーム１１８０は、ホストＢのＩＰ
－ＤＡ　１１８６（Ｂ）と、ホストＡのＩＰ－ＳＡ　１１８８（Ａ）と、ペイロードとを
さらに備えることがある。ＧＷ２は、その後、第２のフレーム１１８０を宛先ホストＢに
送信することがある。選択肢２に基づいて、ＧＷ２は、（たとえば、ホストＢのＩＰ－Ｄ
Ａ　１１６６によって指示されるように）ホストＢのＶＩＤ／宛先ＩＰアドレスを参照し
、ＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ　１１６２を第２のフレーム１１８０中のホストＢのＭＡＣ－Ｄ
Ａ　１１８２（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）で置換するだけでもよい。しかし、ＧＷ２は、ＭＡＣ－
ＳＡ　１１６４を保ち続けることがある。
【００５４】
　上述のとおり、ＧＷ２は、第２のフレーム１１８０中のホストＢのための対応するＭＡ
Ｃ－ＤＡ　１１８２（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）を見つけるために、内部フレーム１１６０中のホ
ストＢのためのＩＰ－ＤＡ　１１６６を使用してＭＡＣアドレス変換を実行することがあ
る。このＭＡＣ変換ステップは、たとえば、パブリックＩＰアドレスをプライベートＩＰ
アドレスに変換するためＮＡＴスキームとほぼ同じ作業量を必要とすることがある。デー
タフレーム転送スキーム１１００におけるＭＡＣアドレス変換は、対応するＭＡＣアドレ
スを見つけるためにホストＩＰアドレスを使用することに基づくことがあり、一方、ＮＡ
Ｔスキームは、ＴＣＰセッションに基づいている。
【００５５】
　図１２は、複数のアドレスドメインに亘るスードレイヤ２ネットワークの間でメッセー
ジまたはフレームを転送するために使用されることがある別のデータフレーム転送スキー
ム１２００の実施形態を例示する。具体的には、スードレイヤ２ネットワークは、ＩＰ／
ＭＰＬＳネットワークを介して相互接続されることがある。アドレスドメインに亘るスー
ドレイヤ２ネットワークは、ＩＰ／ＭＰＬＳネットワーク１２１０と、複数のエッジノー
ド１２１２を介してＩＰ／ＭＰＬＳネットワーク１２１０に接続されることがある複数の
レイヤ２ネットワークドメイン１２２０とを備えることがある。ＩＰ／ＭＰＬＳネットワ
ーク２１０は、アドレスドメイン間でインタードメイン、たとえば、レイヤ２ネットワー
クドメイン１２２０をサポートするためにＩＰサービスを提供することがある。レイヤ２
ネットワークドメイン１２２０は、１つ以上のＤＣサイトまたはロケーションに位置する
ことがあり、対応するエッジノード１２１２に接続された複数のＬ２ＧＷ　１２２２と、
対応するＬ２ＧＷ　１２２２に接続された複数の中間スイッチ１２２４とを備えることが
ある。中間スイッチ１２２４は、複数のホスト／サーバ／ＶＭ　１２２６にさらに接続さ
れることがある。スードレイヤ２ネットワークのコンポーネントは、図１２に示されるよ
うに配置されることがあり、仮想レイヤ２ネットワーク２００の対応するコンポーネント
に類似することがある。
【００５６】
　データフレーム転送スキーム１２００に基づいて、第１のＬ２ＧＷ　１０２２（ＧＷ１
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）は、第１のアドレスドメイン（ドメイン１）内の第１のホスト１２２６（ホストＡ）か
ら第１のフレーム１２４０、たとえば、イーサネット（登録商標）フレームを受信するこ
とがある。第１のフレーム１２４０は、第２のアドレスドメイン（ドメイン２）内の第２
のホスト１２２６（ホストＢ）を対象とすることがある。第１のフレーム１２４０は、Ｌ
２ＧＷ　１２２２のＭＡＣ－ＤＡ　１２４２（ＧＷ）を備えることがある。ホストＡは、
ホストＢのためのＡＲＰ要求への返答としてのＧＷ１からのＡＲＰ応答中のＧＷのＭＡＣ
アドレスを取得することがある。ＧＷは、（選択肢１によると）ドメイン１内のＧＷ１、
または、（選択肢２によると）ドメイン２内の第２のＬ２ＧＷ　１２２２（またはＧＷ２
）に対応することがある。第１のフレーム１２４０は、ホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　１２４
４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１２４６（Ｂ）と、ホストＡのＩＰ－
ＳＡ　１２４８（Ａ）と、ペイロードとを備えることがある。
【００５７】
　ＧＷ１は、第１のフレーム１２４０を受信し、２つの選択肢のうちの１つに基づいてフ
レームを処理することがある。第１の選択肢では、ＧＷ１は、第１のフレーム１２４０を
受信し、内部フレーム１２５０を取得するためにＩＰヘッダを付加することがある。ＩＰ
ヘッダは、ＧＷ２のＩＰ－ＤＡ　１２５１と、ＧＷ１のＩＰ－ＳＡ　１２５２とを備える
ことがある。ＧＷ１は、内部フレーム１２５０中にＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ　１２５３と、
ＧＷ１のＭＡＣ－ＳＡ　１２５４と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１２５６（Ｂ）と、ホスト
ＡのＩＰ－ＳＡ　１２５７（Ａ）とを取得するために、データフレーム転送スキーム１１
００に類似する第１のフレーム１２４０をさらに処理することがある。ＧＷ１は、ＩＰ／
ＭＰＬＳネットワーク１２１０を介して内部フレーム１２５０をＧＷ２に送信することが
ある。ＧＷ２は、内部フレーム１２５０を受信し、ホストＢのＭＡＣ－ＤＡ　１２８２（
Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）と、（選択肢１による）ＧＷ１または（選択肢２による）ＧＷ２のＭＡ
Ｃ－ＳＡ　１２８４と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１２８６（Ｂ）と、ホストＡのＩＰ－Ｓ
Ａ　１２８８（Ａ）と、ペイロードとを備える第２のフレーム１２８０を取得するために
データフレーム転送スキーム１１００と類似する内部フレーム１２５０を処理することが
ある。ＧＷ２は、その後、第２のフレーム１２５０をホストＢに転送することがある。
【００５８】
　第２の選択肢では、ＧＷ１は、第１のフレーム１２４０を受信し、第１のフレーム１２
４０中のＧＷのＭＡＣ－ＤＡ　１２４２を内部フレーム１２６０中のＩＰ－ＤＡ　１２６
２で置換することがある。ＧＷ１は、第１のフレーム１２４０中のホストＡのＭＡＣ－Ｓ
Ａ　１２４４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）を内部フレーム１２６０中のＧＷ１のＩＰ－ＳＡ　１２
６４でさらに置換することがある。内部フレーム１２６０は、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１
２６６（Ｂ）と、ホストＡのＩＰ－ＳＡ　１２６８（Ａ）と、ペイロードとをさらに備え
ることがある。ＧＷ１は、内部フレーム１２６０をＩＰ／ＭＰＬＳネットワーク１２１０
を介してＧＷ２に送信することがある。ＧＷ２は、内部フレーム１２６０を受信し、内部
フレーム１２６０中のＧＷ２のＩＰ－ＤＡ　１１６２を第２のフレーム１２８０中のホス
トＢのＭＡＣ－ＤＡ　１２８２（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）で置換することがある。ＧＷ２は、内
部フレーム１２６０中のＧＷ１のＩＰ－ＳＡ　１２６４を第２のフレーム１２８０中の（
選択肢１による）ＧＷ２または（選択肢１による）ＧＷ１のＭＡＣ－ＳＡ　１２８４とさ
らに置換することがある。第２のフレーム１２８０は、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１２８６
（Ｂ）と、ホストＡのＩＰ－ＳＡ　１２８８（Ａ）と、ペイロードとをさらに備えること
がある。ＧＷ２は、その後、第２のフレーム１２５０をホストＢに転送することがある。
【００５９】
　複数のドメインを越える上記スードレイヤ２拡張またはネットワークでは、個々のＬ２
ＧＷは、Ｌ２ＧＷの対応するアドレスドメインにおける個々のＶＬＡＮ内のすべてのホス
トのＩＰ－ＭＡＣマッピングのため構成されることがある。個々のＬ２ＧＷは、対応する
アドレスドメインにおける個々のＶＬＡＮ内のすべてのホストのＩＰアドレスを定期的ま
たは周期的に他のアドレスドメイン内の他のＬ２ＧＷにさらに送信することがある。この
ようにして、アドレスドメイン内のＬ２ＧＷは、スードレイヤ２ネットワークのすべての
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アドレスドメインに対し個々のＶＬＡＮ下でのホストのＩＰアドレスを取得することがあ
る。個々のアドレスドメインにおけるホストのＭＡＣアドレスは、ローカルＬ２ＧＷによ
って他のアドレスドメインのＬ２ＧＷに送信されないことがあり、このことは、Ｌ２ＧＷ
間で交換されるデータのサイズを実質的に縮小することがある。しかし、異なるアドレス
ドメインのＬ２ＧＷは、たとえば、非ＩＰアプリケーションの数が比較的少ない場合、こ
れらのＬ２ＧＷの間で非ＩＰアプリケーションに対応するＭＡＣアドレスを交換すること
がある。ＢＧＰまたは類似する方法がアドレスドメインを越えるＬ２ＧＷ間で更新内容を
含むアドレス情報を交換するために使用されることがある。
【００６０】
　表２は、スードレイヤ２ネットワークにおける対応するＬ２ＧＷのＭＡＣアドレスへの
ホストアドレスのマッピングの実施例を例示する。複数のＬ２ＧＷ　ＭＡＣアドレス（た
とえば、ＧＷ－Ａ　ＭＡＣおよびＧＷ－Ｂ　ＭＡＣ）は、複数の対応するホストアドレス
にマッピングされることがある。個々のＬ２ＧＷ　ＭＡＣアドレスは、同じアドレスドメ
イン内であってもよい複数のＶＬＡＮ（たとえば、ＶＩＤ－１、ＶＩＤ－２、ＶＩＤ－ｎ
、・・・）内の複数のホストＩＰ（またはＭＡＣ）アドレスにマッピングされることがあ
る。
 
【表２】

【００６１】
　上記スードレイヤ２拡張またはネットワークスキームは、別のアドレスドメイン内のい
ずれかのスイッチ／サーバ／ＶＭがアドレスドメインのＭＡＣアドレスを知ることを制約
することがある。これらのスキームは、複数のロケーションにおける実質的に大きいレイ
ヤ２ネットワークを接続するためにスケーラブルメカニズムをさらに提供することがある
。複数のアドレスドメインを越えて広がる比較的大きいレイヤ２ネットワークでは、これ
らのスキームは、スードレイヤ２ネットワーク内のいずれかのスイッチが知ることがある
ＭＡＣアドレスの数を制限することがあり、個々のスイッチは、スイッチのローカル・ア
ドレス・ドメインのＭＡＣアドレスを知るだけでもよい。このスキームは、アドレスドメ
インを越えるスケーラブル・アドレス解決を使用して複数のアドレスドメインを越える到
達可能性発見をさらに提供することがある。付加的には、これらのスキームは、アドレス
ドメイン間の転送および未知アドレスに対するブロードキャストを容易化することがあり
、そして、マルチキャストグループをサポートすることがある。
【００６２】
　図１３は、複数のアドレスドメインおよびロケーションに亘るスードレイヤ２ネットワ
ーク間でメッセージまたはフレームを転送するために使用されることがある別のデータフ
レーム転送スキーム１３００の実施形態を例示する。データフレーム転送スキーム１３０
０は、上述の選択肢１に基づくことがあり、スードレイヤ２ネットワーク内で前ロケーシ
ョンから新ロケーションへ移動し、第２のホストのための同一の知られたＭＡＣアドレス
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を維持するホストからフレームを転送するために使用されることがある。スードレイヤ２
ネットワークは、サービス・プロバイダまたはコアネットワーク１３１０と、複数のエッ
ジノード１１１２を介してサービス・プロバイダまたはコアネットワーク１３１０に接続
されることがある複数のレイヤ２ネットワークドメイン１３２０とを備えることがある。
レイヤ２ネットワークドメイン１３２０は、複数のＤＣサイトまたはロケーションに位置
することがあり、対応するエッジノード１３１２に接続された複数のＬ２ＧＷ　１３２２
と、対応するＬ２ＧＷ　１３２２に接続された複数の中間スイッチ１３２４とを備えるこ
とがある。中間スイッチ１３２４は、複数のホスト／サーバ／ＶＭ　１３２６にさらに接
続されることがある。スードレイヤ２ネットワークのコンポーネントは、図１３に示され
るように配置されることがあり、仮想レイヤ２ネットワーク２００の対応するコンポーネ
ントに類似することがある。
【００６３】
　データフレーム転送スキーム１３００に基づいて、ＧＷ３は、Ｌｏｃ　１からＬｏｃ　
３へ移動した後、第１のホスト１３２６（ホストＡ）から第１のフレーム１３４０、たと
えば、イーサネット（登録商標）フレームを受信することがある。フレーム１３４０は、
Ｌｏｃ　２内の第２のホスト１３２６（ホストＢ）を対象とすることがある。第１のフレ
ーム１３４０は、Ｌｏｃ　１内のＧＷ１のＭＡＣ－ＤＡ　１３４２と、ホストＡのＭＡＣ
－ＳＡ　１３４４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１３４６（Ｂ）と、ホ
ストＡのＩＰ－ＳＡ　１３４８（Ａ）と、ペイロードとを備えることがある。ＧＷ３は、
第１のフレーム１３４０を処理し、たとえば、データフレーム転送スキーム１１００と同
様に、第１のフレーム１３４０中のホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　１３４４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ
）を第１の内部フレーム１３５０中のＧＷ３のＭＡＣ－ＳＡ　１３５４で置換することが
ある。第１の内部フレーム１３５０は、ＧＷ１のＭＡＣ－ＤＡ　１３５２と、ホストＢの
ＩＰ－ＤＡ　１３５６（Ｂ）と、ホストＡのＩＰ－ＳＡ　１３５８（Ａ）と、ペイロード
とを備えることがある。ＧＷ３は、サービス・プロバイダまたはコアネットワーク１３１
０を介して第１の内部フレーム１３５０をＬｏｃ　１に送信することがある。
【００６４】
　ＧＷ１は、第１の内部フレーム１３５０を受信し、（たとえば、ホストＢのＩＰ－ＤＡ
　１３５６によって指示されるように）ホストＢのＶＩＤ／宛先ＩＰアドレスを参照し、
第１のフレーム１３４０中のＧＷ１のＭＡＣ－ＤＡ　１３５２を第２の内部フレーム１３
６０中のＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ　１３６２で置換することがある。第２の内部フレーム１
３６０は、ＧＷ３のＭＡＣ－ＳＡ　１３６４と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１３６６（Ｂ）
と、ホストＡのＩＰ－ＳＡ　１３６８（Ａ）と、ペイロードとをさらに備えることがある
。ＧＷ１は、サービス・プロバイダまたはコアネットワーク１３１０を介して第２の内部
フレーム１３６０をＬｏｃ　２に送信することがある。
【００６５】
　ＧＷ２は、第２の内部フレーム１３６０を受信し、フレームのＭＡＣアドレスを変換す
るために第２の内部フレーム１３６０を処理することがある。ＧＷ２は、第２の内部フレ
ーム１３６０を受信し、（たとえば、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１３６６によって指示され
るように）ホストＢのＶＩＤ／宛先ＩＰアドレスを参照し、内部フレーム１３６０中のＧ
Ｗ２のＭＡＣ－ＤＡ　１３６２を第２のフレーム１３８０中のホストＢのＭＡＣ－ＤＡ　
１３８２（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）で置換することがある。ＧＷ２は、第２の内部フレーム１３
６０中のＧＷ３のＭＡＣ－ＳＡ　１３６４をＧＷ２のＭＡＣ－ＳＡ　１３８４でさらに置
換することがある。ＧＷ２は、その後、第２のフレーム１３８０を宛先ホストＢに送信す
ることがある。
【００６６】
　さらに、ホストＢは、Ｌｏｃ　２から別のロケーション、たとえば、Ｌｏｃ　４（図示
せず）に移動することがある。ＧＷ２がホストＢはＬｏｃ　２からＬｏｃ　４へ移動した
ことを知った場合、ＧＷ２は、更新内容をこのＧＷ２のピア（他のロケーション内の他の
Ｌ２ＧＷ　１３２２）に送信することがある。Ｌｏｃ　４内のＬ２ＧＷ　１３２２（ＧＷ
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４）がこれのドメインにホストＢが追加されたことを知ったとき、ＧＷ４は、これのピア
をさらに更新することがある。したがって、個々のＬ２ＧＷ　１３２２は、ホストＢに関
するアドレス情報を更新していることがある。ホストＢがＬｏｃ　２からＬｏｃ　４へ移
動したことをＬ２ＧＷ　１３２２がまだ知らない場合、Ｌ２ＧＷ　１３２２は、ローカル
ホストからのホストＢを対象とするフレームを依然としてＬｏｃ　２に送信することがあ
る。次に、ＧＷ２は、Ｌｏｃ　２においてフレームを受信し、転送することがあるが、ホ
ストＢは、Ｌｏｃ　２から移動しているので、フレームは失われる。フレームは、ホスト
Ｂがこれの新ロケーションをＬ２ＧＷ　１３２２に知らせた後、フレームがＬ２ＧＷ　１
３２２によって再送信されるまで、一時的に失われることがある。
【００６７】
　図１４は、複数のサイトまたはドメインに亘るスードレイヤ２ネットワーク間でメッセ
ージまたはフレームを転送するために使用されることがある別のデータフレーム転送スキ
ーム１４００の実施形態を例示する。データフレーム転送スキーム１４００は、上述の選
択肢２に基づくことがあり、スードレイヤ２ネットワーク内で前ロケーションから新ロケ
ーションへ移動し、第２のホストのための同一の知られたＭＡＣアドレスを維持するホス
トからフレームを転送するために使用されることがある。スードレイヤ２ネットワークは
、サービスネットワーク１４１０と、複数のエッジノード１４１２を介してサービスネッ
トワーク１４１０によって接続されることがある複数のレイヤ２ネットワークドメイン１
４２０とを備えることがある。レイヤ２ネットワークドメイン１４２０は、複数のＤＣサ
イトまたはロケーションに位置することがあり、対応するエッジノード１４１２に接続さ
れた複数のＬ２ＧＷ　１４２２と、対応するＬ２ＧＷ　１４２２に（直接的または間接的
に）接続された複数の中間スイッチ１４２４とを備えることがある。中間スイッチ１４２
４は、複数のホスト／サーバ／ＶＭ　１４２６にさらに（直接的または間接的に）接続さ
れることがある。スードレイヤ２ネットワークのコンポーネントは、図１４に示されるよ
うに配置されることがあり、仮想レイヤ２ネットワーク２００の対応するコンポーネント
に類似することがある。
【００６８】
　データフレーム転送スキーム１４００に基づいて、ＧＷ３は、Ｌｏｃ　１からＬｏｃ　
３へ移動した後、第１のホスト１４２６（ホストＡ）から第１のフレーム１４４０、たと
えば、イーサネット（登録商標）フレームを受信することがある。フレーム１４４０は、
Ｌｏｃ　２内の第２のホスト１４２６（ホストＢ）を対象とすることがある。第１のフレ
ーム１３４０は、Ｌｏｃ　２内のＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ　１４４２と、ホストＡのＭＡＣ
－ＳＡ　１４４４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１４４６（Ｂ）と、ホ
ストＡのＩＰ－ＳＡ　１４４８（Ａ）と、ペイロードとを備えることがある。ＧＷ３は、
第１のフレーム１４４０を処理し、たとえば、データフレーム転送スキーム１１００と同
様に、第１のフレーム１４４０中のホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　１４４４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ
）を内部フレーム１４６０中のＧＷ３のＭＡＣ－ＳＡ　１４６４で置換することがある。
内部フレーム１４６０は、ＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ　１４６２と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　
１４６６（Ｂ）と、ホストＡのＩＰ－ＳＡ　１４６８（Ａ）と、ペイロードとを備えるこ
とがある。ＧＷ３は、サービス・プロバイダまたはコアネットワーク１４１０を介して内
部フレーム１４６０をＬｏｃ　２に送信することがある。
【００６９】
　ＧＷ２は、内部フレーム１４６０を受信し、フレームのＭＡＣアドレスを変換するため
に内部フレーム１４６０を処理することがある。ＧＷ２は、内部フレーム１４６０を受信
し、（たとえば、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　１４６６によって指示されるように）ホストＢ
のＶＩＤ／宛先ＩＰアドレスを参照し、内部フレーム１４６０中のＧＷ２のＭＡＣ－ＤＡ
　１４６２を第２のフレーム１４８０中のホストＢのＭＡＣ－ＤＡ　１４８２（Ｂ’ｓ　
ＭＡＣ）で置換することがある。内部フレーム１４６０は、さらにＧＷ３のＭＡＣ－ＳＡ
。ＧＷ２は、その後、第２のフレーム１４８０を宛先ホストＢに送信することがある。
【００７０】
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　さらに、ホストＢは、Ｌｏｃ　２から別のロケーション、たとえば、Ｌｏｃ　４（図示
せず）に移動することがある。ＧＷ２がホストＢはＬｏｃ　２からＬｏｃ　４へ移動した
ことを知った場合、ＧＷ２は、更新内容をこのＧＷ２のピア（他のロケーション内の他の
Ｌ２ＧＷ　１３２２）に送信することがある。Ｌｏｃ　４内のＬ２ＧＷ　１３２２（ＧＷ
４）がこれのドメインにホストＢが追加されたことを知ったとき、ＧＷ４は、これのピア
をさらに更新することがある。したがって、個々のＬ２ＧＷ　１３２２は、ホストＢに関
するアドレス情報を更新していることがある。ホストＢがＬｏｃ　２からＬｏｃ　４へ移
動したことをＬ２ＧＷ　１３２２２がまだ知らない場合、Ｌ２ＧＷ　１３２２は、ローカ
ルホストからのホストＢを対象とするフレームを依然としてＬｏｃ　２に送信することが
ある。次に、ＧＷ２は、Ｌｏｃ　２においてフレームを受信し、転送することがあるが、
ホストＢは、Ｌｏｃ　２から移動しているので、フレームは失われる。フレームは、ホス
トＢがこれの新ロケーションをＬ２ＧＷ　１３２２に知らせた後、フレームがＬ２ＧＷ　
１３２２によって再送信されるまで、一時的に失われることがある。
【００７１】
　上述のスードレイヤ２拡張またはネットワークは、個々のアドレスドメインにおけるア
ドレス解決をサポートすることがあり、Ｌ２ＧＷのドメイン／ロケーション内のすべての
ホストのＩＰアドレスを使ってＬ２ＧＷを最新に更新された状態に保つメカニズムを使用
することがある。アドレス解決およびＩＰアドレス更新は、２つのシナリオの一方で実施
されることがある。第１のシナリオは、ホストまたはＶＭが追加され次第、または、ネッ
トワークへ移動した後に無償ＡＲＰメッセージを送信するために構成されているときに対
応する。第２のシナリオは、追加されるか、または、ネットワークへ移動したホストまた
はＶＭがＡＲＰアナウンスメントを送信しないときに対応する。２つのシナリオは、上記
仮想レイヤ２ネットワークにおいて説明されたように取り扱われることがある。
【００７２】
　仮想レイヤ２ネットワークおよび同様に上述のスードレイヤ２ネットワークは、個々の
ロケーション／ドメインにおけるアドレス解決と、Ｌ２ＧＷのロケーション／ドメイン内
のこのＬ２ＧＷのローカルホストのＩＰアドレスを使って個々のＬ２ＧＷを最新に更新さ
れた状態に保つメカニズムとをサポートすることがある。１つのシナリオでは、ホストま
たはＶＭがネットワークに追加されたとき、ホストまたはＶＭは、無償ＡＲＰメッセージ
のようなＡＲＰアナウンスメントをこれのレイヤ２ネットワークまたはローカルエリアに
送信することがある。別のシナリオでは、ネットワークに追加されたホストまたはＶＭは
、ＡＲＰアナウンスメントを送信しないことがある。
【００７３】
　第１のシナリオでは、レイヤ２ネットワークまたはロケーション／ドメイン内の新ＶＭ
は、無償ＡＲＰメッセージをＬ２ＧＷに送信することがある。Ｌ２ＧＷが無償ＡＲＰメッ
セージを受信したとき、Ｌ２ＧＷは、これのローカルＩＰＡｄｄｒＴａｂｌｅを更新する
ことがあるが、無償ＡＲＰメッセージを他のロケーション／ドメインまたはレイヤ２ネッ
トワークに転送しないことがある。付加的には、Ｌ２ＧＷは、ホストをシャットダウンす
る場合、または、ロケーション／ドメインからホストを取り除く場合を取り扱うためにＩ
ＰＡｄｄｒＴａｂｌｅ中の個々のエントリに対しタイマを使用することがある。エントリ
のタイマが満了しようとしている場合、Ｌ２ＧＷは、（たとえば、ユニキャストを介して
）ＡＲＰをエントリのホストに送信することがある。ＡＲＰをブロードキャストする代わ
りに、ユニキャストメッセージとしてＡＲＰを送信することは、ホストおよびＬ２ＧＷの
ローカルレイヤ２ドメインをフラッディングさせることを回避することがある。ホストが
第１のロケーションから第２のロケーションに移動するとき、Ｌ２ＧＷは、第１のロケー
ションおよび／または第２のロケーションから更新メッセージを受信することがある。ホ
ストが第１のロケーションおよび第２のロケーションの両方に存在することをＬ２ＧＷが
検出した場合、Ｌ２ＧＷは、ホストが第１のロケーション内にもはや存在しないことを検
証するために第１のロケーション内でローカルＡＲＰメッセージを送信することがある。
ホストが第１のロケーションにもはや存在しないと決定したとき、たとえば、ＡＲＰメッ
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セージへの応答が検出されない場合、Ｌ２ＧＷは、その結果、このＬ２ＧＷのローカルＩ
ＰＡｄｄｒＴａｂｌｅを更新することがある。Ｌ２ＧＷがこのＬ２ＧＷの固有のロケーシ
ョンに対するＡＲＰメッセージのための応答を受信した場合、ＢＧＰのＭＡＣマルチホー
ミングメカニズムが使用されることがある。
【００７４】
　第２のシナリオでは、ロケーション内の新ホストは、ＡＲＰアナウンスメントを送信し
ないことがある。この場合、（たとえば、ホストでの）アプリケーションがＩＰホストの
ＭＡＣアドレスを分解する必要があるとき、アプリケーションは、このロケーション内で
ブロードキャストされることがあるＡＲＰ要求を送出することがある。ＡＲＰ要求は、た
とえば、プロキシＡＲＰ機能を実施することにより、Ｌ２ＧＷ（またはトップ・オブ・ラ
ック（ＴｏＲ）スイッチ）によってインターセプトされることがある。比較的大きいＤＣ
では、Ｌ２ＧＷは、すべてのＡＲＰ要求を処理できないことがある。その代わりに、複数
のＬ２ＧＷ代表要素（たとえば、ＴｏＲスイッチ）は、ＡＰＲアナウンスメントをインタ
ーセプトすることがある。Ｌ２ＧＷは、他のロケーションからこのＬ２ＧＷの対応する代
表要素（ＴｏＲスイッチ）に知られたＩＰアドレス（たとえば、ＩＰアドレスの簡略版）
をプッシュダウンすることがある。代表要素は、その後、ホストまたはローカルサーバか
らのＡＲＰ要求をインターセプトすることがある。ホストまたはサーバからのＡＲＰ要求
中のＩＰアドレスがＬ２ＧＷのＩＰＡｄｄｒＴａｂｌｅ中に存在する場合、Ｌ２ＧＷは、
ブロードキャストされたＡＲＰ要求をさらに転送することなく、Ｌ２ＧＷのＭＡＣアドレ
スと共にＡＲＰ応答をホストまたはサーバに返送することがある。非ＩＰアプリケーショ
ン、たとえば、ＩＰを用いることなくイーサネット（登録商標）に亘って直接的に動くア
プリケーションに対し、アプリケーションは、データを送信するとき、ＤＡとしてＭＡＣ
アドレスを使用することがある。非ＩＰアプリケーションは、データフレームを送信する
前にＡＲＰメッセージを送信しないことがある。データフレームは、未知フラッディング
またはマルチプルＭＡＣレジストレーション・プロトコル（ＭＭＲＰ）を使用して転送さ
れることがある。
【００７５】
　１つのシナリオでは、（たとえば、ホスト上の）アプリケーションは、対象とされたＩ
ＰアドレスのＭＡＣアドレスを取得するために１つのロケーションにおいて相互接続され
たレイヤ２ネットワークの１つに加入し次第、無償ＡＲＰメッセージを送信することがあ
る。Ｌ２ＧＷまたはこれの代表要素（たとえば、ＴｏＲスイッチ）がＡＲＰ要求を受信し
、このＬ２ＧＷのＩＰホストテーブルをチェックしたとき、ＩＰアドレスがテーブル中で
見つけられた場合、Ｌ２ＧＷは、ＡＲＰ応答をアプリケーションに送信することがある。
Ｌ２ＧＷは、対象とされたＩＰアドレスが別のロケーション内のＩＰホストに対応する場
合、応答中でこのＬ２ＧＷのＭＡＣアドレスを送信することがある。ＩＰアドレスが見つ
からない場合、Ｌ２ＧＷから応答が送信されることはなく、このＬ２ＧＷは、すべてのロ
ケーション内のホストの現在または最後の更新されたＩＰアドレスを維持することがある
。比較的大きいＤＣでは、複数のＬ２ＧＷが、たとえば、同じロケーション内で使用され
ることがあり、個々のＬ２ＧＷは、ＶＬＡＮの部分集合を取り扱うことがある。したがっ
て、個々のＬ２ＧＷは、対応するＶＬＡＮ内のホストのＩＰアドレスを備えるＩＰアドレ
スの部分集合を維持することが必要であることがある。
【００７６】
　実質的に大きいＤＣ、たとえば、数万のＶＭを備えるＤＣの場合、単一ノードがすべて
のＡＲＰ要求および／または無償ＡＲＰメッセージを取り扱うことは、難しいことがある
。この場合、いくつかのスキームが考えられることがある。たとえば、複数のノードまた
はＬ２ＧＷが上述のとおりＤＣの内部でＶＬＡＮの異なる部分集合を取り扱うために使用
されることがある。付加的または代替的には、複数の代表要素が個々のロケーションにお
いてＬ２ＧＷのため割り当てられることがある。たとえば、複数のＴｏＲスイッチまたは
アクセススイッチが使用されることがある。個々のＬ２ＧＷの代表要素は、この代表要素
の対応するダウンリンク上で、または、ポート・バインディング・プロトコルの形式で無
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償ＡＲＰメッセージをインターセプトする責任をもつことがある。代表要素は、連結され
たアドレスリスト（ＡｄｄｒｅｓｓＬｉｓｔ）をこれらの代表要素のＬ２ＧＷに送信する
ことがある。Ｌ２ＧＷは、このＬ２ＧＷの知られたＩＰアドレスリストを他のロケーショ
ンからこのＬ２ＧＷの代表要素へさらにプッシュダウンすることがある。複数のＬ２ＧＷ
がＶＬＡＮの異なる部分集合に対する責任をもつロケーション内に存在する場合、代表要
素は、対応するＬ２ＧＷと関連付けられたＶＬＡＮ内に個々のＡｄｄｒｅｓｓＬｉｓｔを
備える複数の連結されたメッセージを送信する必要があることがある。
【００７７】
　ＣｉｓｃｏのＯＴＶスキームと比べると、上述の仮想レイヤ２ネットワークを使用する
ことは、個々のロケーションにおける中間スイッチ上の転送テーブルのサイズを実質的に
縮小することがある。１つのロケーション内のスイッチは、たとえば、大多数のホストが
ＩＰアプリケーションを動かすと仮定すると、他のロケーション内のＩＰホストのＭＡＣ
アドレスを知る必要がないことがある。このスキームは、Ｌ２ＧＷ間で交換されるアドレ
ス情報のサイズをさらに実質的に縮小することがある。たとえば、数千のＶＭを備えるこ
とがあるサブネットは、Ｌ２ＧＷ　ＭＡＣアドレスにマッピングされることがある。仮想
レイヤ２ネットワークの階層的なレイヤ２スキームは、８０２．１ａｈ規格を使用するこ
とがあり、この規格は、商用イーサネット（登録商標）・チップ・セットによってサポー
トされることがあるが、Ｃｉｓｃｏのスキームは、独自のＩＰカプセル化を使用する。両
方のスキームは、外部宛先アドレスとして、ピア・ロケーション・ゲートウェイ機器（Ｌ
２ＧＷ）アドレスを使用することがある。階層的なレイヤ２スキームは、アドレス変換を
さらに使用することがあり、このアドレス変換は、現在のＩＰゲートウェイによってサポ
ートされることがある。しかし、階層的なレイヤ２スキームは、ＩＰアドレス変換の代わ
りにＭＡＣアドレス変換を使用することがある。ＭＡＣアドレス変換は、数万のアドレス
に対するアドレス変換を実行することができるキャリアグレードＮＡＴ実施を必要とする
ことがある。
【００７８】
　実施形態では、ＶＬＡＮは、複数のロケーションを越えて広がることがある。よって、
マルチキャストグループは、複数のロケーションを越えてさらに広がることがある。具体
的には、マルチキャストグループは、仮想レイヤ２ネットワーク内のロケーションの部分
集合を越えて広がることがある。たとえば、仮想レイヤ２ネットワーク内におよそ１０の
ロケーションが存在する場合、マルチキャストグループは、１０のロケーションのうちの
３つだけを越えて広がることがある。１つのサービスインスタンス内部のマルチキャスト
グループは、ネットワーク・アドミニストレータ・システム（ＮＭＳ）によって構成され
ることがあり、または、ＭＭＲＰを使用してＬａｙｅｒ　２内に自動的に確立されること
がある。Ｌ２ＧＷは、８０２．１ａｈをサポートするので、Ｌ２ＧＷは、クライアント・
マルチキャストグループをコアネットワーク内の適切なマルチキャストグループにマッピ
ングするために内蔵式コンポーネントを有することがある。最悪ケースのシナリオでは、
Ｌ２ＧＷは、マルチキャスト・データ・フレームをサービスインスタンスのすべてのロケ
ーションに複製することがある。たとえば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ研究データによれば、４
つのトラフィックのうちのおよそ１つは、異なるロケーションに進むことがある。これに
よって、Ｌ２ＧＷによる複製は、プロバイダコア内で複雑なメカニズムを実施するより簡
単であることがある。
【００７９】
　仮想レイヤ２ネットワークは、たとえば、ＡＲＰ要求および／または動的ホスト構成プ
ロトコル（ＤＨＣＰ）要求のためのブロードキャストトラフィックをサポートすることが
ある。ブロードキャストトラフィックは、個々のロケーションにおいて、ＴｏＲスイッチ
のような複数のＡＲＰ代表要素を作成することによりサポートされることがある。ブロー
ドキャストトラフィックは、代表要素がサーバからのすべてのＩＰホストの現在更新内容
を維持するために、新コンポーネントをポート・バインディング・プロトコルに追加する
ことによりサポートされることもある。付加的には、Ｌ２ＧＷは、周期的または定期的に
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がある。
【００８０】
　一部の場合に、Ｌ２ＧＷは、未知ＤＡを受信することがある。Ｌ２ＧＷは、これのロケ
ーション内ですべてのホスト（またはアプリケーション）の現在の更新内容を保ち続け、
周期的または定期的にこれのアドレス情報をすべてのピア（他のロケーション内の他のＬ
２ＧＷ）に押し付けることがある。Ｌ２ＧＷが未知ＤＡを備えるフレームを受信する場合
、Ｌ２ＧＷは、フレームを他のロケーションにブロードキャストすることがある。ネット
ワーク上の攻撃を回避するために、Ｌ２ＧＷが受信された未知ＤＡを転送またはブロード
キャストする最大回数に制限が課されることがある。Ｌ２ＧＷは、アドレスを他のロケー
ションに送信する前に、未知アドレスに対する中間スイッチアドレスを間違えることを回
避するために、別のロケーション内の中間スイッチのアドレスを知るために構成されるこ
とがある。個々のＤＣロケーションには、数万のＶＭが存在することがあるが、個々のＤ
Ｃ内のスイッチの数は、ＴｏＲもしくはアクセススイッチ、エンド・オブ・ローもしくは
アグリゲーションスイッチ、および／または、コアスイッチの数のように制限されること
がある。Ｌ２ＧＷは、たとえば、個々のスイッチからのブリッジ・プロトコル・データ・
ユニット（ＢＰＤＵ）を介して、予めロケーション内のすべての中間スイッチのＭＡＣア
ドレスを知ることがある。メッセージは、マネジメントシステムまたは運用・管理・保守
（ＯＡＭ）メッセージを除いて、中間スイッチに直接的に送信されないことがある。ＮＭ
Ｓ／ＯＡＭメッセージを受信することを期待するか、または、受信するために構成されて
いる中間スイッチは、ロケーション内の他のスイッチが自律メッセージをＮＭＳに送信す
るか、または、ＭＭＲＰアナウンスメントを送信することにより、この中間スイッチのＭ
ＡＣアドレスを知ることを可能にすることがある。
【００８１】
　一部の実施形態では、Ｌ２ＧＷは、アドレス情報を交換するため、たとえば、ＩＳ－Ｉ
Ｓの代わりに、ＢＧＰを使用することがある。複数の選択肢は、レイヤ２（Ｌ２）通信を
制御するため使用されることがある。たとえば、転送選択肢は、ＭＡＣおよびＭＡＣを用
いるレイヤ２単独転送と、ＭＰＬＳに亘るレイヤ２転送と、レイヤ３ネットワーク内のレ
イヤ２転送とを含むことがある。レイヤ２制御プレーンの選択肢は、レイヤ２　ＩＳ－Ｉ
Ｓメッシュ制御と、レイヤ２．５ＭＰＬＳ静的制御と、ラベル・ディストリビューション
・プロトコル（ＬＤＰ）と、インテリア・ゲートウェイ・プロトコル（ＩＧＰ）制約ベー
ス・ショーテスト・パス・ファースト（ＣＳＦＰ）を使用するリソース・リザベーション
・プロトコル（ＲＳＶＰ）－トラフィック・エンジニアリング（ＴＥ）と、ＢＧＰディス
カバリとを含むことがある。一意性のため要求されるＶＬＡＮ－ＭＡＣマッピング、およ
び、ネットワークブリッジ型ＶＬＡＮ（たとえば、ＶＬＡＮ－４Ｋ）がＤＣに対して非常
に小さいかどうかのような一部のＶＬＡＮマッピング問題がさらに考慮されることがある
。表３は、レイヤ２制御プレーンのため使用されることがある複数の制御プレーン選択肢
を例示する。これらの選択肢は、ＩＥＥＥ　８０２．１ａｈ、ＩＥＥＥ８０２．１ｑ、お
よびＩＥＥＥ８０２．１ａｑに基づくことがあり、これらのすべてが参照によってここに
組み込まれる。表４は、表２中の制御プレーン選択肢の利点および不利点（良い点および
悪い点）の一部を例示する。
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【表３】

【表４】

【００８２】
　ＣｉｓｃｏのＯＴＶと、仮想レイヤ２ネットワークによってサポートされることがある
ＢＧＰとの間には、複数の相違点が存在することがある。たとえば、ＯＴＶの基本的な態
様は、ＯＴＶマルチキャストグループと、ＭＴ－ＩＳ－ＩＳを要求することがあるＯＴＶ
　ＩＳ－ＩＳ用法と、ＯＴＶ転送とを含むことがある。付加的には、ＢＧＰは、ＤＣマル
チキャストグループの場合のようなＢＧＰ－ＭＡＣマッピングおよびＩＰオーバーレイを
サポートすることがある。ＢＧＰ－ＭＡＣマッピングは、ＭＴ－ＢＧＰをさらに使用する
ことがある。さらに、ＩＢＧＰは、ＭＴ－ＩＳ－ＩＳによって、かつ、ピアトポロジのた
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めのＩＳ－ＩＳを使用してサポートされることがある（たとえば、ラベル・スイッチド・
パス検証（ＬＳＶＰ））。
【００８３】
　上記仮想レイヤ２ネットワークでは、１つのレイヤ２ネットワーク（またはＤＣ）内部
のアプリケーションの数は、たとえば、長い間に実質的に増加することがある。よって、
実質的に大きいレイヤ２ネットワークと関連付けられた問題を回避するためにメカニズム
が必要とされることがある。これらの問題は、サーバ／ホストおよびこれらのアプリケー
ションの予測できない挙動を含むことがある。たとえば、サーバ／ホストは、異なるベン
ダに対応することがあり、一部は、ＡＲＰメッセージを送信するため構成されることがあ
り、その他は、メッセージをブロードキャストするために構成されることがある。さらに
、典型的な低コストのレイヤ２スイッチは、フラッディングおよびブロードキャストを制
限するようにポリシーが導入されたブロードキャスト・データ・フレームを阻止するため
に高性能機能をもたないことがある。ホストまたはアプリケーションは、ＩＰマッピング
を頻繁に、たとえば、およそ数分単位で目標とするためにＭＡＣアドレスを経時的に消す
こともある。ホストは、ホストが（アクティブ状態からスタンバイ状態に）スイッチオー
バーを行うとき、または、ホストがソフトウェア・グリッチを有するときなどに無償ＡＲ
Ｐメッセージを頻繁に送出することもある。一部の場合、レイヤ２ネットワークのコンポ
ーネントは、より少数のノードへのブロードキャストに限定するために、より小さいサブ
グループに分割される。
【００８４】
　図１５は、レイヤ２ネットワーク／ドメイン、たとえば、仮想レイヤ２ネットワークま
たは上記スードレイヤ２ネットワークの一部でもよいＶＬＡＮで使用されることがある典
型的なブロードキャストスキーム１５００の実施形態を例示する。レイヤ２ネットワーク
／ドメインまたはＶＬＡＮは、ポッド１５３０内、たとえば、ＤＣ内に位置する複数のア
クセススイッチ（ＡＳ）１５２２を備えることがある。ＶＬＡＮは、ＡＳ　１５２２に接
続された複数の閉じたユーザグループ（ＣＵＧ）１５３５をさらに備えることがある。個
々のＣＵＧ　１５３５は、ＡＳ　１５２２に接続された複数のエンド・オブ・ロー（Ｅｏ
Ｒ）スイッチ１５２４と、ＥｏＲスイッチ１５２４に接続された複数のＴｏＲスイッチ１
５３７と、ＴｏＲスイッチ１５３７に接続された複数のサーバ／ＶＭ　１５３９とを備え
ることがある。ＡＳ　１５２２は、仮想レイヤ２ネットワークまたはスードレイヤ２ネッ
トワークの他のレイヤ２ネットワーク／ドメインに対応することがある他のＤＣ内の複数
のポッド（図示せず）に接続されることがある。レイヤ２ネットワーク／ドメインまたは
ポッド１５３０のコンポーネントは、図１５に示されるように配置されることがある。
【００８５】
　典型的なブロードキャストスキーム１５００は、ブロードキャストスケーラビリティ問
題に陥ることがある。たとえば、未知ＤＡをもつフレームは、ＶＬＡＮ内のすべてのエン
ドシステムに向けてポッド１５３０内部でフラッディングさせられることがある。たとえ
ば、未知ＤＡをもつフレームは、図１５に破線矢印によって指示されるように、ＣＵＧ　
１５３５においてＡＳ　１５２２の全部または複数のサーバ／ＶＭ　１５３９へフラッデ
ィングさせられることがある。未知アドレスをもつフレームは、ＡＳ　１５２２を介して
、ポッド１５３０と同じサービスと関連付けられることがあるコア内の（他のＤＣ内の）
複数の他のポッドに向かって反対方向にフラッディングされることもある。フレームは、
数千のＶＭに達することがある他のポッド内の複数のＶＭにさらにフラッディングされる
ことがある。このような未知ＤＡのためのブロードキャストスキームは、比較的大きいネ
ットワーク、たとえば、多くのＤＣを備えるネットワークでは効率的ではないことがある
。
【００８６】
　図１６は、レイヤ２ネットワーク／ドメイン、たとえば、仮想レイヤ２ネットワークま
たは上記スードレイヤ２ネットワークの一部でもよいＶＬＡＮで使用されることがある別
のブロードキャストスキーム１６００の実施形態を例示する。ブロードキャストスキーム
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１６００は、ブロードキャストスキーム１５００より制御され、よって、よりスケーラブ
ルかつ効率的になることがある。レイヤ２ネットワーク／ドメインまたはＶＬＡＮは、ポ
ッド１６３０、たとえば、ＤＣ内に位置する複数のＡＳ　１６２２を備えることがある。
ＶＬＡＮは、ＡＳ　１６２２に接続された複数のＣＵＧ　１６３５をさらに備えることが
ある。個々のＣＵＧ　１６３５は、ＡＳ　１６２２に接続された複数のＥｏＲスイッチ１
６２４と、ＥｏＲスイッチ１６２４に接続された複数のＴｏＲスイッチ１６３７と、Ｔｏ
Ｒスイッチ１６３７に接続された複数のサーバ／ＶＭ　１６３９とを備えることがある。
ＡＳ　１６２２は、仮想レイヤ２ネットワークまたはスードレイヤ２ネットワークの他の
レイヤ２ネットワーク／ドメインに対応することがある他のＤＣ内の複数のポッド（図示
せず）に接続されることがある。レイヤ２ネットワーク／ドメインまたはポッド１６３０
のコンポーネントは、図１６に示されるように配置されることがある。
【００８７】
　ブロードキャストスキーム１６００のブロードキャスト範囲を制御または制限するため
に、未知ＤＡをもつフレームは、ポッド１５３０内部で単一のルート、たとえば、ブロー
ドキャストサーバとして指定されることがある１つのサーバ／ＶＭ　１６３９、または、
ＡＳ　１６２２だけに向けてフラッディングされることがある。フレームは、ルート化マ
ルチポイント（ＲＭＰ）ＶＬＡＮ構成、たとえば、ブロードキャストサーバでルート化さ
れたＲＭＰ　ＶＬＡＮのためのプッシュＶＬＡＮタグを使用してルートに向けてフラッデ
ィングされることがある。しかし、フラッディングされたフレームは、たとえば、ブロー
ドキャストサーバではないすべての他のサーバに転送されないことがあり、このことは、
リンクリソースと無関係なフレームのサーバ処理とを節約することがある。付加的には、
転送されたフレームは、コア、たとえば、他のポッドまたはＤＣに転送されないことがあ
る。
【００８８】
　一部の実施形態では、ブロードキャストサーバは、たとえば、効率、スケーラビリティ
、および／またはセキュリティを改善するため、プロキシＡＲＰサーバ、ＤＨＣＰサーバ
、および／または他の具体的な機能サーバをホストすることがある。たとえば、ブロード
キャストサーバは、選択されたブロードキャストサービスだけを可能にするＤＣ内にセキ
ュリティを提供するために構成されることがある。既知サービスが選択されない場合、未
知ＤＡをもつデータフレームは、最初または元のＶＬＡＮ上のブロードキャストサーバか
らフラッディングされることがある。ブロードキャストスキーム１６００は、顧客アプリ
ケーションがレイヤ２ブロードキャストを使用することが許されるケースを取り扱うため
に使用されることがある。データ・レート・リミッタは、ブロードキャストストームを防
ぐために、たとえば、かなりの量のブロードキャストトラフィックを回避するために同様
に使用されることがある。
【００８９】
　上述のとおり、ＤＣ内のサーバ仮想化を導入するとき、ＤＣ内のホストの数は、たとえ
ば、長い間に実質的に増加することがある。サーバ仮想化を使用して、最初に終端局をホ
ストすることがある個々の物理サーバは、数百の終端局またはＶＭをホストできるように
なることがある。ＶＭは、追加、削除、および／または、サーバ間で柔軟に移動されるこ
とがあり、このことは、サーバの性能および稼働率を改善することがある。この能力は、
たとえば、クライアント制御型仮想サブネットおよび仮想ホストを提供するために、クラ
ウド・コンピューティング・サービスのための基礎的要素として使用されることがある。
クラウド・コンピューティング・サービスによって提供されるクライアント制御仮想サブ
ネットは、クライアントが対応するＩＰアドレスおよびポリシーを使って自分の固有のサ
ブネットを定義することを可能にすることがある。
【００９０】
　仮想ホストの急速な成長は、ネットワークおよびサーバに実質的に影響を与えることが
ある。たとえば、１つの結果として生じる問題は、ホストからのＡＲＰ　ＩＰバージョン
４（ＩＰｖ４）要求のような頻繁なＡＲＰ要求、または、ＮＤ　ＩＰバージョン６（ＩＰ
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ｖ６）要求のようなネイバー・ディスカバリ（ＮＤ）要求を取り扱うことであり得る。Ｄ
Ｃ内のホストは、およそ数分単位で古くなることがあるキャッシュまたはエントリに起因
して頻繁にこのような要求を送出することがある。ＤＣ内に異なるＭＡＣアドレスを有す
ることがある数万のホストがある場合、１秒当たりのＡＲＰまたはＮＤメッセージもしく
は要求の量は、１秒当たりに約１，０００から１０，０００要求を超えることがある。こ
の要求のレートまたは頻度は、ホストにかなりの計算的負荷をかけることがある。ＤＣ内
の実質的に多数の仮想ホストと関連付けられた別の問題は、１つのＶＬＡＮ内部に重複Ｉ
Ｐアドレスが存在することであり得、これは、ＡＲＰまたはＮＤスキームが適切に作用す
ることに影響を及ぼすことがある。一部のロードバランシング技術は、異なるＭＡＣアド
レスをもつが、同じＩＰアドレスを使用するために同じアプリケーションに役立つ複数の
ホストを必要とすることがある。一部のクラウド・コンピューティング・サービスは、ユ
ーザがＩＰアドレスとサブネット間で自己定義されたポリシーとを使って自分の固有のサ
ブネットを使用することを可能にすることがある。したがって、利用可能なＶＬＡＮＳの
最大数は、一部のシステムでは約４０９５であり、一方、数十万のクライアントサブネッ
トが存在することがあるので、クライアント毎にＶＬＡＮを指定することは不可能である
かもしれない。このシナリオでは、結局は１つのＶＬＡＮである異なるクライアントサブ
ネット内に重複ＩＰアドレスが存在することがある。
【００９１】
　実施形態では、ＶＭおよび／または終端局のようなかなりの数のホストを含む単一のＶ
ＬＡＮを備えることがある実質的に大きいレイヤ２ネットワークで使用されることがある
スケーラブル・アドレス解決・メカニズム。付加的には、重複ＩＰアドレスをもつＶＬＡ
Ｎにおける適切なアドレス解決のためのメカニズムが記載される。このメカニズムは、Ａ
ＲＰ　ＩＰｖ４アドレスおよびＮＤ　ＩＰｖ６アドレスの両方のため使用されることがあ
る。
【００９２】
　図１７は、ブリッジ型レイヤ２ネットワーク、たとえば、イーサネット（登録商標）に
おける相互接続型ネットワーク区域１７００の実施形態を例示する。ブリッジ型レイヤ２
ネットワークは、コア区域１７１０内に、複数の区域１７２０に接続されることがある複
数のコアブリッジ１７１２を備えることがある。レイヤ２ブリッジ型ネットワークは、コ
ア区域１７１０および区域１７２０の一部でもよく、よって、コア区域１７１０と区域１
７２０とを接続することがある複数のＤＢＢ　１７２２をさらに備えることがある。個々
の区域１７２０は、対応するＤＢＢ　１７２２に接続された複数の中間スイッチ１７２４
と、対応する中間スイッチ１７２４に接続された複数の終端局１７２６、たとえば、サー
バ／ＶＭとをさらに備えることがある。相互接続型ネットワーク区域１７００のコンポー
ネントは、図１７に示されるように配置されることがある。
【００９３】
　図１８は、相互接続型区域１７００と同様に構成されることがある相互接続型ネットワ
ーク区域１８００の別の実施形態を例示する。相互接続型ネットワーク区域１８００は、
コア区域１８１０内に、複数のコアブリッジ１８１２と、複数のＤＢＢ　１８２２（たと
えば、ＴｏＲスイッチ）または区域境界スイッチとを備えることがある。相互接続型ネッ
トワーク区域１８００は、複数の区域１８２０内に、複数の中間スイッチ１８２４と、複
数の終端局１８２６、たとえば、サーバ／ＶＭとをさらに備えることがある。区域１８２
０は、区域１８２０をコア区域１８１０に接続するＤＢＢ　１８２２をさらに備えること
がある。相互接続型ネットワーク区域１８００のコンポーネントは、図１８に示されるよ
うに配置されることがある。ＶＬＡＮは、図１８中に太い実線によって指示されるように
、相互接続型ネットワーク区域１８００内に確立されることがある。ＶＬＡＮは、ＶＩＤ
と関連付けられることがあり、コアブリッジ１８１０内のコアブリッジ１８１２の１つと
、区域１８２０内のＤＢＢ　１８２２の部分集合と、区域１８２０内の中間スイッチ１８
２４およびサーバ／ＶＭ　１８２６の部分集合との間に確立されることがある。
【００９４】
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　区域１８２０内のＤＢＢ　１８２２は、区域１８２０内の個々の終端局１８２６のため
の＜ＭＡＣ、ＶＩＤ＞ペアを知り、維持することがある。このアドレス情報は、エッジ仮
想ブリッジング（ＥＶＢ）仮想局インターフェース（ＶＳＩ）ディスカバリおよび構成プ
ロトコル（ＶＤＰ）を介して、終端局１８２６によって対応する区域１８２０内の対応す
るＤＢＢ　１８２２に通信されることがある。ＤＢＢ１８２２は、たとえば、ＭＭＲＰを
介して、この情報を他のＤＢＢ　１８２２にさらに登録することがある。代替的には、ア
ドレス情報は、無償ＡＲＰメッセージを使用して、または、ＮＭＳから構成メッセージを
送信することにより、終端局１８２６によってこれらのＤＢＢ　１８２２に通信されるこ
とがある。
【００９５】
　実施形態では、スケーラブル・アドレス解決・メカニズムは、相互接続型ネットワーク
区域１８００内に比較的多数のホストを備えるＶＬＡＮをサポートするために実施される
ことがある。具体的には、１つの区域１８２０内のＤＢＢ　１８２２のＭＡＣアドレスと
ＶＬＡＮのＶＩＤとは、他の区域１８２０からのこの区域のホストアドレスのＡＲＰ要求
への応答として使用されることがある。一部のケースでは、ＤＳが個別の終端局１８２６
またはホストのための比較的多数のメッセージを取り扱う能力をもたないことがあるとき
、ＤＳは、区域１８２０内の終端局１８２６のための簡略化されたアドレス情報を取得す
るために構成されることがある。このようなケースでは、区域１８２０内のＤＢＢ　１８
２２は、区域のホストのためのすべての無償ＡＲＰメッセージを終端すること、または、
これの区域１９２０から送信されたすべての無償ＡＲＰメッセージをスヌープし、そして
、その代わりに、たとえば、ＤＳのためのホストアドレス情報を簡略化する無償グループ
アナウンスメントを送出することがある。ＤＢＢは、この区域１８２０内のすべてのホス
トＩＰアドレスを他の区域１８２０に知らせるために、このＤＢＢの固有の無償ＡＲＰア
ナウンスメントを送信することがある。
【００９６】
　さらに、区域１８２０内のＤＢＢ　１８２２は、たとえば、コア区域１８１０内のコア
ブリッジ１８１２を介して、このＤＢＢの固有のＭＡＣアドレスを他の区域１８２０に送
信することにより、ＡＲＰプロキシとして役立つことがある。コアブリッジ１８１２は、
中間スイッチ１８２４および終端局１８２６またはホストのＭＡＣアドレスではなく、区
域１８２０内のＤＢＢ　１８２２のＭＡＣアドレスだけを知ることがあり、このことは、
このスキームをよりスケーラブルにさせる。たとえば、第１の区域１８２０内の第１の終
端局１８２６が第２の区域１８２０内の第２の終端局１８２６のアドレスのためのＡＲＰ
要求を送信するとき、第２の区域１８２０のＤＢＢ　１８２２のＭＡＣアドレスは、第１
の終端局１８２６に応答して返送されることがある。
【００９７】
　図１９は、たとえば、相互接続型ネットワーク区域１８００のためのレイヤ２ブリッジ
型ネットワークにおいて使用されることがあるＡＲＰプロキシスキーム１９００の実施形
態を例示する。レイヤ２ブリッジ型ネットワークは、コア区域１９１０と、コア区域１９
１０に接続された複数のＤＢＢ　１９２２または区域境界スイッチと、これらの区域内の
対応するＤＢＢ　１９２２に接続された複数の終端局１９２６（たとえば、ＶＭ）とを備
えることがある。レイヤ２ブリッジ型ネットワークは、たとえば、コア区域１９１０を介
してＤＢＢ　１９２２に接続されることがあるＤＳ　１９４０をさらに備えることがある
。ＤＢＢ　１９２２および終端局１９２６は、レイヤ２ブリッジ型ネットワーク内に確立
され、ＶＩＤと関連付けられたＶＬＡＮに属することがある。レイヤ２ブリッジ型ネット
ワークのコンポーネントは、図１９に示されるように配置されることがある。
【００９８】
　ＡＰＲプロキシスキーム１９００に基づいて、第１のＤＢＢ　１９２２（ＤＢＢ　Ｘ）
は、これのローカル区域内の第１の終端局１９２６からのＡＲＰ要求をインターセプトす
ることがある。ＡＲＰ要求は、別の区域内の第２の終端局１９２６のためのＭＡＣアドレ
スを目的とすることがある。ＡＲＰ要求は、第２の終端局１９２６のＩＰ　ＤＡ（１０．
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１．０．２）と、ＩＰ送信元アドレス（ＳＡ）（１０．１．０．１）と、第１の終端局１
９２６のＭＡＣ　ＳＡ（Ａ）とを備えることがある。第１の終端局１９２６は、ＶＭ　Ａ
ＲＰテーブル１９６０中の他の終端局１９２２のＩＰアドレスを維持することがある。Ｄ
ＢＢ　Ｘは、ＤＳ　１９４０から第２の終端局１９２６のためのＭＡＣアドレスを取得す
るためにＤＳ問い合わせを送信することがある。このＤＳ問い合わせは、第２の終端局１
９２６のＩＰアドレス（１０．１．０．２）と、第１の終端局１９２６のＩＰ　ＳＡ（１
０．１．０．１）およびＭＡＣ　ＳＡ（Ａ）とを備えることがある。ＤＳ　１９４０は、
ＤＳアドレステーブル１９５０中に、ＩＰアドレスと、ＭＡＣアドレスと、関連付けられ
たＤＢＢ　１９２２に関する情報または終端局１９２６（ホスト）のロケーションとを備
えることがある。
【００９９】
　ＤＳ　１９４０は、その後、ＤＳアドレステーブル１９５０に指示されるように、第２
の終端局１９２６のＩＰアドレス（１０．１．０．２）と、他の区域内の第２の終端局１
９２６と関連付けられた第２のＤＢＢ　１９２６のＭＡＣアドレス（Ｙ）（ＤＢＢ　Ｙ）
とを備えるＤＳ応答をＤＢＢ　Ｘに返送することがある。次に、ＤＢＢ　Ｘは、第１の終
端局１９２６のＩＰ　ＤＡ（１０．１．０．１）およびＭＡＣ　ＤＡ（Ａ）と、第２の終
端局１９２６のＩＰ　ＳＡ（１０．１．０．２）と、ＤＢＢ　ＹのＭＡＣアドレス（Ｙ）
とを備えるＡＲＰ応答を第１の終端局１９２６に送信することがある。第１の終端局１９
２６は、その後、ＶＭ　ＡＲＰテーブル１９６０において、ＤＢＢ　ＹのＭＡＣアドレス
（Ｙ）を第２の終端局１９２６のＩＰアドレス（１０．１．０．２）と関連付けることが
ある。第１の終端局１９２６は、第２の終端局１９２６を対象としたフレームを転送する
ためにＤＡとしてＤＢＢ　ＹのＭＡＣアドレスを使用することがある。
【０１００】
　ＡＲＰプロキシスキーム１９００では、ＤＢＢ　１９２２は、区域内のホストのＭＡＣ
アドレスおよびＩＰアドレス無しで、区域内の他のＤＢＢ　１９２２のＭＡＣアドレスだ
けを維持することが必要とされることがある。上述のとおり、ＤＢＢ　１９２２に送信さ
れたデータフレーム内のＤＡだけがＤＢＢ　ＭＡＣアドレスに対応するので、ＤＢＢ　１
９２２は、他のアドレスを知る必要がないことがあり、このことは、このスキームをより
スケーラブルにさせる。
【０１０１】
　図２０は、たとえば、相互接続型ネットワーク区域１８００のためレイヤ２ブリッジ型
ネットワークにおいて使用されることがあるデータフレーム転送スキーム２００の実施形
態を例示する。レイヤ２ブリッジ型ネットワークは、コア区域２０１０と、コア区域２０
１０に接続された複数の区域２０２０内の複数のＤＢＢ　２０２２または区域境界スイッ
チと、これらの区域２０２０内の対応するＤＢＢ　２０２２に接続された複数の中間スイ
ッチ２０２４および終端局２０２６（たとえば、ＶＭ）とを備えることがある。区域２０
２０を越えるＤＢＢ　２０２２、中間スイッチ２０２４、および終端局２０２６の一部は
、レイヤ２ブリッジ型ネットワークに確立され、ＶＩＤと関連付けられたＶＬＡＮに属す
ることがある。レイヤ２ブリッジ型ネットワークのコンポーネントは、図２０に示される
ように配置されることがある。
【０１０２】
　データフレーム転送スキーム２０００は、ＩＰ　ＮＡＴに類似することがあるＤＢＢ　
２０２２におけるＭＡＴに基づくことがある。ＭＡＴは、対応するＭＡＣ　ＤＡを見つけ
るために内部ＩＰ　ＤＡおよびＡＲＰテーブルを使用することを備えることがある。たと
えば、第１のＤＢＢ　２０２２（ＤＢＢ１）は、第１の区域（区域１）内の第１の終端局
２０２６（ホストＡ）からフレーム２０４０、たとえば、イーサネット（登録商標）フレ
ームを受信することがある。フレーム２０４０は、第２の区域（区域２）内の第２の終端
局２０２６（ホストＢ）を対象とすることがある。フレーム２０４０は、区域２内の第２
のＤＢＢのＭＡＣ－ＤＡ　２０４２（ＤＢＢ２）と、ホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　２０４４
（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　２０４６（Ｂ）と、ホストＡのＩＰ－Ｓ
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Ａ　２０４８（Ａ）と、ペイロードとを備えることがある。ＤＢＢ１は、コア区域２０１
０を介してフレーム２０４０を区域２に転送することがある。区域２内の第２のＤＢＢ　
２０２２（ＤＢＢ２）は、フレーム２０４０を受信し、フレーム２０４０中のＤＢＢ２の
ＭＡＣ－ＤＡ　２０４２（ＤＢＢ２）を第２のフレーム２０８０中のホストＢのＭＡＣ－
ＤＡ　２０８２（Ｂ’ｓ　ＭＡＣ）で置換することがある。ＤＢＢ２は、ホストＢのＩＰ
－ＤＡ　２０４６（Ｂ）と、これのＡＲＰテーブル中の対応するエントリとに基づいて、
Ｂ’ｓ　ＭＡＣを決定することがある。第２のフレームは、ホストＡのＭＡＣ－ＳＡ　２
０８４（Ａ’ｓ　ＭＡＣ）と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　２０８６（Ｂ）と、ホストＡのＩ
Ｐ－ＳＡ　２０８８（Ａ）と、ペイロードとさらに備えることがある。ＤＢＢ２は、第２
のフレーム２０８０を区域２内のホストＢに送信することがある。区域２で受信されたフ
レーム中のＳＡは、変更されていないのでデータフレーム転送スキーム２０００は、ネッ
トワーク内で実施されたＤＨＣＰに影響を与えないことがある。
【０１０３】
　上記ネットワークでは、コア区域のコアブリッジまたはスイッチ、たとえば、コア区域
１８１０内のコアブリッジ１８１２は、区域内のホストのＭＡＣアドレスおよびＩＰアド
レス無しに、区域内のＤＢＢのＭＡＣアドレスだけを維持することが必要とされることが
ある。コア区域を介して転送されたデータフレーム中のＤＡは、上述のとおり、ＤＢＢ　
ＭＡＣアドレスだけに対応することがあるので、コアブリッジは、他のアドレスを知る必
要がないことがある。ＤＢＢのＭＡＣアドレスは、コアブリッジの転送データベース（Ｆ
ＤＢ）内に維持されることがある。コアブリッジまたはスイッチは、リンク・ステートに
基づくプロトコルを介してすべてのＤＢＢのトポロジを知ることがある。たとえば、ＤＢ
Ｂは、たとえば、ＩＥＥＥ　８０２．１ａｑ、トランスペアレント・インターコネクト・
オブ・ロッツ・オブ・リンク（ＴＲＩＬＬ）、またはＩＰに基づくコアを使用してリンク
・ステート・アドバタイズメント（ＬＳＡ）を送出することがある。スパニング・ツリー
・プロトコル（ＳＴＰ）がコアブリッジの間で使用される場合、ＭＡＣアドレス・ラーニ
ングは、コアブリッジで停止される。この場合、ＤＢＢは、ＤＢＢ自体をコアブリッジに
登録することがある。
【０１０４】
　実施形態では、ＤＢＢは、ＤＳが使用されていない場合、上述のとおり、ＡＲＰプロキ
シとしての役目を果たすことがある。無償ＡＲＰメッセージは、終端局の一意のＭＡＣア
ドレスを知らせるために終端局によって送信されることがある。無償グループアナウンス
メントは、ＤＢＢの一意のＭＡＣアドレスとＤＢＢのローカル区域内部のすべてのホスト
のＩＰアドレスとを知らせるためにＤＢＢによってさらに送信されることがある。無償グ
ループアナウンスメントは、ＭＡＣアドレスおよびＩＰアドレスを他の区域内の他のＤＢ
Ｂに知らせるために使用されることがある。知らされたＭＡＣアドレスおよびＩＰアドレ
スは、他のＤＢＢＳ内で、ホストＩＰ　ＤＡに応じて受信されたフレーム中のＤＢＢ　Ｍ
ＡＣ　ＤＡを変換するために使用されることがある。無償グループＡＲＰは、ＤＢＢと関
連付けられた個々のＶＬＡＮのためのホストＩＰアドレスの部分集合を知らせるためにＤ
ＢＢによって送信されることがある。無償グループＡＲＰは、ＤＢＢのための複数のＶＬ
ＡＮへのホストＩＰアドレスの部分集合のマッピングを備えることがある。
【０１０５】
　表５は、相互接続型区域内の対応するＤＢＢ　ＭＡＣアドレスにホストＩＰアドレスを
マッピングする実施例を例示する。このマッピングは、ＤＢＢと関連付けられた個々のＶ
ＬＡＮのためのＤＢＢのホストＩＰアドレスを知らせるためにＤＢＢによって無償グルー
プＡＲＰ中で送信されることがある。ＤＢＢ　ＭＡＣアドレス（ＤＢＢ－ＭＡＣ）は、複
数の対応するホストＩＰアドレスにマッピングされることがある。個々のＤＢＢ　ＭＡＣ
アドレスは、同じ区域内でも異なる区域内でもよい複数のＶＬＡＮ内の複数のホストＩＰ
アドレス（たとえば、ＶＩＤ－１、ＶＩＤ－２、ＶＩＤ－ｎ、・・・）にマッピングされ
ることがある。
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【表５】

【０１０６】
　一部の状況では、相互接続された区域内の複数のホストは、同じＩＰアドレスを有する
ことがあり、同じＶＬＡＮ（またはＶＩＤ）と関連付けられることがある。たとえば、ク
ラウド・コンピューティング・サービスの仮想サブネットは、クライアントが自分の固有
のプライベートＩＰアドレスに名前を付けることを許すことがある。クラウド・コンピュ
ーティング・サービスによって提供される仮想サブネットの数は、許可されたＶＬＡＮの
総数（たとえば、約４０９５のＶＬＡＮ）を実質的に超えることがある。したがって、複
数の仮想ホスト（たとえば、ＶＭまたは仮想終端局）は、ＭＡＣアドレスは異なるが、同
じＩＰアドレスをもつことを許可されることがある。他の例では、複数の終端局は、同じ
ＩＰアドレスおよび異なるＭＡＣアドレスを使用して同じアプリケーションに役立つこと
がある。
【０１０７】
　実施形態では、ＤＢＢは、たとえば、同じ（重複）ＩＰアドレスを使用する異なるホス
トを区別するために、ここでは代表ＭＡＣアドレスと呼ばれる複数のＭＡＣアドレスが割
り当てられることがある。ＤＢＢは、複数のＶＬＡＮとさらに関連付けられることがある
。さらに、ＤＢＢ上の個々のＶＬＡＮは、たとえば、ＶＬＡＮ内部にホストの異なる部分
集合を備える複数のサブネットまたは仮想サブネットと関連付けられることがある。仮想
サブネットは、複数のサブネットＩＤと関連付けられることがある。ホストのための重複
ＩＰアドレスの数がＶＬＡＮの仮想サブネットの数より実質的に少ない場合、ＤＢＢのた
めの代表要素ＭＡＣアドレスの数は、同様に実質的に少なくなることがある。
【０１０８】
　図２１は、レイヤ２ブリッジ型ネットワーク内の相互接続されたネットワーク区域のた
め使用されることがあるＡＲＰプロキシスキーム２１００の実施形態を例示する。レイヤ
２ブリッジ型ネットワークは、コア区域２１１０と、コア区域２１１０に接続された複数
のＤＢＢ　２１２２または区域境界スイッチと、これらの区域内の対応するＤＢＢ　２１
２２に接続された複数の終端局２１２６（たとえば、ＶＭ）とを備えることがある。レイ
ヤ２ブリッジ型ネットワークは、たとえば、コア区域２１１０を介してＤＢＢ　２１２２
に接続されることがあるＤＳ　２１４０をさらに備えることがある。ＤＢＢ　２１２２お
よび終端局２１２６は、レイヤ２ブリッジ型ネットワークに確立されたＶＬＡＮに属する
ことがある。レイヤ２ブリッジ型ネットワークのコンポーネントは、図２１に示されるよ
うに配置されることがある。
【０１０９】
　ＡＲＰプロキシスキーム２１００に基づいて、第１のＤＢＢ　２１２２（ＤＢＢ　Ｘ）
は、このローカル区域内の第１の終端局２２２６からのＡＲＰ要求をインターセプトする
ことがある。ＡＲＰ要求は、別の区域内の第２の終端局２１２６のためのＭＡＣアドレス
を目的とすることがある。このＡＲＰ要求は、第２の終端局２１２６のＩＰ　ＤＡ（１０
．１．０．２）と、第１の終端局２１２６のＩＰ　ＳＡ（１０．１．０．１）およびＭＡ
Ｃ　ＳＡ（Ａ）とを備えることがある。第１の終端局２１２６は、ＶＭ　ＡＲＰテーブル
２１６０中に他の終端局２１２２のＩＰアドレスを維持することがある。ＤＢＢ　Ｘは、
その後、ＤＳ　２１４０から第２の終端局２１２６のＭＡＣアドレスを取得するためにＤ
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Ｓ問い合わせを転送することがある。ＤＳ問い合わせは、第２の終端局２１２６のＩＰア
ドレス（１０．１．０．２）と、第１の終端局２１２６のＩＰ　ＳＡ（１０．１．０．１
）およびＭＡＣ　ＳＡ（Ａ）とを備えることがある。ＤＳ　２１４０は、ＩＰアドレスと
、ＭＡＣアドレスと、ＶＬＡＮ　ＩＤまたはＶＩＤと、顧客（仮想サブネット）ＩＤと、
関連付けられたＤＢＢ　２１２２に関する情報または終端局２１２６のロケーションとを
ＤＳアドレステーブル２１５０に維持することがある。
【０１１０】
　ＤＳ　２１４０は、要求元ＶＭ（第１の終端局２１２６）に属する顧客（仮想サブネッ
ト）ＩＤを決定するためにＤＳ問い合わせ中でＭＡＣ　ＳＡ（Ａ）を使用することがある
。たとえば、ＤＳアドレステーブル２１５０に応じて、顧客ＩＤ　Ｊｏｅは、ＭＡＣ　Ｓ
Ａ（Ａ）に対応する。ＤＳ　２１４０は、その後、第２の終端局２１２６のＩＰアドレス
（１０．１．０．２）と、第１の終端局２１２６の顧客ＩＤ（Ｊｏｅ）に関連付けられた
第２のＤＢＢ　２１２６の代表ＭＡＣ　アドレス（Ｙ１）（ＤＢＢ　Ｙ）とを備えるＤＳ
応答をＤＢＢ　Ｘに返送することがある。次に、ＤＢＢ　Ｘは、第１の終端局２１２６の
ＩＰ　ＤＡ（１０．１．０．１）およびＭＡＣ　ＤＡ（Ａ）と、第２の終端局２１２６の
ＩＰ　ＳＡ（１０．１．０．２）と、ＤＢＢ　Ｙの代表ＭＡＣアドレス（Ｙ１）とを備え
るＡＲＰ応答を第１の終端局２１２６に送信することがある。第１の終端局２１２６は、
その後、ＶＭ　ＡＲＰテーブル２１６０において、ＤＢＢ　Ｙの代表ＭＡＣアドレス（Ｙ
１）を第２の終端局２１２６のＩＰアドレス（１０．１．０．２）と関連付けることがあ
る。第１の終端局２１２６は、第２の終端局２１２６を対象とするフレームを転送するた
めにＤＢＢ　Ｙの代表ＭＡＣアドレスをＤＡとして使用することがある。
【０１１１】
　別の区域内の第３の終端局２１２６は、（第２の終端局２１２６のＡＲＰ要求を第３の
終端局の区域内の対応するローカルＤＢＢ　２１２２（ＤＢＢ　Ｚ）にさらに送信するこ
とがある。ＤＢＢ　Ｚは、その後、上述のとおり、ＤＳ　２１４０と通信し、その結果、
第３の終端局２１２６のＩＰ　ＤＡ（１０．１．０．３）およびＭＡＣ　ＤＡと、第２の
終端局２１２６のＩＰ　ＳＡ（１０．１．０．２）と、ＤＳアドレステーブル２１５０中
で顧客ＩＤ　Ｂｏｂに関連付けられた第３の終端局２１２６のＤＢＢ　Ｙの代表ＭＡＣア
ドレス（Ｙ２）とを備えるＡＲＰ応答を第３の終端局２１２６に返送することがある。第
３の終端局２１２６は、その後、第３の終端局２１２６のＶＭ　ＡＲＰテーブル２１７０
においてＤＢＢ　Ｙの代表ＭＡＣアドレス（Ｙ２）を第２の終端局２１２６のＩＰアドレ
ス（１０．１．０．２）と関連付けることがある。第３の終端局２１２６は、第２の終端
局２１２６を対象とするフレームを転送するためにＤＢＢ　Ｙのこの代表ＭＡＣアドレス
をＤＡとして使用することがある。
【０１１２】
　表６は、相互接続された区域においてＶＬＡＮ内の対応する代表ＤＢＢ　ＭＡＣアドレ
スに重複ホストＩＰアドレスをマッピングする実施例を例示する。重複ホストアドレスは
、１つの対象とされたアプリケーションまたはホストのため複数のホストによって使用さ
れることがある。代表ＭＡＣ　ＤＢＢアドレスは、同じアプリケーションを使用する（ま
たは同じホストと通信する）異なるホストに対し割り当てられることがある。個々のＶＬ
ＡＮに対して、ホストＩＰアドレスは、たとえば、ＶＬＡＮの異なるサブネットと関連付
けられた複数のホストのための複数の代表ＤＢＢ　ＭＡＣアドレス（ＭＡＣ－１２、ＭＡ
Ｃ－１３、ＭＡＣ－１４、・・・）にマッピングされることがある。代表ＤＢＢ　ＭＡＣ
アドレスは、ベース（オリジナル）ＤＢＢ　ＭＡＣアドレスアドレス（ＭＡＣ－１１）と
関連付けられることもある。同じＩＰのためのベースおよび代表ＤＢＢ　ＭＡＣアドレス
は、異なるＶＬＡＮに対して異なることがある。ＶＬＡＮが代表アドレスを有しない場合
、ＤＢＢベースアドレスは、このＶＬＡＮのため使用されることがある。１つのＶＬＡＮ
の内部におよそ１０の重複ＩＰアドレスが存在する場合、表６中のおよそ１０列（１０個
のＭＡＣアドレス）が使用されることがある。
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【表６】

【０１１３】
　表７は、たとえば、複数のサブネットのための複数の代表ＭＡＣアドレスにホストＩＰ
アドレスをマッピングする実施例を例示する。このマッピングは、ＤＢＢと関連付けられ
た個々のＶＬＡＮのためのＤＢＢのホストＩＰアドレスを知らせるために、ＤＢＢによっ
て無償グループＡＲＰ中で送信されることがある。個々の代表ＭＡＣアドレス（ＤＢＢ－
ＭＡＣ１、ＤＢＢ－ＭＡＣ２、・・・）は、サブネット内の複数の対応するホストＩＰア
ドレスにマッピングされることがある。個々の代表ＤＢＢ　ＭＡＣアドレスは、ホストＩ
Ｐアドレスのための顧客または仮想サブネットＩＤと関連付けられることがある。個々の
代表ＤＢＢ　ＭＡＣアドレスのためのホストＩＰアドレスは、複数のＶＬＡＮ（ＶＩＤ－
１、ＶＩＤ－２、ＶＩＤ－ｎ、・・・）に対応することもある。個々のサブネット内のホ
ストＩＰアドレスは、異なることがある。同一のＶＬＡＮと関連付けられているが、異な
る顧客ＩＤと関連付けられている重複ホストＩＰアドレスは、異なる代表ＤＢＢ　ＭＡＣ
アドレスにマッピングされることがある。
 

【表７】

【０１１４】
　図２２は、レイヤ２ブリッジ型ネットワーク内の相互接続されたネットワーク区域のた
め使用されることがあるフェイルオーバースキーム２２００の実施形態を例示する。この
フェイルオーバースキーム２１００は、相互接続された区域内のいずれかのＤＢＢ（たと
えば、ＴｏＲスイッチ）が故障した場合に使用されることがある。レイヤ２ブリッジ型ネ
ットワークは、コア区域１８１０内の複数のコアブリッジ２２１２および複数のＤＢＢ　
２２２２または区域境界スイッチと、複数の区域２２２０とを備えることがある。区域２
２２０は、ＤＢＢ　２２２２と、複数の中間スイッチ２２２４と、複数の終端局２２２６
、たとえば、サーバ／ＶＭとを備えることがある。レイヤ２ブリッジ型ネットワークは、
たとえば、コア区域２２１０を介してＤＢＢ　２２２２に接続されることがあるＤＳ（図
示せず）をさらに備えることがある。ＤＢＢ　２２２２と、中間スイッチ２２２４と、終
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端局２２２６とのうちの一部は、レイヤ２ブリッジ型ネットワーク内に確立されたＶＬＡ
Ｎに属することがある。レイヤ２ブリッジ型ネットワークのコンポーネントは、図２２に
示されるように配置されることがある。
【０１１５】
　アクティブＤＢＢ　２２２２がＶＬＡＮ内で故障したとき、ＶＬＡＮは、１つ以上のス
タンバイＤＢＢ　２２２２を使用して確立されることがある。スタンバイＤＢＢ　２２２
は、ＶＬＡＮに属する中間スイッチ２２２４の少なくとも一部、および、おそらく新たな
１つのコアブリッジ２２１２とアクティブ接続を確立することがある。これは、図２２に
おいて破線によって指示される。したがって、終端局２２２６がＶＬＡＮに亘って通信す
ることを可能にするＶＬＡＮの終端局２２２６へのパスは、失われないことがある。ＶＬ
ＡＮ内のＤＢＢ　２２２が故障したとき、たとえば、明示的なメッセージをＤＳに送信す
るか、または、キープアライブ方法を使用することにより、ＤＳに故障が通知されること
がある。このようにして、ＤＢＢは、故障したＤＢＢ、および、おそらくＤＳアドレステ
ーブルのエントリ中のＶＬＡＮ内の他の元のＤＢＢ　２２２２のアドレス情報をスタンバ
イ状態にあり、故障した他の元のＤＢＢ　２２２２を置換するために使用された新たなＤ
ＢＢ　２２２２の情報で置換することがある。置換された故障した元のＤＢＢは、図２２
では円によって指示される。故障したＤＢＢ　２２２２を検出し次第、置換ＤＢＢは、す
べての代表アドレスを含む故障したＤＢＢのアドレスが置換ＤＢＢ　２２２２によって到
達可能であることを指示するために、ＬＳＡをＤＳまたはコア区域２０１０に送信するこ
とがある。
【０１１６】
　サーバ仮想化を用いて、物理サーバは、より多くのＶＭ、たとえば、数十から数百の仮
想終端局またはＶＭをホストすることがある。これは、ＤＣ内の仮想ホストの数の実質的
な増加をもたらすことがある。たとえば、１つずつが最大約１２８台のＶＭをサポートす
ることがある約５０，０００台のサーバを備える比較的大きいＤＣの場合、ＤＣ内のＶＭ
の総数は、約５０，０００×１２８、すなわち、約６，４００，０００台のＶＭに匹敵す
ることがある。このような大規模サーバプール全体の動的なリソース割り付けを達成する
ために、イーサネット（登録商標）ベースのレイヤ２ネットワークがＤＣ内で使用される
ことがある。おそらくかなりの数の仮想ホストを備えることになるこのような大規模レイ
ヤ２ネットワークは、基礎となるイーサネット（登録商標）技術に新しい難題をもたらす
ことがある。たとえば、１つの問題は、フラットなＭＡＣアドレス空間に起因したＭＡＣ
転送テーブルスケーラビリティであり得る。別の問題は、ＡＲＰおよび他のブロードキャ
ストトラフィックによって引き起こされるブロードキャストストームの取り扱いであり得
る。
【０１１７】
　ここではＦＤＢとも呼ばれるネットワークのコアにおけるＭＡＣ転送テーブルのサイズ
を縮小するための１つのアプローチは、たとえば、ＩＥＥＥ　８０２．１ａｈおよびＴＲ
ＩＬＬに準拠したネットワーク・アドレス・カプセル化を使用することであり得る。８０
２．１ａｈおよびＴＲＩＬＬのネットワーク・アドレス・カプセル化は、ＩＥＥＥ　Ｐ８
０２．１ａｈ／Ｄ４．２規格、および、ＩＥＴＦ草案ｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－ｔｒｉｌｌ
－ｒｂｒｉｄｇｅ－ｐｒｏｔｏｌ－１２－ｔｘｔにそれぞれ記載され、両方ともに参照に
よってここに組み込まれる。ネットワーク・アドレス・カプセル化によると、コアスイッ
チにおけるＦＤＢエントリの数は、ＶＭの数とは無関係に、ネットワーク内の（エッジお
よびコアを含めて）スイッチの総数まで削減されることがある。たとえば、１エッジスイ
ッチ当たりに約２０台のサーバを用いると、約５０，０００台のサーバのネットワーク内
のエッジスイッチの数は、約５０，０００／２０、すなわち、２５００に等しくなること
がある。しかし、データパスＭＡＣラーニングを用いると、エッジスイッチ（たとえば、
ＤＣ内のＴｏＲスイッチ）のＦＤＢサイズは、ネットワーク・アドレス・カプセル化が使
用されないときとほぼ同じになることがあり、これは、実質的に大きくなることがある。
【０１１８】
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　ＴｏＲスイッチで選択的なＭＡＣラーニングを用いる場合でも、ＦＤＢサイズは、依然
として実質的に大きくなることがある。たとえば、ＴｏＲスイッチが約４０個のダウンス
トリームポートを有する場合、１対のＴｏＲスイッチは、ＴｏＲスイッチに接続された最
大で約４０台のデュアルホーム型サーバを有することがある。サーバが最大で約１２８台
のＶＭをサポートする場合、ＴｏＲスイッチは、正常運転中に、たとえば、ＴｏＲスイッ
チがほぼ同数のＶＭを取り扱うとき、約１２８×４０／２、すなわち、約２，５６０台の
ＶＭがＴｏＲに接続されていることがある。１台のＴｏＲスイッチが故障した場合、ＶＭ
の数は、約５，１２０に増加することがある。個々のＶＭが平均で同時に約１０台のリモ
ートＶＭと通信する場合、ＴｏＲスイッチのＦＤＢサイズ（たとえば、エントリの数）は
、約２，５６０（ローカルＶＭ）＋２，５６０×１０（リモートＶＭ）＋２，５００（Ｔ
ｏＲスイッチ）、すなわち、約３０，６６０エントリに少なくとも比例することがあり、
これは、故障シナリオでは、さらに倍増されることがある。
【０１１９】
　８０２．１ａｈおよびＴＲＩＬＬにおけるネットワーク・アドレス・カプセル化は、対
称性をもつことがある。具体的には、エッジスイッチのような同じスイッチがアドレス・
カプセル化を実行することがある。８０２．１ａｈおよびＴＲＩＬにおける対称ネットワ
ーク・アドレス・カプセル化の課題は、エッジスイッチがローカルＶＮと通信するリモー
トＶＭを把握する必要がある点である。リモートＶＭの数は、実質的に変化することがあ
る。ＰＲＥＳＴＯ　０８において公開され、参照によってここに組み込まれる“Ｔｏｗａ
ｒｄｓ　ａ　Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ａｒｃｈｉｔ
ｅｃｕｔｕｒｅ：Ｓｃａｌａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｏｎｄｉｔｉｚａｔｉｏｎ
”と題する論文においてＧｒｅｅｎｂｅｒｇ外によって提案された１つのアプローチは、
ネットワーク・アドレス・カプセル化手順をＶＭの内側に移動させ、これによって、スイ
ッチＦＤＢサイズをネットワーク内のローカルＶＭの数とエッジスイッチの数との合計に
等しくなる（たとえば、上記実施例では、約２，５６０＋２，５００、すなわち、約５，
０６０個のエントリに等しくなる）ことがあるこのサイズの最小値に縮小することである
。このアプローチの欠点は、ゲスト・オペレーション・システム（ＯＳ）プロトコルスタ
ックの変更である。
【０１２０】
　その代わりに、ネットワーク・アドレス・カプセル化を物理サーバの仮想スイッチ（た
とえば、ハイパーバイザの内側）に移動させることは、さらに後述されるように、エッジ
スイッチＦＤＢサイズを縮小し、ゲストＯＳプロトコルスタックの変更を回避することが
ある。このようなネットワーク・アドレス・カプセル化は、アドレス・カプセル化解除が
依然としてエッジスイッチ内のどこかで行われるので、ここでは、非対称ネットワーク・
アドレス・カプセル化と呼ばれる。この非対称ネットワーク・アドレス・カプセル化のメ
カニズムは、中間／エッジスイッチまたはルータのＦＤＢ中に維持されるアドレスの量を
削減することがある。
【０１２１】
　非対称ネットワーク・アドレス・カプセル化スキームは、上述された様々なネットワー
ク実施形態の場合と同様に、エッジスイッチおよびコアスイッチを備えるレイヤ２ネット
ワークで実施されることがある。たとえば、エッジスイッチは、ＤＣ内のＴｏＲスイッチ
に対応することがある。個々のエッジスイッチは、一意のＩＤが割り当てられることがあ
り、これは、（８０２．１ａｈの場合と同様に）ＭＡＣアドレスでもよく、（ＴＲＩＬＬ
の場合と同様に）約１６ビットのニックネームでもよく、または、ＩＰアドレスでもよい
。ネットワークは、入口エッジスイッチから出口エッジスイッチにフレームのヘッダ中で
搬送される宛先エッジスイッチＩＤに基づいてフレームを転送するために構成されること
がある。フレームは、いずれかのトランスポート技術を使用してネットワークの内側で転
送されることがある。非対称ネットワーク・アドレス・カプセル化スキームは、ＭＡＣ－
ｉｎ－ＭＡＣとも呼ばれる８０２．１ａｈにおけるアドレス・カプセル化スキームに類似
することがある。ＭＡＣラーニングは、ネットワーク内でディセーブル状態にされること
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があるが、ポートに対向するエッジ・スイッチ・サーバ上でイネーブル状態にされること
がある。サーバ、終端局、およびホストという用語は、ここでは互換的に使用されること
がある。仮想サーバ、ＶＭ、仮想終端局、および仮想ホストという用語は、同様にここで
は互換的に使用されることがある。
【０１２２】
　ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣでは、エッジスイッチに割り当てられ、ネットワークアドレスま
たはバックボーンＭＡＣ（Ｂ－ＭＡＣ）アドレスとも呼ばれるＭＡＣアドレスと、ＶＭに
よって使用され、顧客ＭＡＣ（Ｃ－ＭＡＣ）アドレスとも呼ばれるＭＡＣアドレスとの２
種類のＭＡＣアドレスが存在する。図２３は、ＤＣ内のデュアルホーム型サーバでもよい
典型的な物理サーバ２３００の実施形態を例示する。物理サーバ２３００は、仮想スイッ
チ２３１０と、複数のＶＭ　２３４０と、複数の物理ネットワーク・インターフェース・
カード（ｐＮＩＣ）２３５０とを備えることがある。仮想スイッチ２３１０は、ＡＲＰプ
ロキシ２３３０およびＦＤＢ　２３２０を備えることがあり、このＦＤＢは、ローカルＦ
ＤＢ　２３２２およびリモートＦＤＢ　２３２４を備えることがある。仮想スイッチ２３
１０は、物理サーバ２３００のハイパーバイザの内側に位置することがある。仮想スイッ
チ２３１０は、ＶＭ　２３４０の複数の対応する仮想ネットワーク・インターフェース・
カード（ＮＩＣ）２３４２と、仮想スイッチ２３１０の複数の対応する仮想スイッチポー
ト２３１２とを介してＶＭに接続されることがある。仮想スイッチ２３１０は、仮想スイ
ッチ２３１０の複数の対応する仮想スイッチ・トランク・ポート２３１４を介してｐＮＩ
Ｃ　２３１２にさらに接続されることがある。ｐＮＩＣ　２３５０は、仮想スイッチ２３
１０のためのアップリンクまたはトランクとしての役目を果たすことがある。物理サーバ
２３００は、物理サーバ２３００の対応するｐＮＩＣ　２３５０を介して複数のエッジス
イッチ２３６０に接続されることがある。このようにして、エッジスイッチ２３６０は、
物理サーバ２３００のコンポーネント（ｐＮＩＣ　２３５０および仮想スイッチ２３１０
）を介してＶＭ　２３４０に接続されることがある。物理サーバ２３００のコンポーネン
トは、図２３に示されるように配置されることがある。
【０１２３】
　ロードバランシングのため、トラフィックは、仮想ポートＩＤまたはトラフィックのＶ
Ｍ送信元Ｃ－ＭＡＣアドレスに基づいてトランク（ｐＮＩＣ　２３５０）に分散させられ
ることがある。個々のＶＭ　２３４０は、Ｃ－ＭＡＣアドレスが一意に割り当てられた仮
想ＮＩＣ　２３４２を有することがある。ＶＭ　２３４０は、正常運転中にトラフィック
をエッジスイッチ２３６０に送信することがある。たとえば、第１のＶＭ　２３４０（Ｖ
Ｍ１）は、対応する第１のエッジスイッチ２３５０（エッジスイッチＸ）を介してネット
ワーク（図示せず）内の他の物理サーバ内の外部ＶＭに向けられた複数のフレームを送信
することがある。第２のエッジスイッチ２３６０（エッジスイッチＲ）は、エッジスイッ
チＸのためのバックアップでもよい。エッジスイッチＸが故障に起因して到達不可能にな
るとき（たとえば、対応するｐＮＩＣ　２３５０が故障し、ｐＮＩＣ　２３５０とエッジ
スイッチＸとの間のリンクが故障するか、または、エッジスイッチＸが故障するとき）、
仮想スイッチ２３１０は、その後、フレームをエッジスイッチＲに送信することがある。
【０１２４】
　ＦＤＢ　２３２０では、ローカルＦＤＢ　２３２２は、ローカルＶＭ（ＶＭ　２３４０
）に対応することがあり、複数のＣ－ＭＡＣ宛先アドレス（Ｃ－ＭＡＣ　ＤＡ）と、複数
のＶＬＡＮ　ＩＤと、複数の関連した仮想スイッチポートＩＤとを備えることがある。Ｃ
－ＭＡＣ　ＤＡおよびＶＬＡＮ　ＩＤは、対応する仮想スイッチポートＩＤを取得するた
め、ローカルＦＤＢ　２３２２を参照するために使用されることがある。リモートＦＤＢ
　２３２４は、（他の物理サーバ内の）外部ＶＭに対応することがあり、複数のＢ－ＭＡ
Ｃ宛先アドレス（Ｂ－ＭＡＣ　ＤＡ）と、Ｂ－ＭＡＣ　ＤＡに関連付けられた複数のＣ－
ＭＡＣ　ＤＡとを備えることがある。Ｃ－ＭＡＣ　ＤＡは、対応するＢ－ＭＡＣ　ＤＡを
取得するため、ローカルＶＭによってリモートＦＤＢ　２３２４を参照するために使用さ
れることがある。リモートＦＤＢ　２３２４は、後述されるように、ＡＲＰプロキシ２３
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３０によって埋められることがある。
【０１２５】
　対称アドレス・カプセル化に基づいて、ＶＭ　２３４０からのイーサネット（登録商標
）フレームは、タグ付き、または、タグ無しになることがある。フレームがタグ無しであ
る場合、対応する仮想スイッチポート２３１２に割り当てられたＶＬＡＮ　ＩＤが使用さ
れることがある。ＶＭ　２３４０からエッジスイッチ２３６０へのアップストリーム方向
では、仮想スイッチ２３１０は、ＶＭ　２３４０からイーサネット（登録商標）フレーム
を受信した後、以下のステップを実行することがある。
　ステップ１：ローカルＦＤＢ　２３２２のテーブル参照中にＣ－ＭＡＣ　ＤＡおよびＶ
ＬＡＮ　ＩＤを使用する。一致が見つかった場合、フレームを（仮想スイッチポートＩＤ
によって）一致したＦＤＢエントリに指定された仮想スイッチポート２３１２に転送する
。そうではない場合、ステップ２に進む。
　ステップ２：リモートＦＤＢ　２３２４のテーブル参照中にＣ－ＭＡＣ　ＤＡを使用す
る。一致が見つかった場合、ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣカプセル化ベースの非対称ネットワー
ク・アドレス・カプセル化（後述される）を実行し、フレームをフレーム中のＣ－ＭＡＣ
　ＳＡと関連付けられた仮想スイッチ・トランク・ポート２３１４に転送する。そうでは
ない場合、ステップ３に進む。
　ステップ３：フレームを廃棄し、機能強化ＡＲＰ要求をネットワーク（図示せず）内の
ＡＲＰサーバに送信する。
【０１２６】
　図２４は、物理サーバで使用されることがある非対称ネットワーク・アドレス・カプセ
ル化スキーム２４００の実施形態を例示する。非対称ネットワーク・アドレス・カプセル
化スキーム２４００に基づいて、ＶＭ　２４０２は、アップストリーム方向に、ネットワ
ーク（図示せず）における別の物理サーバ内の別の外部またはリモートＶＭを対象とする
フレームを送信することがある。フレームは、リモートＶＭのＣ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ｂ）２
４１０と、ＶＭ　２４０２のＣ－ＭＡＣ　ＳＡ（Ａ）２４１２と、ＶＭ　２４０２のＶＬ
ＡＮのＣ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２４１４と、データまたはペイロード２４１６と、フレーム
・チェック・シーケンス（ＦＣＳ）２４１８とを備えることがある。ＶＭ　２４０２は、
フレームを仮想スイッチ２４０４に送信することがある。
【０１２７】
　（同じ物理サーバ内の）仮想スイッチ２４０４は、ＶＭ　２４０２からフレームを受信
することがある。仮想スイッチ２４０４は、ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣフレームを取得するた
めに、フレームを処理し、ヘッダをフレームに付加することがある。ヘッダは、Ｂ－ＭＡ
Ｃ　ＤＡ（Ｙ）２４２０と、Ｂ－ＭＡＣ　ＳＡ（０）２４２２と、Ｂ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　
２４２４と、インスタンス・サービスＩＤ（Ｉ－ＳＩＤ）２４２６とを備えることがある
。Ｂ－ＭＡＣアドレス（Ｙ）は、エッジスイッチ２４０６内のＣ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ｂ）２
４１０と関連付けられることがある。Ｂ－ＭＡＣアドレス（Ｙ）は、Ｃ－ＭＡＣアドレス
（Ｂ）を有するリモートＶＭのロケーションを指示することがある。Ｂ－ＭＡＣ　ＳＡ　
２４２２は、仮想スイッチ２４０４によってゼロにセットされることがある。Ｂ－ＶＬＡ
Ｎ　ＩＤ　２４２４は、Ｃ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２４１４にセットされることがある。Ｉ－
ＳＩＤ　２４１６は、選択自由であり、イーサネット（登録商標）フレームがＣ－ＭＡＣ
　ＤＡ（Ｂ）だけに送信された場合、ヘッダ内で使用されないことがある。仮想スイッチ
２４０４は、その後、ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣフレームをエッジスイッチ２４０６に送信す
ることがある。
【０１２８】
　（物理サーバに接続された）エッジスイッチ２４０６は、仮想スイッチ２４０４からＭ
ＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣフレームを受信することがある。エッジスイッチ２４０６は、ＭＡＣ
－ｉｎ－ＭＡＣフレーム中の新ヘッダを取得するために、ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣフレーム
のヘッダを処理することがある。新ヘッダは、Ｂ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ｙ）２４４０と、Ｂ－
ＭＡＣ　ＳＡ（Ｘ）２４４２と、Ｂ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２４４４と、Ｉ－ＳＩＤ　２４４
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６とを備えることがある。Ｂ－ＭＡＣ　ＳＡ（Ｘ）２４４２は、エッジスイッチ２４０６
のＢ－ＭＡＣアドレス（Ｘ）にセットされることがある。Ｂ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２４４４
は、ネットワーク内のＶＬＡＮを一致させるために、必要に応じて、変更されることがあ
る。ヘッダの残りのフィールドは、変更されないことがある。エッジスイッチ２４０６は
、その後、ネットワークコア２４０８、たとえば、コアネットワークまたはネットワーク
コア区域を介して、Ｂ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ｙ）２４４２、および、おそらくＢ－ＶＡＮ　Ｉ
Ｄ　２４４４に基づいて新ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣフレームを転送することがある。
【０１２９】
　ダウンストリーム方向では、エッジスイッチ２４０６は、ネットワークコア２４０８か
らＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣフレームを受信し、フレーム・カプセル化解除を実行することが
ある。ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣフレームは、ヘッダと、リモートＶＭからＶＭ　２４０２に
送信された元のフレームとを備えることがある。ヘッダは、エッジスイッチ２４０６のＢ
－ＭＡＣ　ＤＡ（Ｘ）２４６０と、リモートＶＭおよびエッジスイッチ２４０６に対応す
るＢ－ＭＡＣ　ＳＡ（Ｙ）２４６２と、リモートＶＭのＶＬＡＮのＢ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　
２４６４と、Ｉ－ＳＩＤ　２４６６とを備えることがある。リモートＶＭの元のフレーム
は、ＶＭ　２４０２のＣ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ａ）２４７０と、リモートＶＭのＣ－ＭＡＣ　
ＳＡ（Ｂ）２４７２と、ＶＭ　２４０２に関連付けられたＣ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２４７４
と、データまたはペイロード２４７６と、ＦＣＳ　２４７８とを備えることがある。エッ
ジスイッチ２４０６は、ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣフレームからヘッダを取り外し、残りの元
のフレームを仮想スイッチ２４０４に転送することがある。エッジスイッチ２４０６は、
出力スイッチポートＩＤを取得し、対応するスイッチポートに対向するか、または、接続
された外部の物理サーバへ元のフレームを転送するために、Ｃ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ａ）２４
７０およびＣ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２４７４を使用してこれの転送テーブルを参照すること
がある。次に、仮想スイッチ２４０４は、元のフレームをＶＭ　２４０２に転送すること
がある。仮想スイッチ２４０４は、Ｃ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ａ）２４７０およびＣ－ＶＬＡＮ
　ＩＤ　２４７４に基づいて元のフレームをＶＭ　２４０２に転送することがある。
【０１３０】
　エッジスイッチ２４０６内の転送テーブルは、ローカルＦＤＢおよびリモートＦＤＢを
含むことがある。ローカルＦＤＢは、ローカルＶＭのためのフレームを転送するため使用
されることがあり、ＭＡＣラーニングを介して埋められ、受信されたフレーム中のＣ－Ｍ
ＡＣ　ＤＡおよびＣ－ＶＬＡＮ　ＩＤによってインデックス付けされることがある。リモ
ートＦＤＢは、フレームをリモートＶＭに転送するため使用されることがあり、ルーティ
ングプロトコルまたは集中型制御／管理プレーンによって埋められ、受信されたフレーム
中のＢ－ＭＡＣ　ＤＡとおそらくＢ－ＶＬＡＮ　ＩＤとによってインデックス付けされる
ことがある。
【０１３１】
　非対称アドレス・カプセル化スキーム２４００では、ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣカプセル化
は、仮想スイッチ２４０４で実行されることがあり、一方、ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣカプセ
ル化解除は、エッジスイッチ２４０６で実行されることがある。したがって、エッジスイ
ッチ内のＦＤＢサイズは、実質的に縮小され、たとえば、メガＤＣ内の実質的に大きいレ
イヤ２ネットワークの場合でさえより管理しやすくなる。仮想スイッチ２４０４内のリモ
ートＦＤＢサイズは、ローカルＶＭ、たとえば、ＶＭ　２４０２と通信するリモートＶＭ
の数に依存することがある。たとえば、仮想スイッチが約１２８台のローカルＶＭをサポ
ートし、個々のローカルＶＭが平均で同時に約１０台のリモートＶＭと通信する場合、リ
モートＦＤＢは、およそ１２８×１０、すなわち、およそ１，２８９のエントリを備える
ことがある。
【０１３２】
　図２５は、物理サーバ２３００で使用されることがあるＡＲＰ処理スキーム２５００の
実施形態を例示する。ＡＲＰ処理スキーム２５００に基づいて、ＶＭ　２５０２は、リモ
ートＶＭのためのＡＲＰ要求をブロードキャストすることがある。ＡＲＰ要求は、ブロー
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ドキャストメッセージを指示するＣ－ＭＡＣ　ＤＡ（ＢＣ）２５１０と、ＶＭ　２５０２
のＣ－ＭＡＣ　ＳＡ（Ａ）２５１２と、ＶＭ　２５０２のＶＬＡＮのＣ－ＶＬＡＮ　ＩＤ
　２５１４と、ＡＲＰペイロード２５１６と、ＦＣＳ　２５１８とを備えることがある。
【０１３３】
　ローカルＶＭからのすべてのＡＲＰメッセージをインターセプトするために構成される
ことがある（同じ物理サーバ内の）仮想スイッチ２５０４は、リモートＶＭのためのＡＲ
Ｐ要求をインターセプトすることがある。仮想スイッチ２５０４内のＡＲＰプロキシは、
ユニキャスト拡張ＡＲＰ（ＥＲＡＰ）メッセージを取得するために、ＡＲＰ要求を処理し
、フレームにヘッダを付加することがある。フレームは、たとえば、非対称ネットワーク
・アドレス・カプセル化スキーム２４００に類似するＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣを使用してカ
プセル化されることがある。ヘッダは、Ｂ－ＭＡＣ　ＤＡ　２５２０と、Ｂ－ＭＡＣ　Ｓ
Ａ（０）２５２２と、Ｂ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２５２４と、Ｉ－ＳＩＤ　２５２６とを備え
ることがある。Ｂ－ＭＡＣ　ＤＡ　２５２０は、ネットワーク内のＡＲＰサーバ２５０８
と関連付けられることがある。Ｂ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２５２４は、Ｃ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　
２５１４にセットされることがある。Ｉ－ＳＩＤ　２５２６は、選択自由でもよく、使用
されなくてもよい。ＥＡＲＰメッセージは、Ｃ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ｚ）２５２８と、Ｃ－Ｍ
ＡＣ　ＳＡ（Ａ）２５３０と、Ｃ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２５３２と、ＥＡＲＰペイロード２
５３４と、ＦＣＳ　２５３６とをさらに備えることがある。ＡＲＰプロキシは、受信され
たフレーム中のＣ－ＭＡＣ　ＤＡ（ＢＣ）２５１０およびＡＲＰペイロード２５１６をＥ
ＡＲＰメッセージ中のリモートＶＭのＣ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ｚ）２５２８およびＥＡＲＰペ
イロード２５３４でそれぞれ置換することがある。仮想スイッチ２５０４は、その後、Ｅ
ＡＲＰメッセージをエッジスイッチ２５０６に送信することがある。
【０１３４】
　エッジスイッチ２５０６は、新ヘッダを取得するためにＥＡＲＰメッセージ中のヘッダ
を処理することがある。新ヘッダは、Ｂ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ｙ）２５４０と、Ｂ－ＭＡＣ　
ＳＡ（Ｘ）２５４２と、Ｂ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２５４４と、Ｉ－ＳＩＤ　２５４６とを備
えることがある。Ｂ－ＭＡＣ　ＳＡ（Ｘ）２５４２は、エッジスイッチ２５０６のＢ－Ｍ
ＡＣアドレス（Ｘ）にセットされることがある。Ｂ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２５４４は、ネッ
トワーク内のＶＬＡＮに一致させるために、必要に応じて、変更されることがある。ヘッ
ダの残りのフィールドは、変更されなくてもよい。エッジスイッチ２５０６は、その後、
新ＥＡＲＰメッセージをネットワーク内のＡＲＰサーバ２５０８に転送することがある。
【０１３５】
　ＡＲＰサーバ２５０８は、受信されたＥＡＲＰメッセージを処理し、ＥＡＲＰ応答をエ
ッジスイッチ２５０６に返送することがある。ＥＡＲＰ応答は、ヘッダおよびＡＲＰフレ
ームを備えることがある。ヘッダは、エッジスイッチ２５０６のＢ－ＭＣ　ＤＡ（Ｘ）２
５６０と、ＡＲＰサーバ２５０８のＢ－ＭＡＳ　ＳＡ　２５６２と、Ｂ－ＶＬＡＮ　ＩＤ
　２５６４と、Ｉ－ＳＩＤ　２５６６とを備えることがある。ＡＲＰフレームは、ＶＭ　
２５０２のＣ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ａ）２５６８と、要求先リモートＶＭのＣ－ＭＡＣ　ＳＡ
（Ｚ）２５７０と、Ｃ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２５７２と、ＥＡＲＰペイロード２５７４と、
ＦＣＳ　２５７６とを備えることがある。エッジスイッチ２５０６は、ヘッダを取り外す
ことによりＥＡＲＰメッセージをカプセル化解除し、その後、ＡＲＰフレームを仮想スイ
ッチ２５０４に転送することがある。仮想スイッチ２５０４は、ＡＲＰフレームを処理し
、その結果、ＡＲＰ応答をＶＭ　２５０２に送信することがある。ＡＲＰ応答は、ＶＭ　
２５０２のＣ－ＭＡＣ　ＤＡ（Ａ）２５９０と、リモートＶＭのロケーションと関連付け
られたＣ－ＭＡＣ　ＳＡ（Ｂ）２５９２と、Ｃ－ＶＬＡＮ　ＩＤ　２５９４と、ＡＰＲペ
イロード２５９６と、ＦＣＳ　２５９８とを備えることがある。
【０１３６】
　仮想スイッチ２５０４内のＡＲＰプロキシは、エッジスイッチ２５０６内のリモートＦ
ＤＢをポピュレートするためにＥＡＲＰメッセージをさらに使用することがある。ＡＲＰ
プロキシは、ＥＡＲＰペイロード２５７４中で見つけられることがあるリモートＣ－ＭＡ
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ＣおよびリモートスイッチＢ－ＭＡＣのペアを使ってＦＤＢテーブル中のエントリをポピ
ュレートすることがある。Ｃ－ＭＡＣおよびリモートスイッチＢ－ＭＡＣは、ＥＡＲＰペ
イロード２５７４中の送信元ハードウェア・アドレス（ＳＨＡ）フィールドおよび送信元
ロケーション・アドレス（ＳＬＡ）フィールドでそれぞれ見つけられることがある。
【０１３７】
　仮想スイッチ２５０４を備える物理サーバ内のハイパーバイザは、ＶＭ、たとえば、ロ
ーカルＶＭ　２５０２またはリモートＶＭをＡＲＰ処理スキーム２５００と同様にＡＲＰ
サーバ２５０８にさらに登録することがある。この場合、仮想スイッチ２５０４は、すべ
てのターゲットフィールドに等しいすべての送信元フィールドをもつユニキャストＥＡＲ
ＰフレームをＡＲＰサーバ２５０８に送信することがある。ＶＭを登録する別の方法は、
Ｙ．Ｘｉｏｎｇ外による“Ａ　ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｄｅｌｅｇａｔｉｏｎ　Ｓｃｈ
ｅｍｅ　ｆｏｒ　Ｓｃａｌａｂｌｅ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　ｗｉｔｈ　
Ｄｕｐｌｉｃａｔｅｄ　Ｈｏｓｔ　ＩＰ　Ａｄｒｅｓｓｅｓ”と題する米国仮特許出願第
６１／３８９，７４７号に記載され、この米国仮出願は、これらの全体がそのまま再現さ
れたかのように参照によってここに組み込まれる。このスキームは重複ＩＰアドレスシナ
リオを取り扱うことがある。
【０１３８】
　図２６は、ＥＡＲＰペイロード２５７４のようなＡＲＰ処理スキーム２５００で使用さ
れることがあるＥＡＲＰペイロード２６００の実施形態を例示する。ＥＡＲＰペイロード
２６００は、ハードウェア・タイプ（ＨＴＹＰＥ）２６１０と、プロトコル・タイプ（Ｐ
ＴＹＰＥ）２６１２と、ハードウェア・アドレス長（ＨＬＥＮ）２６１４と、プロトコル
・アドレス長（ＰＬＥＮ）２６１６と、オペレーションフィールド（ＯＰＥＲ）２６１８
と、ＳＨＡ　２６２０と、送信元プロトコル・アドレス（ＳＰＡ）２６２２と、ターゲッ
ト・ハードウェア・アドレス（ＴＨＡ）２６２４と、ターゲット・プロトコル・アドレス
（ＴＰＡ）２６２６とを備えることがあり、これらは、典型的なＡＲＰメッセージの要素
になることがある。付加的には、ＥＡＲＰペイロード２６００は、ＳＬＡ　２６２８と、
ターゲット・ロケーション・アドレス（ＴＬＡ）２６３０とを備えることがある。図６は
、ＥＡＲＰペイロード２６００の各フィールドのためのビットオフセットをさらに示し、
このビットオフセットは、ビット単位で各フィールドのサイズをさらに指示する。
【０１３９】
　ＡＲＰサーバ（たとえば、ＡＲＰサーバ２５０８）を使用し、ネットワーク内のＭＡＣ
ラーニングをディセーブル状態にすることの１つの問題は、ＡＲＰサーバをエッジスイッ
チに接続するエッジスイッチまたはリンクの故障に起因してＶＭが到達不可能になるケー
スである。このケースでは、仮想スイッチがＶＭのための新エッジスイッチまたは置換エ
ッジスイッチの新ロケーションを知るためにある程度時間を要することがある。たとえば
、物理サーバ２３００内のエッジスイッチＸが到達不可能になる場合、仮想スイッチ２３
１０は、フレームをＶＭ１からエッジスイッチＲに転送することがあり、このフレームは
、ＶＭ１のための新ロケーションになることがある。
【０１４０】
　ＶＭの新ロケーションに関して仮想スイッチ２３１０内のリモートＦＤＢを更新する時
間を短縮するために、無償ＥＡＲＰメッセージが使用されることがある。仮想スイッチ２
３１０は、ブロードキャスト・アドレス（ＢＣ）にセットされたＢ－ＭＡＣ　ＤＡを含む
ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣカプセル化フレーム中で無償ＥＡＲＰメッセージをエッジスイッチ
Ｒに最初に送信することがある。無償ＥＡＲＰメッセージ中で、ＳＨＡ（たとえば、ＳＨ
Ａ　２６２０）は、ＴＨＡ（たとえば、ＴＨＡ　２６２４）に等しくセットされることが
あり、ＳＰＡ（たとえば、ＳＰＡ　２６２２）は、ＴＰＡ（たとえば、ＴＰＡ　２６２６
）に等しくセットされることがあり、ＳＬＡ（たとえば、ＳＬＡ　２６２８）は、ＴＬＡ
（たとえば、ＴＬＡ　２６３０）に等しくセットされることがある。エッジスイッチＲは
、その後、たとえば、ディストリビューション・ツリーを介して、無償ＥＡＲＰメッセー
ジをネットワーク内の複数または全部の他のエッジスイッチに送信することがある。エッ
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ジスイッチが無償ＥＡＲＰメッセージを受信するとき、エッジスイッチは、メッセージを
カプセル化解除し、ポートに対向するエッジスイッチのサーバへメッセージを送出するこ
とがある。仮想スイッチがその後に無償ＥＡＲＰメッセージを受信するとき、仮想スイッ
チは、ＳＨＡがリモートＦＤＢ内に既に存在する場合、この仮想スイッチのリモートＦＤ
Ｂを更新することがある。ネットワーク内のＡＲＰサーバは、影響を受けたＶＭの新ロケ
ーションを同じように更新することがある
【０１４１】
　上述の非対称ネットワーク・アドレス・カプセル化スキームは、一実施形態では、ＭＡ
Ｃ－ｉｎ－ＭＡＣカプセル化を使用することがある。代替的には、このスキームは、他の
カプセル化方法に拡張されることがある。ＴＲＩＬＬがサポートされ、ネットワーク内で
使用され、エッジスイッチが約１６ビットのニックネームによって識別される場合、ＴＲ
ＩＬＬカプセル化が非対称ネットワーク・アドレス・カプセル化スキームで使用されるこ
とがある。代替的には、エッジスイッチがＩＰアドレスによって識別される場合、ＩＰ－
ｉｎ－ＩＰカプセル化が使用されることがある。さらに、ネットワーク・アドレス・カプ
セル化は、仮想スイッチレベルで実行されることがあり、ネットワーク・アドレス・カプ
セル化解除は、エッジスイッチレベルで実行されることがある。一般に、ネットワーク・
アドレス・カプセル化スキームは、カプセル化とカプセル化解除とが異なるレベルまたは
コンポーネントで持続される限り、どのレベルで、または、いずれのネットワークコンポ
ーネントに適用されてもよい。
【０１４２】
　相互接続型ネットワーク区域１８００の場合のように、区域に区分されているブリッジ
型ネットワークでは、ＤＢＢは、複数の区域に参加しているブリッジでもよい。ＤＢＢの
アドレスは、ＤＢＢのアドレスと個々の区域内のＶＭのＣ－ＭＡＣアドレスを区別するた
めに、ここでは、ネットワークアドレスと呼ばれることがある。上記非対称アドレス・カ
プセル化スキームを使用して、ネットワークアドレスのカプセル化は、ホストにより接近
したスイッチ、または、仮想ホストにより接近した仮想スイッチで行われることがある。
たとえば、ＴｏＲスイッチのような中間スイッチ１８２４は、ネットワーク・アドレス・
カプセル化を実行することがある。中間スイッチ１８２４は、ホストの部分集合から到来
し、ターゲットＤＢＢアドレスを備えるデータフレームをカプセル化することがある。し
かし、中間スイッチ１８２４は、ネットワーク側、たとえば、コア区域１８１０内のＤＢ
Ｂ　１８２２からの入力データフレームを変更しないことがある。中間スイッチ１８２４
より１レベル上にあるターゲットＤＢＢ　１８２２は、ネットワーク側（コア区域１８１
０）からのデータフレームをカプセル化解除し、カプセル化解除されたデータフレームを
この区域内のホストへ向けて転送することがある。
【０１４３】
　実施形態では、物理サーバ（たとえば、終端局１８２６）の内部の仮想スイッチは、ネ
ットワーク・アドレス・カプセル化を実行することがあり、一方、ターゲットＤＢＢ　１
８２２は、ネットワーク・アドレス・カプセル化解除を実行することがある。この場合、
カプセル化解除を実行するＤＢＢ　１８２２は、カプセル化を実行する（終端局１８２６
内の）仮想スイッチより２レベル上にあることがある。
【０１４４】
　ＤＢＢ　１８２２に接続されたブリッジ型ネットワーク（たとえば、コア区域１８１０
）は、ＩＰベースになることがある。ＤＢＢを相互接続するコアネットワーク（または区
域）は、Ｌ３仮想プライベート・ネットワーク（ＶＰＮ）、Ｌ２　ＶＰＮ、または標準的
なＩＰネットワークになることがある。このようなシナリオでは、ＤＢＢは、このＤＢＢ
のローカル区域からのＭＡＣデータフレームを適切なターゲットＤＢＢアドレスを使って
カプセル化することがあり、ターゲットＤＢＢアドレスは、ＩＰヘッダでもＭＰＬＳヘッ
ダでもよい。
【０１４５】
　図２７は、相互接続型ネットワーク区域１８００の場合のようなレイヤ２ブリッジ型ネ
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ットワークおいて使用されることがあるデータフレーム転送スキーム２７００の実施形態
を例示する。データフレーム転送スキーム２７００は、上記非対称ネットワーク・アドレ
ス・カプセル化スキームをさらに実施することがある。レイヤ２ブリッジ型ネットワーク
は、コア区域２７１０と、コア区域２７１０に接続された複数のＤＢＢ　２７２２または
複数の区域２７２０内の区域境界スイッチと、これらの区域２７２０内の対応するＤＢＢ
　２０２２に接続された複数の中間またはエッジスイッチ２７２４および物理サーバ２７
２６とを備えることがある。物理サーバ２７２６は、複数のＶＭおよび仮想スイッチ（図
示せず）を備えることがある。ＤＢＢ　２７２２と、中間／エッジスイッチ２７２４と、
区域２７２０を越える物理サーバ２７２６とのうちの一部は、レイヤ２ブリッジ型ネット
ワーク内に確立され、ＶＬＡＮ　ＩＤと関連付けられたＶＬＡＮに属することがある。レ
イヤ２ブリッジ型ネットワークのコンポーネントは、図２７に示されるように配置される
ことがある。
【０１４６】
　非対称ネットワーク・アドレス・カプセル化スキームによれば、中間／エッジスイッチ
２７２４は、第１の区域（区域１）における物理サーバ２７２６内の第１のＶＭ（ホスト
Ａ）からフレーム２７４０、たとえば、イーサネット（登録商標）フレームを受信するこ
とがある。フレーム２０４０は、第２の区域（区域２）における第２の物理サーバ２７２
６内の第２のＶＭ（ホストＢ）を対象とすることがある。フレーム２０４０は、区域２内
の第２のＤＢＢのＢ－ＭＡＣ　ＤＡ　２７４２（ＤＢＢ２）と、ホストＡのＢ－ＭＡＣ　
ＳＡ　２７４４（ＴｏＲ　Ａ）と、ホストＢのＣ－ＭＡＣ　ＤＡ　２７４６（Ｂ）と、ホ
ストＡのＣ－ＭＡＣ　ＳＡ　２７４８（Ａ）と、ホストＡのＩＰ－ＳＡ　２７５０（Ａ）
と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　２７５２（Ｂ）と、ペイロードとを備えることがある。中間
／エッジスイッチ２７２４は、フレーム２０４０を区域１内の第１のＤＢＢ　２７２２（
ＤＢＢ１）に転送することがある。ＤＢＢ１は、内部フレーム２７６０を取得するために
フレーム２７４０を受信し、処理することがある。内部フレーム２７６０は、ＤＢＢ２の
Ｂ－ＭＡＣ　ＤＡ　２７６２と、ＤＢＢ１のＢ－ＭＡＣ　ＳＡ　２７６４と、ホストＢの
Ｃ－ＭＡＣ　ＤＡ　２７６６（Ｂ）と、ホストＡのＣ－ＭＡＣ　ＳＡ　２７６８（Ａ）と
、ホストＡのＩＰ－ＳＡ　２７７０（Ａ）と、ホストＢのＩＰ－ＤＡ　２７５２（Ｂ）と
、ペイロードとを備えることがある。ＤＢＢ１は、その後、コア区域２７１０を介して内
部フレーム２７６０を区域２に転送することがある。
【０１４７】
　区域２内のＤＢＢ２は、第２のフレーム２７８０を取得するためにインターフレーム２
７４０を受信し、カプセル化解除することがある。ＤＢＢ２は、第２のフレーム２７８０
を取得するために、内部フレーム２７６０からＤＢＢ２のＢ－ＭＡＣ　ＤＡ　２７６２と
Ｂ－ＭＡＣ　ＳＡ　２７６４とを取り外すことがある。このようにして、第２のフレーム
２７８０は、ホストＢのＣ－ＭＡＣ　ＤＡ　２７８２（Ｂ）と、ホストＡのＣ－ＭＡＣ　
ＳＡ　２７８４（Ａ）と、ホストＡのＩＰ－ＳＡ　２７８６（Ａ）と、ホストＢのＩＰ－
ＤＡ　２７８８（Ｂ）と、ペイロードとを備えることがある。ＤＢＢ２は、第２のフレー
ム２７８０を区域２内のホストＢに送信することがある。
【０１４８】
　データフレーム転送スキーム２７００では、中間／エッジスイッチ２７２４は、中間／
エッジスイッチ２７２４に接続されたローカル物理サーバ２７２４から受信されたフレー
ムのためのＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣ機能を実行しないことがある。別の実施形態では、第１
のフレーム２７４０のカプセル化手順は、中間／エッジスイッチ２７２４ではなく、物理
サーバ２７２６内の仮想スイッチによって実行されることがあり、このことは、第１のフ
レーム２７４０を処理することなく物理サーバ２７２６から対応するＤＢＢ　２７２２に
転送することがある。
【０１４９】
　図２８は、相互接続型ネットワーク区域１８００の場合のようなレイヤ２ブリッジ型ネ
ットワークおいて使用されることがある機能強化ＡＲＰ処理方法２８００の実施形態を例
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示する。機能強化ＡＲＰ処理方法２９００は、ステップ２８０１から始まることがあり、
このステップで、ローカルホスト２８１０は、第１のブリッジ２８２０、たとえば、ロー
カルＤＢＢを介して、ＡＲＰ要求をローカルロケーション２８３０に送信することがある
。ローカルロケーション２８３０は、ローカルホスト２８１０と同じロケーションまたは
区域に対応することがある。ＡＲＰ要求は、リモートホスト２８６０と関連付けられたＭ
ＡＣアドレスを取得するために送信されることがある。ローカルホスト２８１０は、ＩＰ
アドレスＩＰＡとＭＡＣアドレスＡとが割り当てられることがある。リモートホスト２８
６０は、ＩＰアドレスＩＰＢとＭＡＣアドレスＢとが割り当てられることがある。ＡＲＰ
要求は、ローカルホスト２８１０のＳＡ　ＭＡＣアドレスＡおよびＳＡ　ＩＰアドレスＩ
ＰＡを備えることがある。ＡＲＰ要求は、リモートホスト２８６０のゼロにセットされた
ＤＡ　ＭＡＣアドレスおよびＤＡ　ＩＰアドレスＩＰＢをさらに備えることがある。ロー
カルロケーション２８３０は、ＡＲＰ要求をネットワーク内のＡＲＰサーバ２８４０に転
送することがある。
【０１５０】
　ステップ２８０２で、ＡＲＰサーバ２８４０は、ＥＡＲＰ応答を第１のブリッジ２８２
０に送信することがある。ＥＡＲＰ応答は、ローカルホスト２８１０のＳＡ　ＭＡＣアド
レスＡおよびＳＡ　ＩＰアドレスＩＰＡと、リモートホスト２８６０のＤＡ　ＭＡＣアド
レスＢおよびＤＡ　ＩＰアドレスＩＰＢと、リモートホスト２８６０のリモートロケーシ
ョン２８５０内の第２のブリッジのＭＡＣアドレスとを備えることがある。ステップ２８
０３で、第１のブリッジ２８２０は、ＥＡＲＰ応答を処理／カプセル化解除し、ＡＲＰ応
答をローカルホスト２８１０に送信することがある。ＡＲＰ応答は、ローカルホスト２８
１０のＭＡＣアドレスＡおよびＩＰアドレスＩＰＡと、リモートホスト２８６０のＭＡＣ
アドレスＢおよびＩＰアドレスＩＰＢとを備えることがある。このようにして、ローカル
ホスト２８１０は、リモートホスト２８６０のＭＡＣアドレスＢを知ることになることが
ある。第１のブリッジ２８２０は、（ローカルテーブル内で）リモートロケーション２８
５０内のリモートブリッジのＭＡＣアドレスＹをリモートホスト２８６０のＩＰアドレス
ＩＰＢとさらに関連付けることがある。第１のブリッジ２８２０は、リモートホスト２８
６０のＭＡＣアドレスＢを記憶する必要がないことがある。
【０１５１】
　ステップ２８０４で、ローカルホスト２８１０は、リモートホスト２８６０を対象とす
るデータフレームを第１のブリッジ２８２０に送信することがある。データフレームは、
ローカルホスト２８１０のＳＡ　ＭＡＣアドレスおよびＳＡ　ＩＰアドレスと、リモート
ホスト２８６０のＤＡ　ＭＡＣアドレスおよびＤＡ　ＩＰアドレスを備えることがある。
ステップ２８０５で、第１のブリッジ２８２０は、内部フレームを取得するために、デー
タフレームを受信し、処理／カプセル化することがある。内部フレームは、第１のブリッ
ジ２８２０のＳＡ　ＭＡＣアドレスＸと、リモートブリッジのＤＡ　ＭＡＣアドレスＹと
、リモートホスト２８６０のＤＡ　ＭＡＣアドレスＢおよびＤＡ　ＩＰアドレスＩＰＢと
、ローカルホスト２８１０のＳＡ　ＭＡＣアドレスＡおよびＳＡ　ＩＰアドレスＩＰＡと
を備えることがある。ステップ２８０６で、リモートロケーション２８５０内のリモート
ブリッジは、内部フレームを受信し、第１のブリッジ２８２０のＳＡ　ＭＡＣアドレスＸ
およびリモートブリッジのＤＡ　ＭＡＣアドレスＹを取り外すことにより第２のフレーム
を取得するために内部フレームを処理／カプセル化解除することがある。このようにして
、第２のフレームは、ローカルホスト２８１０から送信された初期フレームに類似するこ
とがある。リモートブリッジは、その後、第２のフレームをリモートホスト２８６０に送
信することがある。この方法２８００は、その後、終了することがある。
【０１５２】
　機能強化ＡＰＲ処理方法２８００では、コアネットワークは、トポロジ・ディスカバリ
のため８０２．１ａｑまたはＴＲＩＬＬを使用することがある。コアネットワークがトポ
ロジ・ディスカバリのため８０２．１ａｑを使用する場合、第１のブリッジ２８２０は、
ローカルホスト２８１０から送信されたフレームをカプセル化しないことがあり、処理無
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しでフレームをリモートロケーション２８５０に転送することがある。さらに、コアネッ
トワークを介して転送されたフレームは、第２のロケーション２８５０だけで、フレーム
中で指示されたアウトバウンドポートが知られていないときに限りフラッディングされる
ことがある。
【０１５３】
　実施形態では、拡張アドレス解決・スキームは、ＴＲＩＬＬエッジノード、ＭＡＣ－ｉ
ｎ－ＭＡＣエッジノード、または、他のタイプのオーバーレイ・ネットワーク・エッジノ
ードでもよい区域ゲートウェイまたはゲートウェイノードによって実施されることがある
。拡張アドレス解決・スキームは、ＡＲＰプロキシスキーム１９００のように、レイヤ２
ブリッジ型ネットワークにおける複数の区域内のＤＢＢによって実施されたＡＲＰプロキ
シスキームに基づくことがある。たとえば、複数の物理サーバおよび／またはＶＭに接続
されることがある中間／エッジノード２７２４は、上述のＡＲＰプロキシスキームに類似
する拡張アドレス解決・スキームを実施することがある。ゲートウェイノードは、ターゲ
ット宛先（たとえば、ホスト）と出口エッジノードとの間のマッピングを分解するために
ＡＲＰプロキシスキームにおけるＤＳサーバを使用することがある。出口エッジノードは
、ターゲット区域ゲートウェイ、ＴＲＩＬＬ出口ノード、ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣエッジノ
ード、または、任意の他のタイプのオーバーレイ・ネットワーク・エッジノードでもよい
。ＤＳからの応答は、上述のとおりのＥＡＲＰ応答でもよい。
【０１５４】
　拡張アドレス解決・スキームは、かなりの数のホストを使ってＤＣネットワークをスケ
ーリングするために使用されることがある。オーバーレイ・ネットワーク（たとえば、ブ
リッジ型ネットワーク）は、ＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣ、ＴＲＩＬＬ、または、他のタイプの
レイヤ３もしくはレイヤ２・オーバー・イーサネット（登録商標）・ネットワークでもよ
い。オーバーレイ・ネットワークエッジは、アクセススイッチ（またはＴｏＲスイッチ）
またはアグリゲーションスイッチ（またはＥｏＲスイッチ）のようなネットワークスイッ
チでもよい。オーバーレイ・ネットワークエッジは、サーバ内の仮想スイッチにさらに対
応することがある。拡張アドレス解決・スキームを使用するオーバーレイ・ネットワーク
のための２つのシナリオが存在することがある。第１のシナリオは、ＴＲＩＬＬまたはＭ
ＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣネットワークの場合のような対称スキームに対応する。このシナリオ
では、オーバーレイ・エッジノードは、カプセル化部分とカプセル化解除部分との両方を
実行することがある。第２のシナリオは、オーバーレイ・ネットワークが上記非対称ネッ
トワーク・アドレス・カプセル化スキームを実施することがある非対称スキームに対応す
る。
【０１５５】
　図２９は、オーバーレイ・ネットワークにおいて実施されることがある拡張アドレス解
決方法２９００の実施形態を例示する。拡張アドレス解決方法２９００は、第１のＶＭ　
２９１０（ＶＭ　Ａ）が第２のＶＭ　２９８０（ＶＭ　Ｂ）のためアドレス指定されたフ
レームまたはパケットを第１のゲートウェイまたはハイパーバイザ（ＨＶ）２９２０（Ｈ
Ｖ　Ａ）に送信することがあるステップ２９０１から始まる。ＶＭ　ＡおよびＶＭ　Ｂは
、異なる区域内のエンドホストでもよい。ＶＭ　Ａは、第１の区域においてＨＶ　Ａに接
続されることがあり、ＶＭ　Ｂは、第２の区域において第２のゲートウェイスイッチまた
はＨＶ　２９７０（ＨＶ　Ｂ）に接続されることがある。ＨＶは、データフレームまたは
パケット上でオーバーレイ・ネットワーク・アドレス・ヘッダをカプセル化または追加す
るために構成されたオーバーレイ・ネットワーク・ノードでもよい。対称スキームシナリ
オでは、ＨＶは、ＤＢＢ、ＴＲＩＬＬエッジノード、またはＭＡＣ－ｉｎ－ＭＡＣエッジ
ノードになることがある。非対称スキームシナリオでは、ＨＶは、ハイパーバイザ内部の
仮想スイッチ、ゲートウェイスイッチ、またはアクセススイッチになることがある。
【０１５６】
　ステップ２９０２で、ＨＶ　Ａは、ＶＭ　Ｂ　ＩＰアドレスからＶＭ　Ｂ　ＭＡＣアド
レス、そして、対称スキームの場合、ＨＶ　Ｂ　ＭＡＣアドレスペアへのマッピングを取
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り出すためにアドレス解決（ＡＲ）要求をＡＲＰサーバ２９３０に送信することがある。
ＡＲＰサーバは、ＤＳ　１９４０のようなＤＳサーバを備えるか、または、ＤＳサーバに
対応することがある。非対称スキームでは、マッピングは、ＶＭ　Ｂ　ＩＰアドレスから
ＶＭ　Ｂ　ＭＡＣアドレス、および、第２のＤＢＢ　２９６０（ＤＢＢ　Ｂ）ＭＡＣアド
レスペアへのマッピングになることがある。ＤＢＢ　Ｂは、ＶＭ　Ｂの同じ区域内のリモ
ートＤＢＢでもよい。
【０１５７】
　ＨＶ　Ａは、ローカルＶＭからの（ブロードキャストされた）ＡＲＰ要求をインターセ
プトし、ＡＲＰ要求をＤＳサーバに転送するためにさらに構成されることがある。ＨＶ　
Ａは、その後、ＤＳサーバからＥＡＲＰ応答を取り出し、（ＥＡＲＰ応答によって指示さ
れるように）ターゲットアドレスとターゲット・ゲートウェイ・アドレスとの間のマッピ
ングをキャッシュすることがある。ターゲット・ゲートウェイ・アドレスは、ここでは、
ターゲット・ロケーション・アドレスと呼ばれることもある。別の実施形態では、ＨＶ　
ＡによってＡＲＰ要求をインターセプトする代わりに、ＤＳサーバは、定期的もしくは周
期的に、または、ＶＭが区域の間で移動または移るときに連結マッピング情報をＨＶ　Ａ
に送信することがある。連結マッピング情報は、上述の仮想レイヤ２ネットワーク内のＬ
２ＧＷと交換された同じ情報を備えることがある。たとえば、連結マッピング情報は、上
述のとおり、無償グループアナウンスメントとしてフォーマット化されることがある。
【０１５８】
　ステップ２９０３で、ＨＶ　Ａは、対称スキームの場合、（ＳＡ：ＶＭ　ＡＭＡＣ、Ｄ
Ａ：ＶＭ　Ｂ　ＭＡＣ）を備える内部・アドレス・ヘッダと、（ＳＡ：ＨＶ　Ａ　ＭＡＣ
、ＤＡ：ＨＶ　Ｂ　ＭＡＣ）を備える外部ヘッダとを作成することがある。非対称スキー
ムでは、外部ヘッダは、（ＳＡ：ＨＶ　Ａ　ＭＡＣ、ＤＡ：ＤＢＢ　Ｂ　ＭＡＣ）を備え
ることがある。ＨＶ　Ａは、内部ヘッダおよび外部ヘッダをＶＭ　Ａから受信されたフレ
ームに付加し、結果として得られたフレームを同じ区域内のＨＶ　Ａに接続されたブリッ
ジ２９４０に送信することがある。この区域の内部で、ＨＶ　Ｂ　ＭＡＣまたはＤＢＢ　
Ｂ　ＭＡＣになることがある外部ヘッダのＤＡは、不明であることがある。
【０１５９】
　ステップ２９０４で、フレームは、ブリッジ２９４０から区域内の第１のＤＢＢ　２９
５０（ＤＢＢ　Ａ）に転送されることがある。コアは、ルーテッド転送（たとえば、８０
２．１ａｑ　ＳＰＢＭまたはＴＲＩＬＬ）で動作していることがあり、ラーニングは、コ
ア内でディセーブル状態にされることがあるので、ＤＢＢ　Ａで、ＤＡ　ＨＶ　Ｂ　ＭＡ
ＣまたはＤＢＢ　Ｂ　ＭＡＣは、知られていることがある。ステップ２９０５で、ＤＢＢ
　Ａは、フレームをＤＢＢ　Ｂに転送することがある。
【０１６０】
　ステップ２９０６で、ＤＢＢは、対称スキームの場合、ルーティングサブシステムから
すべてのＨＶアドレスを知っているので、ＤＢＢ　Ｂは、フレームをＨＶ　Ｂに転送する
ことがある。非対称スキームでは、ＤＢＢは、（ＤＡ：ＤＢＢ　ＭＡＣ）を備える外部ヘ
ッダを取り外し、区域に局所的なアドレスは、登録され、区域内で知られていることがあ
るので、残りのヘッダ中でフレームをＶＭ　Ｂ　ＭＡＣに転送することがある。
【０１６１】
　ステップ２９０７で、ＨＶ　Ｂは、フレームを受信し、（ＤＡ：ＨＶ　Ｂ　ＭＡＣ）を
備える外部ヘッダを取り外し、対称スキームの場合、サーバに局所的なアドレスは、ＨＶ
　Ｂに知られているので、結果として得られるフレームを残りのヘッダ中でＶＭ　Ｂ　Ｍ
ＡＣに転送することがある。付加的には、ＨＶ　Ｂは、ＶＭ　Ａ　ＭＡＣ（残りのヘッダ
中のＳＡ）からＨＶ　Ａ　ＭＡＣ（取り外されたヘッダ中のＳＡ）へのマッピングを知る
ことがあり、このマッピングは、ＶＭ　ＢからＶＭ　Ａへの応答フレーム中で実質的に使
用されることがある。非対称スキームでは、フレームをＨＶ　Ｂに転送することに加えて
、ＨＶ　Ｂは、ＶＭ　Ａ　ＭＡＣ（残りのヘッダ中のＳＡ）からＤＢＢ　Ａ　ＭＡＣへの
マッピングを取り出すために、ＡＲＰメッセージをＡＲＰ（またはＤＳ）サーバ２９３０
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に送信することがあり、このマッピングは、ＶＭ　ＢからＶＭ　Ａへの応答フレーム中で
引き続き使用されることがある。
【０１６２】
　ＶＭ　Ｂは、その後、ＶＭ　Ａ（ＩＰ宛先アドレス）にアドレス指定されたフレームを
送信することがある。ステップ２９０８で、ＨＶ　Ｂは、対称スキームの場合に、（ＳＡ
：ＶＭ　Ｂ　ＭＡＣ、ＤＡ：ＶＭ　Ａ　ＭＡＣ）を備える内部・アドレス・ヘッダと、（
ＳＡ：ＨＶ　Ｂ　ＭＡＣ、ＤＡ：ＨＶ　Ａ　ＭＡＣ）を備え外部ヘッダとをフレームに作
成することがある。ＨＶ　Ｂは、前に受信されたメッセージまたはＡＲ応答から、ＶＭ　
Ａ　ＩＰ対ＶＭ　Ａ　ＭＡＣマッピングと、ＶＭ　Ａ　ＭＡＣ対ＨＶ　Ａ　ＭＡＣマッピ
ングとを維持することがある。非対称スキームでは、外部ヘッダは、（ＳＡ：ＨＶ　Ｂ　
ＭＡＣ、ＤＡ：ＤＢＢ　Ａ　ＭＡＣ）を備えることがある。ＨＶ　Ｂは、前に受信された
ＡＲ応答から、ＶＭ　Ａ　ＭＡＣ対ＤＢＢ　Ａ　ＭＡＣマッピングを維持することがある
。代替的には、ＨＶ　Ｂは、必要に応じてマッピングを取り出すために、ＡＲＰメッセー
ジをＡＲＰ（またはＤＳ）サーバに送信することがある。フレームは、その後、上記ステ
ップの場合と同じ方法で（たとえば、逆方向に）ＶＭ　ＢからＶＭ　Ａに転送されること
がある。この方法２９００は、その後、終了することがある。
【０１６３】
　実施形態では、ネットワークは、複数のノードに接続され、ヘッダを出力フレームに付
加することによりノードからの複数の出力フレームをカプセル化するために構成されてい
るスイッチを備えることがある。ネットワークは、ローカルサイト内で複数のローカルノ
ードに接続されている複数のローカルスイッチに接続された複数のダウンストリームポー
トと、複数のリモートゲートウェイおよびネットワーク内の複数のコアスイッチに接続さ
れているアップストリームポートとを備えるゲートウェイをさらに備えることがある。ゲ
ートウェイは、入力フレームからヘッダを取り外すことにより、リモートゲートウェイよ
り下にある複数のリモートノードからスイッチを含むゲートウェイより下にあるローカル
スイッチを介して接続されているローカルノードへの複数の入力フレームをカプセル化解
除するために構成されることがある。スイッチによってヘッダを出力フレームに付加する
ことは、ノードから出力フレームを転送するため使用されるネットワーク内のリモートゲ
ートウェイおよびコアスイッチ内の転送アドレステーブルのサイズを縮小することがある
。
【０１６４】
　さらに、スイッチは、仮想スイッチでも、非仮想すなわち物理スイッチでもよい。スイ
ッチに接続されたノードは、複数のホスト、アプリケーション、仮想マシン、サーバ、コ
ンポーネントと通信する他のネットワーク、または、これらの組み合わせを備えることが
ある。付加的には、ゲートウェイは、リモート・ゲートウェイ・スイッチを指示する外部
ヘッダ内に宛先アドレスフィールドを含む複数の予めカプセル化されたデータフレームを
受信することがある。カプセル化は、ゲートウェイスイッチのダウンストリームポートに
接続されたローカルスイッチによって実行されることがある。ゲートウェイは、複数の予
めカプセル化されたデータフレームをリモート・ゲートウェイ・スイッチに、カプセル化
することなく、さらに転送することがある。
【０１６５】
　付加的には、フレーム中の外部ヘッダ内の送信元アドレスフィールドは、フレームがゲ
ートウェイより下にあるローカルスイッチのうちの１つによってカプセル化されている場
合でさえ、ゲートウェイのプロキシまたは代表アドレスになることがある。外部ヘッダの
送信元アドレスフィールド中のゲートウェイのプロキシまたは代表アドレスを使用するこ
とは、ゲートウェイのアドレスに一致する送信元アドレスをもつローカルスイッチのうち
の１つからフレームを受信するゲートウェイによる混乱を防止し、ローカルスイッチおよ
びローカルノードのアドレスがリモート・ゲートウェイ・スイッチおよびコアスイッチか
ら見えないようにすることがある。ゲートウェイより下にあるローカルスイッチは、ゲー
トウェイからカプセル化解除されたデータフレームを受信し、ローカルスイッチのＦＤＢ
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に基づいてゲートウェイからローカルノードにカプセル化解除されたデータフレームを転
送することがある。ゲートウェイの転送アドレステーブルは、ゲートウェイより下にある
ローカルスイッチに接続されたローカルノード、リモートゲートウェイ、およびコアスイ
ッチのためのローカルＦＤＢまたはＦＩＢを備えることがある。ＦＤＢまたはＦＩＢは、
リモートゲートウェイより下にあるリモートノードのためのエントリを備えないことがあ
る。コアスイッチ内のＦＤＢは、ゲートウェイおよびリモートゲートウェイを含むゲート
ウェイのためのエントリだけを備えることがある。
【０１６６】
　リモートｓからの入力フレームからヘッダを取り外すことは、フレームをローカルノー
ドに転送するため使用されるローカルスイッチ内の転送アドレステーブルのサイズを縮小
することがある。ローカルスイッチ内のＦＤＢまたはＦＩＢは、リモートゲートウェイお
よびリモートゲートウェイより下にあるリモートノードのためのエントリを必要としない
ことがある。ゲートウェイより下にあるローカルスイッチのＦＤＢまたはＦＩＢは、ゲー
トウェイを含む複数のローカルゲートウェイより下にあるすべてのローカルノードのエン
トリを備えることがある。スイッチは、ローカルノードからのＡＲＰ／ＮＤ要求を取り扱
うために構成されたＡＲＰプロキシをさらに備えることがある。
【０１６７】
　図３０は、ネットワークを介してパケットを送信／受信する機器になることがあるネッ
トワーク・コンポーネント・ユニット３０００の実施形態を例示する。たとえば、ネット
ワーク・コンポーネント・ユニット３０００は、仮想／スードレイヤ２ネットワーク内の
異なるロケーション／ドメインを越えてＬ２ＧＷに位置することがある。ネットワーク・
コンポーネント・ユニット３０００は、他のネットワークコンポーネントからパケット、
オブジェクト、またはＴＬＶを受信する１つ以上の入口ポートまたはユニット３０１０と
、パケットを送信する先のネットワークコンポーネントを決定する論理回路３０２０と、
フレームを他のネットワークコンポーネントに伝送する１つ以上の出口ポートまたはユニ
ット３０３０とを備えることがある。
【０１６８】
　上述のネットワークコンポーネントは、このコンポーネントに加えられる必要な負荷を
取り扱うために十分な処理能力と、メモリリソースと、ネットワークスループット能力と
をもつコンピュータシステムまたはネットワークコンポーネントのような汎用ネットワー
クコンポーネント上に実施されることがある。図３１は、ここに開示されたコンポーネン
トの１つ以上の実施形態を実施するため適した典型的な汎用コンピュータシステム３１０
０を例示する。汎用コンピュータシステム３１００は、補助記憶装置３１０４を含むメモ
リ機器と通信しているプロセッサ３１０２（ＣＰＵと呼ばれることもある）と、リード・
オンリー・メモリ（ＲＯＭ）３１０６と、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）３１０
８と、入力／出力（Ｉ／Ｏ）機器３１１０と、ネットワーク接続機器３１１２とを含む。
プロセッサ３１０２は、１つ以上のＣＰＵチップとして実施されることがあり、または、
１つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）の一部分でもよい。
【０１６９】
　補助記憶装置３１０４は、典型的には、１台以上のディスクドライブまたはテープドラ
イブを備え、データの不揮発性記憶のため使用され、そして、ＲＡＭ　３１０８がすべて
の作業データを保持するために十分に大きくされていない場合、オーバーフローデータ記
憶装置として使用される。補助記憶装置３１０４は、プログラムが実行のため選択された
とき、ＲＡＭ　３１０８にロードされたこのようなプログラムを記憶するために使用され
ることがある。ＲＯＭ　３１０６は、命令と、おそらくは、プログラム実行中に読み出さ
れるデータとを記憶するために使用される。ＲＯＭ　３１０６は、典型的に、補助記憶装
置３１０４の大記憶容量と比較して小さい記憶容量を有する不揮発性記憶装置である。Ｒ
ＡＭ　３１０８は、揮発性データを記憶するために、そして、おそらくは、命令を記憶す
るために使用される。ＲＯＭ　３１０６およびＲＡＭ　３１０８の両方へのアクセスは、
典型的に補助記憶装置３１０４へのアクセスより高速である。
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　少なくとも１つの実施形態が開示され、当業者によって行われた実施形態（群）および
／または実施形態（群）の特徴の変形、組み合わせ、および／または変更は、開示内容の
範囲内である。実施形態（群）の特徴の組み合わせ、統合、および／または省略から生ま
れる代替的な実施形態は、同様に開示内容の範囲内である。数値範囲または限定が明示さ
れている場合、このような明確な範囲または限定は、明示された範囲または限定の範囲に
入る同種の大きさの反復的な範囲または限定を含む（たとえば、約１から約１０は、２、
３、４などを含み、０．１０より大は、０．１１、０．１２、０．１３などを含む）こと
が理解されるべきである。たとえば、下限Ｒｌおよび上限Ｒｕをもつ数値範囲が開示され
たときはいつでも、この範囲に入るあらゆる数値が具体的に開示されている。特に、範囲
内の以下の数値が具体的に開示される：Ｒ＝Ｒｌ＋ｋ＊（Ｒｕ－Ｒｌ）、式中、ｋは、１
パーセントから１００パーセントまで１パーセント刻みで変動する変数であり、すなわち
、ｋは、１パーセント、２パーセント、３パーセント、４パーセント、７パーセント、・
・・、７０パーセント、７１パーセント、７２パーセント、・・・、９７パーセント、９
６パーセント、９７パーセント、９８パーセント、９９パーセント、または１００パーセ
ントである。さらに、上記において定義されたような２つのＲ数によって定義された数値
範囲は、同様に具体的に開示されている。請求項のいずれかの要素に関する用語「所望に
よっては（ｏｐｔｉｏｎａｌｌｙ）」の使用は、この要素が必要とされること、または、
代替的には、この要素が必要とされないこと、そして、これらの代案がどちらも請求項の
範囲に含まれることを意味する。「～を備える」、「～を含む」、および「～を有する」
のようなより広義の用語の使用は、「～からなる」、「本質的に～からなる」、および「
実質的に～で構成される」のようなより狭義の用語をサポートすることが理解されるべき
である。結果として、保護の範囲は、上述の記載によって制限されるのではなく、請求項
によって定められ、この保護の範囲は、請求項の主題のすべての均等物を含んでいる。あ
りとあらゆる請求項は、さらなる開示内容として明細書に組み込まれ、請求項は、本開示
の実施形態（群）である。開示中の引例の検討は、この引例、特に、本願の優先日より後
の公開日を有する引例が先行技術であるという自認ではない。本開示において引用された
すべての特許、特許出願、刊行物の開示内容は、典型的な、手続き的な、または、その他
の詳細な補足を本開示に加える程度まで、参照によって組み込まれる。
【０１７１】
　いくつかの実施形態が本開示に記載されているが、開示されたシステムおよび方法は、
本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく、多くの他の具体的な形式で具現化されて
もよいことが理解されるべきである。本実施例は、限定ではなく、例示としてみなされる
べきであり、ここに記載された細部に限定されないことを意図している。たとえば、様々
な要素またはコンポーネントは、組み合わされることがあり、もしくは、別のシステムに
統合されることがあり、または、ある種の特徴は、省略されること、または、実施されな
いことがある。
【０１７２】
　さらに、個別または別個に様々な実施形態において記載され、例示された手法、システ
ム、サブシステム、および方法は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のシステム、
モジュール、手法、または方法と組み合わされ、または、統合されることがある。互いに
結合され、もしくは、直接的に結合され、または、通信するもとのとして示されるか、ま
たは、検討された他の要素は、電気的、機械的、または、それ以外を問わずに何らかのイ
ンターフェース、機器、または、中間コンポーネントを介して間接的に結合され、または
、通信することがある。変更、置換、および代替の他の実施例は、当業者によって確かめ
ることが可能であり、ここに開示された趣旨および範囲から逸脱することなく行われ得る
であろう。
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