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(57)【要約】
本発明の実施形態は、ネットワーク仮想化のデータ伝送
のための方法、デバイス、及びルーティングシステムを
開示する。これらは、通信の分野に関係があり、仮想ク
ラスタシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及び
Ｌ３ＶＰＮサービスをサポートする場合にネットワーク
仮想化システム内のサービスの接続性を分離して、ソフ
トウェアネットワーク仮想化システムが効率よく且つ高
い品質で様々なタイプのサービスをサポートすることが
できるようにする。方法は、制御デバイスにおいてリモ
ートアクセスノードの外部インタフェースのための仮想
化されたリモート論理インタフェースを生成するステッ
プと、仮想化されたリモート論理インタフェースにおい
て構成されているサービスに従ってサービスのサービス
タイプを識別し、リモートアクセスノード及びコアアグ
リゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエン
トリを生成するステップと、制御デバイスによって仮想
リンクフォワーディングエントリをリモートアクセスノ
ード及びコアアグリゲーションノードへ送信して、コア
アグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法であって、
　制御デバイスにおいてリモートアクセスノードの外部インタフェースのための仮想化さ
れたリモート論理インタフェースを生成するステップであって、前記リモートアクセスノ
ードの前記外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続するよう構成される
インタフェースである、ステップと、
　前記制御デバイスによって前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成
されているサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセ
スノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成
するステップであって、該仮想リンクフォワーディングエントリが、前記コアアグリゲー
ションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの
仮想リンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲーションノードの仮想
リンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフ
ェースが前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、前記リモートアクセスノ
ードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のインタフェースが前記外
部インタフェースである、ステップと、
　前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードとの間の仮想リンクを
セットアップするように、前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエ
ントリを前記リモートアクセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ送信するス
テップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記制御デバイスによって、中央集権化された計算を前記仮想化されたリモート論理イ
ンタフェースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サービスのサービ
スプロトコルに従って実行することで前記コアアグリゲーションノードのサービスフォワ
ーディングエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを前記コアアグリゲ
ーションノードへ送信するステップを更に有し、
　前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想
化されたリモート論理インタフェースである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコ
ルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネット
ワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートア
クセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ送信する前記ステップは、
　前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記コアアグリ
ゲーションノードへ前記制御デバイスと前記コアアグリゲーションノードとの間の制御チ
ャネルを通じて送信し、前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエン
トリを前記リモートアクセスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーシ
ョンノードとの間の制御チャネルを通じて送信することを有する、
　請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード及び前記バックアップフレー



(3) JP 2016-511978 A 2016.4.21

10

20

30

40

50

ムとしてのコアアグリゲーションノードは、前記制御デバイスを共有し、
　前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートア
クセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ送信する前記ステップは、前記制御
デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノー
ド、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード、及び前記バックアップフ
レームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信することを具体的に有する、
　請求項１乃至４のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記サービスフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーションノードへ送信する
前記ステップは、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サー
ビスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し
、該第１サービスフォワーディングエントリを前記メインフレームとしてのコアアグリゲ
ーションノードへ送信することと、
　前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第
２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを二次ルートとして
設定し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックアップフレームとしての
コアアグリゲーションノードへ送信することと
　を有する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法であって、
　コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノードの外部インタフェース
のための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するステップであって、前記リ
モートアクセスノードの前記外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続す
るよう構成されるインタフェースである、ステップと、
　前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想化されたリモート論理インタフェー
スにおいて構成されているサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記
リモートアクセスノード及び前記コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディ
ングエントリを生成するステップであって、該仮想リンクフォワーディングエントリが、
前記コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモー
トアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲー
ションノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Ci
rcuit）のインタフェースが前記仮想化されたリモート論理インタフェースである、ステ
ップと、
　前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードとの間の仮想リンクを
セットアップするように、前記コアアグリゲーションノードによって、前記コアアグリゲ
ーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを記憶し、前記リモートアクセス
ノードの仮想リンクフォワーディングエントリを該リモートアクセスノードへ送信するス
テップと
　を有する方法。
【請求項８】
　前記コアアグリゲーションノードによって、中央集権化された計算を前記仮想化された
リモート論理インタフェースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サ
ービスのサービスプロトコルに従って実行することで前記コアアグリゲーションノードの
サービスフォワーディングエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを記
憶するステップを更に有し、
　前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想
化されたリモート論理インタフェースである、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
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　前記サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコ
ルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネット
ワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを
前記リモートアクセスノードへ送信する前記ステップは、
　前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを
前記リモートアクセスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーションノ
ードとの間の制御チャネルを通じて送信することを有する、
　請求項７乃至９のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを
前記リモートアクセスノードへ送信する前記ステップは、前記メインフレームとしてのコ
アアグリゲーションノードによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモ
ートアクセスノード及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノード
へ送信することを具体的に有する、
　請求項７乃至１０のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードによって、該メインフレーム
としてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サービスフォワーディング
エントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し、該第１サービスフォ
ワーディングエントリを記憶するステップと、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードによって、前記バックアップ
フレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第２サービスフォワー
ディングエントリにおけるルーティングエントリを二次ルートとして設定し、該第２サー
ビスフォワーディングエントリを前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーショ
ンノードへ送信するステップと
　を有する請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　制御デバイスであって、
　当該制御デバイスにおいてリモートアクセスノードの外部インタフェースのための仮想
化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構成され、前記リモートアクセスノ
ードの前記外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続するよう構成される
インタフェースである、論理インタフェース設定部と、
　前記論理インタフェース設定部によって生成される前記仮想化されたリモート論理イン
タフェースにおいて構成されているサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別
し、前記リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワー
ディングエントリを生成するよう構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリが、
前記コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモー
トアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲー
ションノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Ci
rcuit）のインタフェースが前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、前記
リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のイン
タフェースが前記外部インタフェースである、データ計算部と、
　前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードとの間の仮想リンクを
セットアップするように、前記データ計算部によって生成される前記仮想リンクフォワー
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ディングエントリを前記リモートアクセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ
送信するよう構成されるデータ送信部と
　を有する制御デバイス。
【請求項１４】
　前記データ計算部は、中央集権化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフ
ェースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロ
トコルに従って実行することで前記コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディ
ングエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーショ
ンノードへ送信するよう更に構成され、
　前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想
化されたリモート論理インタフェースである、
　請求項１３に記載の制御デバイス。
【請求項１５】
　前記サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコ
ルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネット
ワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する、
　請求項１４に記載の制御デバイス。
【請求項１６】
　前記データ送信部は、
　前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーションノードへ当該制
御デバイスと前記コアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを通じて送信し、当
該制御デバイスを使用することによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記
リモートアクセスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーションノード
との間の制御チャネルを通じて送信するよう構成されるデータ送信サブユニット
　を有する、請求項１４乃至１５のうちいずれか一項に記載の制御デバイス。
【請求項１７】
　前記コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード及び前記バックアップフレー
ムとしてのコアアグリゲーションノードは、当該制御デバイスを共有し、
　前記データ送信部は具体的に、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモー
トアクセスノード、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード、及び前記
バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成され
る、
　請求項１４乃至１６のうちいずれか一項に記載の制御デバイス。
【請求項１８】
　前記データ送信部は、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのため
に生成される第１サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一
次ルートとして設定し、該第１サービスフォワーディングエントリを前記メインフレーム
としてのコアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成され、
　前記データ送信部は、前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノード
のために生成される第２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエント
リを二次ルートとして設定し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックア
ップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成される、
　請求項１７に記載のデバイス。
【請求項１９】
　コアアグリゲーションノードであって、
　当該コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノードの外部インタフェ
ースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構成され、前記リ
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モートアクセスノードの前記外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続す
るよう構成されるインタフェースである、論理インタフェース設定部と、
　前記論理インタフェース設定部によって生成される前記仮想化されたリモート論理イン
タフェースにおいて構成されているサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別
し、前記リモートアクセスノード及び当該コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォ
ワーディングエントリを生成するよう構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリ
が、当該コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リ
モートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリとを有し、当該コアアグリ
ゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment
　Circuit）のインタフェースが前記仮想化されたリモート論理インタフェースである、
データ計算部と、
　当該コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードとの間の仮想リンクを
セットアップするように、当該コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディン
グエントリを記憶し、前記リモートアクセスノードのものであり、前記データ計算部によ
って生成された仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノードへ送
信するよう構成されるデータ送信部と
　を有するコアアグリゲーションノード。
【請求項２０】
　前記データ計算部は、中央集権化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフ
ェースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロ
トコルに従って実行することで当該コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディ
ングエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを記憶するよう更に構成さ
れ、
　前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想
化されたリモート論理インタフェースである、
　請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコ
ルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネット
ワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する、
　請求項２０に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記データ送信部は、
　前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノードへ該リモート
アクセスノードと当該コアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを通じて送信す
るよう構成されるデータ送信サブユニット
　を有する、請求項１９乃至２１のうちいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２３】
　当該コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記データ送信部は具体的に、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモー
トアクセスノード及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ
送信するよう更に構成される、
　請求項１９乃至２２のうちいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２４】
　前記データ送信部は、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サー
ビスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し
、該第１サービスフォワーディングエントリを記憶し、
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　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードを使用することによって、前
記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第２サ
ービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを二次ルートとして設定
し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックアップフレームとしてのコア
アグリゲーションノードへ送信する
　よう更に構成される、請求項２３に記載のデバイス。
【請求項２５】
　データバスを使用することによって接続されるプロセッサ及びメモリと、前記プロセッ
サ及び前記メモリへ別々に接続される通信ポートとを有する制御デバイスであって、
　前記プロセッサは、当該制御デバイスにおいてリモートアクセスノードの外部インタフ
ェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構成され、前記
リモートアクセスノードの前記外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ接続
するよう構成されるインタフェースであり、
　前記プロセッサは、前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されて
いるサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセスノー
ド及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成するよ
う更に構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリは、前記コアアグリゲーション
ノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲーションノードの仮想リンク
フォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェース
は前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、前記リモートアクセスノードの
仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のインタフェースは前記外部イン
タフェースであり、
　前記プロセッサは、前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードと
の間の仮想リンクをセットアップするように、少なくとも１つの前記通信インタフェース
を通じて前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノード及び前
記コアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成される、
　制御デバイス。
【請求項２６】
　前記プロセッサは、中央集権化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフェ
ースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロト
コルに従って実行することで前記コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディン
グエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーション
ノードへ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて送信するよう更に構成され、
　前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想
化されたリモート論理インタフェースである、
　請求項２５に記載のデバイス。
【請求項２７】
　前記サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコ
ルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネット
ワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する、
　請求項２６に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記プロセッサは、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーシ
ョンノードへ当該制御デバイスと前記コアアグリゲーションノードとの間の制御チャネル
を通じて且つ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて送信し、当該制御デバイ
スを使用することによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアク
セスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーションノードとの間の制御
チャネルを通じて送信するよう更に構成される、
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　請求項２５乃至２７のうちいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２９】
　前記コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード及び前記バックアップフレー
ムとしてのコアアグリゲーションノードは、当該制御デバイスを共有し、
　前記プロセッサは具体的に、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモート
アクセスノード、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード、及び前記バ
ックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの前記通信イ
ンタフェースを通じて送信するよう更に構成される、
　請求項２５乃至２８のうちいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３０】
　前記プロセッサは、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために
生成される第１サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次
ルートとして設定し、該第１サービスフォワーディングエントリを前記メインフレームと
してのコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて
送信するよう更に構成され、
　前記プロセッサは、前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードの
ために生成される第２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリ
を二次ルートとして設定し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックアッ
プフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの前記通信インタフェ
ースを通じて送信するよう更に構成される、
　請求項２９に記載のデバイス。
【請求項３１】
　データバスを使用することによって接続されるプロセッサ及びメモリと、前記プロセッ
サ及び前記メモリへ別々に接続される通信ポートとを有するコアアグリゲーションノード
であって、
　前記プロセッサは、当該コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノー
ドの外部インタフェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよ
う構成され、前記リモートアクセスノードの前記外部インタフェースは、他のネットワー
クデバイスへ接続するよう構成されるインタフェースであり、
　前記プロセッサは、前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されて
いるサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセスノー
ド及び当該コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成す
るよう更に構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリは、当該コアアグリゲーシ
ョンノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの仮
想リンクフォワーディングエントリとを有し、当該コアアグリゲーションノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェ
ースは前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、
　前記プロセッサは、当該コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードと
の間の仮想リンクをセットアップするように、当該コアアグリゲーションノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリを記憶し、前記リモートアクセスノードの仮想リンクフォ
ワーディングエントリを該リモートアクセスノードへ送信するよう更に構成される、
　コアアグリゲーションノード。
【請求項３２】
　前記プロセッサは、中央集権化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフェ
ースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロト
コルに従って実行することで当該コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディン
グエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを記憶するよう更に構成され
、
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　前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想
化されたリモート論理インタフェースである、
　請求項３１に記載のデバイス。
【請求項３３】
　前記サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコ
ルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネット
ワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する、
　請求項３２に記載のデバイス。
【請求項３４】
　前記プロセッサは、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセス
ノードへ該リモートアクセスノードと当該コアアグリゲーションノードとの間の制御チャ
ネルを通じて且つ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて送信するよう更に構
成される、
　請求項３１乃至３３のうちいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３５】
　当該コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記プロセッサは具体的に、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモート
アクセスノード及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ少
なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて送信するよう更に構成される、
　請求項３１乃至３４のうちいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３６】
　前記プロセッサは、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サー
ビスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し
、該第１サービスフォワーディングエントリを記憶し、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードを使用することによって、前
記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第２サ
ービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを二次ルートとして設定
し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックアップフレームとしてのコア
アグリゲーションノードへ送信する
　よう更に構成される、請求項３５に記載のデバイス。
【請求項３７】
　少なくとも２つのコアアグリゲーションノードと、
　前記コアアグリゲーションノードへ別々に接続される複数のリモートアクセスノードと
、
　前記コアアグリゲーションノードのうちのいずれか１つへ接続される少なくとも１つの
制御デバイスと
　を有し、
　前記制御デバイスは、請求項１３乃至１８のいずれかの制御デバイスであるか、あるい
は、前記制御デバイスは、請求項２５乃至３０のいずれかの制御デバイスである、
　ルーティングシステム。
【請求項３８】
　少なくとも１つのコアアグリゲーションノードと、
　前記少なくとも１つのコアアグリゲーションノードへ接続されるリモートアクセスノー
ドと
　を有し、
　前記コアアグリゲーションノードは、請求項１９乃至２４のいずれかのコアアグリゲー
ションノードであるか、あるいは、前記コアアグリゲーションノードは、請求項３１乃至
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３６のいずれかのコアアグリゲーションノードである、
　ルーティングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信の分野に関し、特に、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法、
デバイス、及びルーティングシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ベース・ステーション・バックホール（RadioAccessNet-work、略してＲＡＮ）は、ベ
ース・トランシーバ・ステーション（Base　Transceiver　Station、略してＢＴＳ）とベ
ース・ステーション・コントローラ（Base　Station　Controller、略してＢＳＣ）との
間で中央集権化されたトランスポートネットワークを指す。インターネット・プロトコル
・ラジオ・アクセス・ネットワーク（Internet　Protocol　Radio　Access　Network、略
してＩＰＲＡＮ）は、ベース・ステーション・バックホールの適用シナリオのために最適
化及びカスタマイズされているルータ／スイッチの全体的解決策であり、オペレーション
管理及びメンテナンス（Operation　Administration　and　Maintenance、略してＯＡＭ
）及び保護機能を改善する、例えば回路シミュレーション及び同期化などの機能を備える
。ＩＰＲＡＮ支援解決策は、メトロポリタン・エリア・ネットワークにおけるアグリゲー
ション／コアレイヤがインターネット・プロトコル／マルチプロトコル・ラベル・スイッ
チング（Internet　Protocol/Multi-Protocol　Label　Switching、略してＩＰ／ＭＰＬ
Ｓ）テクノロジを使用し、アクセスレイヤが主としてエンハンスド・イーサネットテクノ
ロジ又はＩＰ／ＭＰＬＳテクノロジを使用する解決策である。このとき、コアアグリゲー
ションノードで使用されるデバイスは、ＩＰ／ＭＰＬＳをサポートするルータであり、基
地局アクセスノードで使用されるデバイスは、ルータ又はレイヤ３スイッチである。
【０００３】
　目下、ＩＰＲＡＮに対する解決策は、構成及び管理するのが複雑であり、ネットワーク
仮想化テクノロジは、ネットワーク構造を単純化し、費用を削減し、且つ、構成、管理、
及びメンテナンスを簡素化するために、導入されてよい。しかし、メトロポリタン・エリ
ア・ネットワーク及びＩＰＲＡＮのための既存のネットワーク仮想化プロセッシング解決
策において、ネットワーク仮想化ルーティングシステム内の様々なサービスの接続性は、
ネットワーク仮想化ルーティングシステム内のユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３
ＶＰＮサービス、対応するＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービスチャネルなどの種
々のサービスタイプに従って、セットアップすることで実装される。このことは、サービ
スの夫々のタイプについてネットワーク仮想化ルーティングシステム内で相補的な適応を
必要とする。これは、処理するのが複雑であり、接続性が弱い。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施形態は、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法、デバイス、及び
ルーティングシステムを提供し、ネットワーク仮想化ルーティングシステムがユニキャス
トＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービスを処理する場合に、処理するのが複雑であ
り且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーティングシステム内の相補的な適応がサービ
スの夫々のタイプについて必要とされるという問題を解決する。それにより、制御と転送
との分離に基づくネットワーク仮想化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で
様々なタイプのサービスをサポートすることができる。
【０００５】
　上記の目的を達成するよう、本発明の実施形態は、次の技術的解決法を使用する：
【０００６】
　第１の態様に従って、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法であって、
　制御デバイスにおいてリモートアクセスノードの外部インタフェースのための仮想化さ
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れたリモート論理インタフェースを生成するステップであって、前記リモートアクセスノ
ードの前記外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続するよう構成される
インタフェースである、ステップと、
　前記制御デバイスによって前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成
されているサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセ
スノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成
するステップであって、該仮想リンクフォワーディングエントリが、前記コアアグリゲー
ションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの
仮想リンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲーションノードの仮想
リンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフ
ェースが前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、前記リモートアクセスノ
ードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のインタフェースが前記外
部インタフェースである、ステップと、
　前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードとの間の仮想リンクを
セットアップするように、前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエ
ントリを前記リモートアクセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ送信するス
テップと
　を有する方法が提供される。
【０００７】
　第１の態様を参照して、第１の可能な実施様態において、方法は具体的に、前記制御デ
バイスによって、中央集権化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフェース
において構成されている前記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロトコル
に従って実行することで前記コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディングエ
ントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーションノー
ドへ送信するステップを有し、前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンド
インタフェースは、前記仮想化されたリモート論理インタフェースである。
【０００８】
　第１の可能な実施様態を参照して、第２の可能な実施様態において、前記サービスフォ
ワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング
及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネットワークＬ３ＶＰＮル
ーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライベート・ネットワー
クＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する。
【０００９】
　第１の態様、第１の可能な実施様態、又は第２の可能な実施様態を参照して、第３の可
能な実施様態において、
　前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートア
クセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ送信する前記ステップは、
　前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記コアアグリ
ゲーションノードへ前記制御デバイスと前記コアアグリゲーションノードとの間の制御チ
ャネルを通じて送信し、前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエン
トリを前記リモートアクセスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーシ
ョンノードとの間の制御チャネルを通じて送信することを有する。
【００１０】
　第１の態様、第１の可能な実施様態、第２の可能な実施様態、又は第３の可能な実施様
態を参照して、第４の可能な実施様態において、前記コアアグリゲーションノードは、メ
インフレームとしてのコアアグリゲーションノードと、バックアップフレームとしてのコ
アアグリゲーションノードとを有し、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーション
ノード及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードは、前記制御
デバイスを共有し、前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリ
を前記リモートアクセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ送信する前記ステ
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ップは具体的に、前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを
前記リモートアクセスノード、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード
、及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信することを
有する。
【００１１】
　第４の可能な実施様態を参照して、第５の可能な実施様態において、前記サービスフォ
ワーディングエントリを前記コアアグリゲーションノードへ送信する前記ステップは、前
記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サービス
フォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し、該
第１サービスフォワーディングエントリを前記メインフレームとしてのコアアグリゲーシ
ョンノードへ送信することと、前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーション
ノードのために生成される第２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティング
エントリを二次ルートとして設定し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バ
ックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信することとを有する。
【００１２】
　第２の態様に従って、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法であって、
　コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノードの外部インタフェース
のための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するステップであって、前記リ
モートアクセスノードの前記外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続す
るよう構成されるインタフェースである、ステップと、
　前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想化されたリモート論理インタフェー
スにおいて構成されているサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記
リモートアクセスノード及び前記コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディ
ングエントリを生成するステップであって、該仮想リンクフォワーディングエントリが、
前記コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモー
トアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲー
ションノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Ci
rcuit）のインタフェースが前記仮想化されたリモート論理インタフェースである、ステ
ップと、
　前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードとの間の仮想リンクを
セットアップするように、前記コアアグリゲーションノードによって、前記コアアグリゲ
ーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを記憶し、前記リモートアクセス
ノードの仮想リンクフォワーディングエントリを該リモートアクセスノードへ送信するス
テップと
　を有する方法が提供される。
【００１３】
　第２の態様を参照して、第１の可能な実施様態において、方法は具体的に、前記コアア
グリゲーションノードによって、中央集権化された計算を前記仮想化されたリモート論理
インタフェースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サービスのサー
ビスプロトコルに従って実行することで前記コアアグリゲーションノードのサービスフォ
ワーディングエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを記憶するステッ
プを有し、前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、
前記仮想化されたリモート論理インタフェースである。
【００１４】
　第１の可能な実施様態を参照して、第２の可能な実施様態において、前記サービスフォ
ワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング
及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネットワークＬ３ＶＰＮル
ーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライベート・ネットワー
クＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する。
【００１５】
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　第２の態様、第１の可能な実施様態、又は第２の可能な実施様態を参照して、第３の可
能な実施様態において、前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想リンクフォワ
ーディングエントリを前記リモートアクセスノードへ送信する前記ステップは、
　前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを
前記リモートアクセスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーションノ
ードとの間の制御チャネルを通じて送信することを有する。
【００１６】
　第２の態様、第１の可能な実施様態、第２の可能な実施様態、又は第３の可能な実施様
態を参照して、第４の可能な実施様態において、前記コアアグリゲーションノードは、メ
インフレームとしてのコアアグリゲーションノードと、バックアップフレームとしてのコ
アアグリゲーションノードとを有し、前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想
リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノードへ送信する前記ステップ
は具体的に、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードによって前記仮想
リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノード及び前記バックアップフ
レームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信することを有する。
【００１７】
　第４の可能な実施様態を参照して、第５の可能な実施様態において、方法は具体的に、
前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードによって、該メインフレームと
してのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サービスフォワーディングエ
ントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し、該第１サービスフォワ
ーディングエントリを記憶するステップと、前記メインフレームとしてのコアアグリゲー
ションノードによって、前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノード
のために生成される第２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエント
リを二次ルートとして設定し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックア
ップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信するステップとを有する。
【００１８】
　第３の態様に従って、制御デバイスであって、
　当該制御デバイスにおいてリモートアクセスノードの外部インタフェースのための仮想
化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構成され、前記リモートアクセスノ
ードの前記外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続するよう構成される
インタフェースである、論理インタフェース設定部と、
　前記論理インタフェース設定部によって生成される前記仮想化されたリモート論理イン
タフェースにおいて構成されているサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別
し、前記リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワー
ディングエントリを生成するよう構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリが、
前記コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモー
トアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲー
ションノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Ci
rcuit）のインタフェースが前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、前記
リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のイン
タフェースが前記外部インタフェースである、データ計算部と、
　前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードとの間の仮想リンクを
セットアップするように、前記データ計算部によって生成される前記仮想リンクフォワー
ディングエントリを前記リモートアクセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ
送信するよう構成されるデータ送信部と
　を有する制御デバイスが提供される。
【００１９】
　第３の態様に従って、第１の可能な実施様態において、前記データ計算部は、中央集権
化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されている前
記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロトコルに従って実行することで前
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記コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディングエントリを生成し、該サービ
スフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成
され、前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記
仮想化されたリモート論理インタフェースである。
【００２０】
　第１の可能な実施様態を参照して、第２の可能な実施様態において、前記サービスフォ
ワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング
及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネットワークＬ３ＶＰＮル
ーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライベート・ネットワー
クＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する。
【００２１】
　第３の態様、第１の可能な実施様態、又は第２の可能な実施様態を参照して、第３の可
能な実施様態において、前記データ送信部は、
　前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーションノードへ当該制
御デバイスと前記コアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを通じて送信し、当
該制御デバイスを使用することによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記
リモートアクセスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーションノード
との間の制御チャネルを通じて送信するよう構成されるデータ送信サブユニットを有する
。
【００２２】
　第３の態様、第１の可能な実施様態、第２の可能な実施様態、又は第３の可能な実施様
態を参照して、第４の可能な実施様態において、
　前記コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、前記メイ
ンフレームとしてのコアアグリゲーションノード及び前記バックアップフレームとしての
コアアグリゲーションノードは、当該制御デバイスを共有し、
　前記データ送信部は具体的に、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモー
トアクセスノード、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード、及び前記
バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成され
る。
【００２３】
　第４の可能な実施様態を参照して、第５の可能な実施様態において、
　前記データ送信部は、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのため
に生成される第１サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一
次ルートとして設定し、該第１サービスフォワーディングエントリを前記メインフレーム
としてのコアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成され、
　前記データ送信部は、前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノード
のために生成される第２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエント
リを二次ルートとして設定し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックア
ップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成される。
【００２４】
　第４の態様に従って、コアアグリゲーションノードであって、
　当該コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノードの外部インタフェ
ースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構成され、前記リ
モートアクセスノードの前記外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続す
るよう構成されるインタフェースである、論理インタフェース設定部と、
　前記論理インタフェース設定部によって生成される前記仮想化されたリモート論理イン
タフェースにおいて構成されているサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別
し、前記リモートアクセスノード及び当該コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォ
ワーディングエントリを生成するよう構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリ
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が、当該コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リ
モートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリとを有し、当該コアアグリ
ゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment
　Circuit）のインタフェースが前記仮想化されたリモート論理インタフェースである、
データ計算部と、
　当該コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードとの間の仮想リンクを
セットアップするように、当該コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディン
グエントリを記憶し、前記リモートアクセスノードのものであり、前記データ計算部によ
って生成された仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノードへ送
信するよう構成されるデータ送信部と
　を有するコアアグリゲーションノードが提供される。
【００２５】
　第４の態様を参照して、第１の可能な実施様態において、前記データ計算部は、中央集
権化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されている
前記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロトコルに従って実行することで
当該コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディングエントリを生成し、該サー
ビスフォワーディングエントリを記憶するよう更に構成され、前記サービスフォワーディ
ングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想化されたリモート論理インタ
フェースである。
【００２６】
　第１の可能な実施様態を参照して、第２の可能な実施様態において、前記サービスフォ
ワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング
及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネットワークＬ３ＶＰＮル
ーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライベート・ネットワー
クＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する。
【００２７】
　第４の態様、第１の可能な実施様態、又は第２の可能な実施様態を参照して、第３の可
能な実施様態において、前記データ送信部は、
　前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノードへ該リモート
アクセスノードと当該コアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを通じて送信す
るよう構成されるデータ送信サブユニットを有する。
【００２８】
　第４の態様、第１の可能な実施様態、又は第２の可能な実施様態を参照して、第４の可
能な実施様態において、当該コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコ
アアグリゲーションノードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノー
ドとを有し、
　前記データ送信部は具体的に、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモー
トアクセスノード及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ
送信するよう更に構成される。
【００２９】
　第４の可能な実施様態を参照して、第５の可能な実施様態において、前記データ送信部
は、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サ
ービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定
し、該第１サービスフォワーディングエントリを記憶し、前記メインフレームとしてのコ
アアグリゲーションノードを使用することによって、前記バックアップフレームとしての
コアアグリゲーションノードのために生成される第２サービスフォワーディングエントリ
におけるルーティングエントリを二次ルートとして設定し、該第２サービスフォワーディ
ングエントリを前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信す
るよう更に構成される。
【００３０】
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　第５の態様に従って、データバスを使用することによって接続されるプロセッサ及びメ
モリと、前記プロセッサ及び前記メモリへ別々に接続される通信ポートとを有する制御デ
バイスであって、
　前記プロセッサは、当該制御デバイスにおいてリモートアクセスノードの外部インタフ
ェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構成され、前記
リモートアクセスノードの前記外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ接続
するよう構成されるインタフェースであり、
　前記プロセッサは、前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されて
いるサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセスノー
ド及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成するよ
う更に構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリは、前記コアアグリゲーション
ノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲーションノードの仮想リンク
フォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェース
は前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、前記リモートアクセスノードの
仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のインタフェースは前記外部イン
タフェースであり、
　前記プロセッサは、前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードと
の間の仮想リンクをセットアップするように、少なくとも１つの前記通信インタフェース
を通じて前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノード及び前
記コアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成される。
【００３１】
　第５の態様を参照して、第１の可能な実施様態において、前記プロセッサは、中央集権
化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されている前
記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロトコルに従って実行することで前
記コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディングエントリを生成し、該サービ
スフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの前記
通信インタフェースを通じて送信するよう更に構成され、前記サービスフォワーディング
エントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想化されたリモート論理インタフェ
ースである。
【００３２】
　第１の可能な実施様態を参照して、第２の可能な実施様態において、前記サービスフォ
ワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング
及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネットワークＬ３ＶＰＮル
ーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライベート・ネットワー
クＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する。
【００３３】
　第５の態様、第１の可能な実施様態、又は第２の可能な実施様態を参照して、第３の可
能な実施様態において、前記プロセッサは、前記仮想リンクフォワーディングエントリを
前記コアアグリゲーションノードへ当該制御デバイスと前記コアアグリゲーションノード
との間の制御チャネルを通じて且つ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて送
信し、当該制御デバイスを使用することによって前記仮想リンクフォワーディングエント
リを前記リモートアクセスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーショ
ンノードとの間の制御チャネルを通じて送信するよう更に構成される。
【００３４】
　第５の態様、第１の可能な実施様態、第２の可能な実施様態、又は第３の可能な実施様
態を参照して、第４の可能な実施様態において、前記コアアグリゲーションノードは、メ
インフレームとしてのコアアグリゲーションノードと、バックアップフレームとしてのコ
アアグリゲーションノードとを有し、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーション
ノード及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードは、当該制御
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デバイスを共有し、
　前記プロセッサは具体的に、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモート
アクセスノード、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード、及び前記バ
ックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの前記通信イ
ンタフェースを通じて送信するよう更に構成される。
【００３５】
　第４の可能な実施様態を参照して、第５の可能な実施様態において、前記プロセッサは
、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サー
ビスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し
、該第１サービスフォワーディングエントリを前記メインフレームとしてのコアアグリゲ
ーションノードへ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて送信するよう更に構
成され、
　前記プロセッサは、前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードの
ために生成される第２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリ
を二次ルートとして設定し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックアッ
プフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの前記通信インタフェ
ースを通じて送信するよう更に構成される。
【００３６】
　第６の態様に従って、データバスを使用することによって接続されるプロセッサ及びメ
モリと、前記プロセッサ及び前記メモリへ別々に接続される通信ポートとを有するコアア
グリゲーションノードであって、
　前記プロセッサは、当該コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノー
ドの外部インタフェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよ
う構成され、前記リモートアクセスノードの前記外部インタフェースは、他のネットワー
クデバイスへ接続するよう構成されるインタフェースであり、
　前記プロセッサは、前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されて
いるサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセスノー
ド及び前記コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成す
るよう更に構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリは、前記コアアグリゲーシ
ョンノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの仮
想リンクフォワーディングエントリとを有し、当該コアアグリゲーションノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェ
ースは前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、
　前記プロセッサは、当該コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードと
の間の仮想リンクをセットアップするように、当該コアアグリゲーションノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリを記憶し、前記リモートアクセスノードの仮想リンクフォ
ワーディングエントリを該リモートアクセスノードへ送信するよう更に構成される。
【００３７】
　第６の態様を参照して、第１の可能な実施様態において、前記プロセッサは、中央集権
化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されている前
記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロトコルに従って実行することで当
該コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディングエントリを生成し、該サービ
スフォワーディングエントリを記憶するよう更に構成され、前記サービスフォワーディン
グエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想化されたリモート論理インタフ
ェースである。
【００３８】
　第１の可能な実施様態を参照して、第２の可能な実施様態において、前記サービスフォ
ワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング
及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネットワークＬ３ＶＰＮル
ーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライベート・ネットワー
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クＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する。
【００３９】
　第６の態様、第１の可能な実施様態、又は第２の可能な実施様態を参照して、第３の可
能な実施様態において、前記プロセッサは、前記仮想リンクフォワーディングエントリを
前記リモートアクセスノードへ該リモートアクセスノードと当該コアアグリゲーションノ
ードとの間の制御チャネルを通じて且つ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じ
て送信するよう更に構成される。
【００４０】
　第６の態様、第１の可能な実施様態、第２の可能な実施様態、又は第３の可能な実施様
態を参照して、第４の可能な実施様態において、当該コアアグリゲーションノードは、メ
インフレームとしてのコアアグリゲーションノードと、バックアップフレームとしてのコ
アアグリゲーションノードとを有し、
　前記プロセッサは具体的に、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモート
アクセスノード及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ少
なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて送信するよう更に構成される。
【００４１】
　第４の可能な実施様態を参照して、第５の可能な実施様態において、前記プロセッサは
、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サー
ビスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し
、第１サービスフォワーディングエントリを記憶し、前記メインフレームとしてのコアア
グリゲーションノードを使用することによって、前記バックアップフレームとしてのコア
アグリゲーションノードのために生成される第２サービスフォワーディングエントリにお
けるルーティングエントリを二次ルートとして設定し、該第２サービスフォワーディング
エントリを前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信するよ
う更に構成される。
【００４２】
　第７の態様に従って、ルーティングシステムであって、少なくとも２つのコアアグリゲ
ーションノードと、該コアアグリゲーションノードへ別々に接続される複数のリモートア
クセスノードと、前記コアアグリゲーションノードのうちのいずれか１つへ接続される少
なくとも１つの制御デバイスとを有し、前記制御デバイスは、第３の態様に従ういずれか
の制御デバイスであるか、あるいは、前記制御デバイスは、第５の態様に従ういずれかの
制御デバイスである、ルーティングシステムが提供される。
【００４３】
　第８の態様に従って、ルーティングシステムであって、少なくとも１つのコアアグリゲ
ーションノードと、該前記少なくとも１つのコアアグリゲーションノードへ接続されるリ
モートアクセスノードとを有し、前記コアアグリゲーションノードは、第４の態様に従う
いずれかのコアアグリゲーションノードであるか、あるいは、前記コアアグリゲーション
ノードは、第６の態様に従ういずれかのコアアグリゲーションノードである、ルーティン
グシステムが提供される。
【００４４】
　本発明の実施形態によって提供される、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法
、デバイス、及びルーティングシステムに従って、仮想リンクは、ネットワーク仮想化ル
ーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービスを処理す
る場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーティングシ
ステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされるという問題を解
決しながら、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間にセットアッ
プされる。それにより、制御と転送との分離に基づくネットワーク仮想化ルーティングシ
ステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービスをサポートすることができる
。
【図面の簡単な説明】
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【００４５】
　本発明の実施形態における又は先行技術における技術的解決法をより明りょうに記載す
るよう、下記は、実施形態又は先行技術を記載するために必要とされる添付の図面を簡単
に紹介する。明らかに、以下の説明における添付の図面は、単に本発明の幾つかの実施形
態を示し、当業者は、創造的な努力なしでそれらの添付の図面から他の図面を依然として
導き出すことができる。
【００４６】
【図１】本発明の実施形態に従う、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法の略フ
ローチャートである。
【００４７】
【図２】本発明の実施形態に従う、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための他の方法の
略フローチャートである。
【００４８】
【図３】本発明の他の実施形態に従う、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法の
略フローチャートである。
【００４９】
【図４】本発明の他の実施形態に従う、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための他の方
法の略フローチャートである。
【００５０】
【図５】本発明の更なる他の実施形態に従う、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための
方法の略フローチャートである。
【００５１】
【図６】本発明の更なる他の実施形態に従う、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための
他の方法の略フローチャートである。
【００５２】
【図７】本発明の実施形態に従う制御デバイスの略構造図である。
【００５３】
【図８】本発明の実施形態に従う他の制御デバイスの略構造図である。
【００５４】
【図９】本発明の実施形態に従うコアアグリゲーションノードの略構造図である。
【００５５】
【図１０】本発明の実施形態に従う他のコアアグリゲーションノードの略構造図である。
【００５６】
【図１１】本発明の他の実施形態に従う制御デバイスの略構造図である。
【００５７】
【図１２】本発明の他の実施形態に従うコアアグリゲーションノードの略構造図である。
【００５８】
【図１３】本発明の実施形態に従うルーティングシステムの略構造図である。
【００５９】
【図１４】本発明の実施形態に従う他のルーティングシステムの略構造図である。
【００６０】
【図１５】本発明の他の実施形態に従うルーティングシステムの略構造図である。
【００６１】
【図１６】本発明の他の実施形態に従う他のルーティングシステムの略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　下記は、本発明の実施形態における技術的解決法を、本発明の実施形態における添付の
図面を参照して明りょうに且つ完全に記載する。明らかに、記載される実施形態は、本発
明の実施形態の全てよりもむしろ単に部分である。創造的な努力なしで本発明の実施形態
に基づき当業者によって獲得される全ての他の実施形態は、本発明の保護範囲内にあるべ
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きである。
【００６３】
　本発明の実施形態は、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法を提供する。方法
は、仮想クラスタの例に基づき記載され、仮想クラスタの制御及び転送プレーンの分離に
関して実施される。仮想クラスタルーティングシステムは、概して、複数のリモートアク
セスノードＡＰ（Access　Point、略してＡＰ）と、幾つかのコアアグリゲーションノー
ドＭａｓｔｅｒとによって形成され、リモートアクセスノードは、概して、例えば、制御
機能を有さず転送機能しか有さないローエンドのルータ又はスイッチなどのデバイスであ
り、Ｍａｓｔｅｒは、例えば、大容量且つ高性能であるルータ又はスイッチなどのデバイ
スである。本発明は、そのようなアーキテクチャにおいて確立され、具体的な実施形態は
、次のとおりである：
【００６４】
　本発明は、制御デバイスに適用される、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法
を提供する。図１に示されるように、方法は、次のプロセスを含む：
【００６５】
　１０１．制御デバイスにおいて、リモートアクセスノードの外部インタフェースのため
の仮想化されたリモート論理インタフェースを生成する。
【００６６】
　リモートアクセスノードの外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ接続す
るよう構成されるインタフェースである。
【００６７】
　１０２．制御デバイスは、仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成され
ているサービスに従って、サービスのサービスタイプを識別し、リモートアクセスノード
及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成する。
【００６８】
　仮想リンクフォワーディングエントリは、コアアグリゲーションノードの仮想リンクフ
ォワーディングエントリと、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエン
トリとを含む。
【００６９】
　コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線
（Attachment　Circuit）のインタフェースは、仮想化されたリモート論理インタフェー
スであり、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続
回線のインタフェースは、外部インタフェースである。
【００７０】
　更に、制御デバイスは、中央集権化された計算を、仮想化されたリモート論理インタフ
ェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービスプロトコルと
に従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディングエン
トリを生成し、サービスフォワーディングエントリをコアアグリゲーションノードへ送信
する。このとき、サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは
、仮想化されたリモート論理インタフェースである。
【００７１】
　具体的に、サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プ
ロトコルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・
ネットワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想
プライベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを含む。
【００７２】
　本発明のこの実施形態において、ＰＷ（Pseudo　wire）フォワーディングエントリは、
ここでは仮想リンクフォワーディングエントリの例として使用される。実際の状況では、
本発明は、他のタイプの仮想リンクフォワーディングエントリに更に適用可能である。
【００７３】
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　１０３．制御デバイスは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの
間の仮想リンクをセットアップするように、仮想リンクフォワーディングエントリをリモ
ートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードへ送信する。
【００７４】
　本発明のこの実施形態によって提供される、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための
方法に従って、仮想リンクは、ネットワーク仮想化ルーティングシステムがユニキャスト
ＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービスを処理する場合に、処理するのが複雑であり
且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーティングシステム内の相補的な適応がサービス
の夫々のタイプについて必要とされるという問題を解決しながら、コアアグリゲーション
ノードとリモートアクセスノードとの間にセットアップされる。それにより、制御と転送
との分離に基づくネットワーク仮想化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で
様々なタイプのサービスをサポートすることができる。
【００７５】
　本発明は、コアアグリゲーションノードに適用される、ネットワーク仮想化のデータ伝
送のための他の方法を提供する。図２に示されるように。方法は、次のプロセスを含む：
【００７６】
　２０１．コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノードの外部インタ
フェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成する。
【００７７】
　リモートアクセスノードの外部インタフェースは、他のネットワークインタフェースへ
接続するよう構成されるインタフェースである。
【００７８】
　２０２．コアアグリゲーションノードは、仮想化されたリモート論理インタフェースに
おいて構成されているサービスに従って、サービスのサービスタイプを識別し、リモート
アクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリ
を生成する。
【００７９】
　仮想リンクフォワーディングエントリは、ここでは、コアアグリゲーションノードの仮
想リンクフォワーディングエントリと、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーデ
ィングエントリを含む。このとき、コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーデ
ィングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェースは、仮想化
されたリモート論理インタフェースである。
【００８０】
　更に、コアアグリゲーションノードは、中央集権化された計算を、仮想化されたリモー
ト論理インタフェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービ
スプロトコルとに従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワ
ーディングエントリを生成し、サービスフォワーディングエントリを記憶する。このとき
、サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、仮想化された
リモート論理インタフェースである。
【００８１】
　具体的に、サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プ
ロトコルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・
ネットワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想
プライベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを含む。
【００８２】
　本発明のこの実施形態において、ＰＷ（Pseudo　wire）フォワーディングエントリは、
ここでは仮想リンクフォワーディングエントリの例として使用される。実際の状況では、
本発明は、他のタイプの仮想リンクフォワーディングエントリに更に適用可能である。
【００８３】
　２０３．コアアグリゲーションノードは、コアアグリゲーションノードとリモートアク
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セスノードとの間の仮想リンクをセットアップするように、コアアグリゲーションノード
の仮想リンクフォワーディングエントリを記憶し、リモートアクセスノードの仮想リンク
フォワーディングエントリをリモートアクセスノードへ送信する。
【００８４】
　本発明のこの実施形態によって提供される、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための
方法に従って、仮想リンクは、ネットワーク仮想化ルーティングシステムがユニキャスト
ＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービスを処理する場合に、処理するのが複雑であり
且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーティングシステム内の相補的な適応がサービス
の夫々のタイプについて必要とされるという問題を解決しながら、コアアグリゲーション
ノードとリモートアクセスノードとの間にセットアップされる。それにより、制御と転送
との分離に基づくネットワーク仮想化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で
様々なタイプのサービスをサポートすることができる。
【００８５】
　具体的に、下記は、具体的な実施形態を参照して説明する。
【００８６】
　図１及び図２に示される実施形態に基づき、図３に示されるように、本発明の実施形態
は、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法を提供する。すなわち、複数のＭａｓ
ｔｅｒのシナリオにおいて、制御デバイスが、コアアグリゲーションノードとリモートア
クセスノードとの間の仮想リンクをセットアップするように、仮想化されたリモート論理
インタフェースにおいて構成されているサービスに従って、サービスのサービスタイプを
識別し、リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワー
ディングエントリを生成する方法を提供する。方法は、仮想化されたリモート論理インタ
フェースにおいて構成されているサービスに従って、サービスのサービスタイプを識別し
、リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディン
グエントリを生成することを主として含む。図３に示されるように、図３は、コアアグリ
ゲーションノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクをセットアップするプロ
セスを示し、具体的なステップは、次のとおりである：
【００８７】
　３０１．制御デバイスにおいて、リモートアクセスノードの外部インタフェースのため
の仮想化されたリモート論理インタフェースを生成する。
【００８８】
　リモートアクセスノードの外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ接続す
るよう構成されるインタフェースである。
【００８９】
　３０２．制御デバイスは、仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成され
ているサービスに従って、サービスのサービスタイプを識別し、リモートアクセスノード
及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成する。
【００９０】
　仮想リンクフォワーディングエントリは、コアアグリゲーションノードの仮想リンクフ
ォワーディングエントリと、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエン
トリとを含む。
【００９１】
　コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線
（Attachment　Circuit）のインタフェースは、仮想化されたリモート論理インタフェー
スであり、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続
回線のインタフェースは、外部インタフェースである。
【００９２】
　更に、制御デバイスは、中央集権化された計算を、仮想化されたリモート論理インタフ
ェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービスプロトコルと
に従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディングエン
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トリを生成し、サービスフォワーディングエントリをコアアグリゲーションノードへ送信
する。このとき、サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは
、仮想化されたリモート論理インタフェースである。
【００９３】
　具体的に、サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プ
ロトコルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・
ネットワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想
プライベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを含む。
【００９４】
　本発明のこの実施形態において、ＰＷ（Pseudo　wire）フォワーディングエントリは、
ここでは仮想リンクフォワーディングエントリの例として使用される。実際の状況では、
本発明は、他のタイプの仮想リンクフォワーディングエントリに更に適用可能である。
【００９５】
　３０３．制御デバイスは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの
間の仮想リンクをセットアップするように、仮想リンクフォワーディングエントリをリモ
ートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードへ送信する。
【００９６】
　更に、制御デバイスは、仮想リンクフォワーディングエントリをコアアグリゲーション
ノードへ制御デバイスとコアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを通じて送信
し、制御デバイスは、仮想リンクフォワーディングエントリをリモートアクセスノードへ
リモートアクセスノードとコアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを通じて送
信する。
【００９７】
　前述のステップ３０２及びステップ３０３において、２つのＭａｓｔｅｒのシナリオが
例として使用される。コアアグリゲーションノードは、メインＭａｓｔｅｒとバックアッ
プＭａｓｔｅｒとに分類され、メインＭａｓｔｅｒ及びバックアップＭａｓｔｅｒの制御
デバイスは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間のポイント・
ツー・ポイントのリンクをセットアップするように、別々に計算を通じて仮想リンクフォ
ワーディングエントリを生成して、仮想リンクフォワーディングエントリを配信する。
【００９８】
　メインＭａｓｔｅｒの制御デバイスは、計算を通じてリモートアクセスノード及びメイ
ンＭａｓｔｅｒの仮想リンクフォワーディングエントリを生成し、メインＭａｓｔｅｒの
仮想リンクフォワーディングエントリをメインＭａｓｔｅｒへ配信する。加えて、メイン
Ｍａｓｔｅｒは、リモートアクセスノードＡＰの仮想リンクフォワーディングエントリを
、リモートアクセスノードＡＰ（アクセスポイント、略してＡＰ）とバックアップＭａｓ
ｔｅｒとの間の制御チャネルを通じて、リモートアクセスノードＡＰへ配信する。制御チ
ャネルは、例えば、リモートアクセスノードとメインＭａｓｔｅｒとの間又はリモートア
クセスノードとバックアップＭａｓｔｅｒとの間の制御及び管理プロトコルなどの、仮想
クラスタ内にあって、パケットを処理することに関与するチャネルを指す。
【００９９】
　バックアップＭａｓｔｅｒが仮想リンクフォワーディングエントリを計算し送信する方
法は、前述の方法と同じであり、バックアップＭａｓｔｅｒの制御デバイスは、計算を通
じてバックアップＭａｓｔｅｒ及びリモートＡＰの仮想リンクフォワーディングエントリ
を生成し、仮想リンクフォワーディングエントリをバックアップＭａｓｔｅｒへ配信し、
リモートＡＰの仮想リンクフォワーディングエントリをリモートＡＰへバックアップＭａ
ｓｔｅｒとリモートＡＰとの間の制御チャネルを通じて配信する。
【０１００】
　具体的に処理されるサービスプロトコルのために、方法は、以下を含む：
　ａ．制御デバイスは、仮想化されたリモート論理インタフェースをユニキャスト・イン
ターネット・プロトコルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリと結びつけ、
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　ユニキャストＩＰルーティング及びフォワーディングエントリにおけるアウトバウンド
インタフェースは、リモートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲ
ーションノードにおいて生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである；
　あるいは、
　ｂ．制御デバイスは、仮想化されたリモート論理インタフェースをレイヤ３仮想プライ
ベート・ネットワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリと結びつけ
、
　Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリにおけるアウトバウンドインタ
フェースは、リモートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲーショ
ンノードにおいて生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである；
　あるいは、
　ｃ．制御デバイスは、仮想化されたリモート論理インタフェースをレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリと結びつける。
【０１０１】
　本発明のこの実施形態において、Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエントリを処理する場合
に、制御デバイスは、仮想化されたリモート論理インタフェースを、Ｌ２ＶＰＮフォワー
ディングエントリの接続回線（Attachment　Circuit、略してＡＣ）インタフェース・テ
ーブルと結びつける。本発明のこの実施形態において、Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエン
トリの接続回線ＡＣインタフェース・テーブルは例として使用される。しかし、実際のプ
ロセスでは、それは、接続回線ＡＣインタフェース・テーブルと結びつける方法に制限さ
れない。
【０１０２】
　Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエントリにおけるアウトバウンドインタフェースは、リモ
ートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲーションノードにおいて
生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである。
【０１０３】
　本発明のこの実施形態によって提供される、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための
方法に従って、仮想リンクは、コアアグリゲーションノード内での計算を通じて、コアア
グリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間にセットアップされ、対応するサ
ービスプロトコルのルーティング及びフォワーディングエントリは、仮想リンクを通じて
転送され、ネットワーク仮想化ルーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、
及びＬ３ＶＰＮサービスを処理する場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネ
ットワーク仮想化ルーティングシステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプにつ
いて必要とされるという問題を解決する。それにより、制御と転送との分離に基づくネッ
トワーク仮想化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービ
スをサポートすることができる。
【０１０４】
　図１及び図２に示される実施形態に基づき、図４に示されるように、本発明の実施形態
は、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法を提供する。すなわち、単一のＭａｓ
ｔｅｒのシナリオにおいて、制御デバイスが、コアアグリゲーションノードとリモートア
クセスノードとの間の仮想リンクをセットアップするように、仮想化されたリモート論理
インタフェースにおいて構成されているサービスに従って、サービスのサービスタイプを
識別し、リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワー
ディングエントリを生成する方法を提供する。方法は、仮想化されたリモート論理インタ
フェースにおいて構成されているサービスに従って、サービスのサービスタイプを識別し
、リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディン
グエントリを生成することを主として含む。図４に示されるように、図４は、コアアグリ
ゲーションノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクをセットアップするプロ
セスを示し、具体的なステップは、次のとおりである：
【０１０５】
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　４０１．制御デバイスにおいて、リモートアクセスノードの外部インタフェースのため
の仮想化されたリモート論理インタフェースを生成する。
【０１０６】
　リモートアクセスノードの外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ接続す
るよう構成されるインタフェースである。
【０１０７】
　４０２．制御デバイスは、仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成され
ているサービスに従って、サービスのサービスタイプを識別し、リモートアクセスノード
及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成する。
【０１０８】
　仮想リンクフォワーディングエントリは、コアアグリゲーションノードの仮想リンクフ
ォワーディングエントリと、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエン
トリとを含む。
【０１０９】
　コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線
（Attachment　Circuit）のインタフェースは、仮想化されたリモート論理インタフェー
スであり、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続
回線のインタフェースは、外部インタフェースである。
【０１１０】
　更に、制御デバイスは、中央集権化された計算を、仮想化されたリモート論理インタフ
ェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービスプロトコルと
に従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディングエン
トリを生成し、サービスフォワーディングエントリをコアアグリゲーションノードへ送信
する。このとき、サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは
、仮想化されたリモート論理インタフェースである。
【０１１１】
　具体的に、サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プ
ロトコルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・
ネットワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想
プライベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを含む。
【０１１２】
　本発明のこの実施形態において、ＰＷ（Pseudo　wire）フォワーディングエントリは、
ここでは仮想リンクフォワーディングエントリの例として使用される。実際の状況では、
本発明は、他のタイプの仮想リンクフォワーディングエントリに更に適用可能である。
【０１１３】
　４０３．制御デバイスは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの
間の仮想リンクをセットアップするように、仮想リンクフォワーディングエントリをリモ
ートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードへ送信する。
【０１１４】
　更に、コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーション
ノードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを含む。メイン
フレームとしてのコアアグリゲーションノード及びバックアップフレームとしてのコアア
グリゲーションノードは、制御デバイスを共有する。制御デバイスは、仮想リンクフォワ
ーディングエントリをリモートアクセスノードへ送信する。コアアグリゲーションノード
は具体的に、制御デバイスによって、仮想リンクフォワーディングエントリをリモートア
クセスノード、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード、及びバックアップ
フレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信することを含む。
【０１１５】
　具体的に、制御デバイスがサービスフォワーディングエントリをコアアグリゲーション
ノードへ送信することは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために
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生成される第１サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次
ルートとして設定し、第１サービスフォワーディングエントリをメインフレームとしての
コアアグリゲーションノードへ送信することと、バックアップフレームとしてのコアアグ
リゲーションノードのために生成される第２サービスフォワーディングエントリにおける
ルーティングエントリを二次ルートとして設定し、第２サービスフォワーディングエント
リをバックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信することとを含む
。
【０１１６】
　具体的に処理されるサービスプロトコルのために、方法は、以下を含む：
　ａ１．制御デバイスにおいて、仮想化されたリモート論理インタフェースをユニキャス
ト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリと結び
つける。　
　ユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰ（Internet　Protocol、略してＩＰ）
ルーティング及びフォワーディングエントリにおけるアウトバウンドインタフェースは、
リモートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲーションノードにお
いて生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである。　
　ここで、コアアグリゲーションノードにおける仮想化されたリモート論理インタフェー
スは、ユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング及びフォワーディン
グエントリと結びつけられ、それにより、その後のデータ伝送プロセスにおいて、コアア
グリゲーションノードは、仮想化されたリモート論理インタフェースにおいてユニキャス
トＩＰルーティング及びフォワーディングエントリにクエリを行うことによって、ユニキ
ャストＩＰサービスデータを、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードと
の間の仮想リンクを通じて、リモートアクセスノードへ送信する；
　ａ２．ユニキャストＩＰルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう構
成されるアウトバウンドインタフェースがコアアグリゲーションノードのメインフレーム
にあるとき、メインフレームへ配信されるルーティングエントリを一次ルートとして設定
し、バックアップフレームへ配信されるルーティングエントリを二次ルートとして設定す
る。　
　ここで、ユニキャストＩＰルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう
構成されるアウトバウンドインタフェースは、コアアグリゲーションノードのメインフレ
ームにある共通外部インタフェースであってもよい；
　ａ３．ユニキャストＩＰルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう構
成されるアウトバウンドインタフェースがコアアグリゲーションノードのバックアップフ
レームにあるとき、メインフレームへ配信されるルーティングエントリを二次ルートとし
て設定し、バックアップフレームへ配信されるルーティングエントリを一次ルートとして
設定する。　
　ここで、ステップａ２及びステップａ３の方法がユニキャストＩＰルーティング及びフ
ォワーディングを処理するようコアアグリゲーションノードによって適用される場合に、
メインフレームとバックアップフレームとの間で消費されるフレーム間トラフィックは回
避又は低減される。リモートアクセスノードは、仮想リンクフォワーディングエントリに
クエリを行うことによって、サービスデータを、リモートアクセスノードとコアアグリゲ
ーションノードとの間の仮想リンクを通じて、コアアグリゲーションノードへ送信する。
そして、コアアグリゲーションノードは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセ
スノードとの間の仮想リンクを通じて、リモートアクセスノードによって送信されるサー
ビスデータを受け取り、サービスデータがユニキャストＩＰサービスデータであることを
、ユニキャストＩＰルーティング及びフォワーディングエントリにクエリを行うことによ
って学び、ユニキャストＩＰサービスデータを、コアアグリゲーションノードの外部イン
タフェースを通じて送信する；
　あるいは、
　ｂ１．制御デバイスにおいて、仮想化されたリモート論理インタフェースをレイヤ３仮
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想プライベート・ネットワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリと
結びつける。　
　Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリにおけるアウトバウンドインタ
フェースは、リモートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲーショ
ンノードにおいて生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである。　
　ここで、コアアグリゲーションノードにおける仮想化されたリモート論理インタフェー
スは、Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリと結びつけられ、それによ
り、その後のデータ伝送プロセスにおいて、コアアグリゲーションノードは、仮想化され
たリモート論理インタフェースにおいてＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエ
ントリにクエリを行うことによって、Ｌ３ＶＰＮサービスデータを、コアアグリゲーショ
ンノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクを通じて、リモートアクセスノー
ドへ送信する；
　ｂ２．Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう構成され
るアウトバウンドインタフェースがコアアグリゲーションノードのメインフレームにある
とき、メインフレームへ配信されるルーティングエントリを一次ルートとして設定し、バ
ックアップフレームへ配信されるルーティングエントリを二次ルートとして設定する。　
　ここで、Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう構成さ
れるアウトバウンドインタフェースは、コアアグリゲーションノードのメインフレームに
ある共通外部インタフェースであってもよい；
　ｂ３．Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう構成され
るアウトバウンドインタフェースがコアアグリゲーションノードのバックアップフレーム
にあるとき、メインフレームへ配信されるルーティングエントリを二次ルートとして設定
し、バックアップフレームへ配信されるルーティングエントリを一次ルートとして設定す
る。　
　具体的に、ステップｂ２及びステップｂ３の方法がＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワ
ーディングを処理するようコアアグリゲーションノードによって適用される場合に、メイ
ンフレームとバックアップフレームとの間で消費されるフレーム間トラフィックは回避又
は低減される。リモートアクセスノードは、仮想リンクフォワーディングエントリにクエ
リを行うことによって、サービスデータを、リモートアクセスノードとコアアグリゲーシ
ョンノードとの間の仮想リンクを通じて、コアアグリゲーションノードへ送信する。コア
アグリゲーションノードは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの
間の仮想リンクを通じて、リモートアクセスノードによって送信されるサービスデータを
受け取り、サービスデータがＬ３ＶＰＮサービスデータであることを、Ｌ３ＶＰＮルーテ
ィング及びフォワーディングエントリにクエリを行うことによって学び、Ｌ３ＶＰＮサー
ビスデータを、コアアグリゲーションノードの外部インタフェースを通じて送信する；そ
して、
　Ｌ３ＶＰＮ（レイヤ３仮想プライベート・ネットワーク、Layer　3　Virtual　Private
　Network）は、ここでは、ルーティング方式に基づくマルチプロトコル・ラベル・スイ
ッチング仮想プライベート・ネットワーク（Multi-Protocol　Label　Switching　Virtua
l　Private　Network、略してＭＰＬＳ　ＶＰＮ）である。　
　Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリにおけるルーティング及びフォ
ワーディングエントリはＶＲＦであり、ＶＲＦ（Virtual　Routing　Forwarding、仮想ル
ーティング及びフォワーディング・テーブル）は、ここでは、コンピュータネットワーク
において使用されるテクノロジであるＶＰＮルーティング及びフォワーディング（ＶＲＦ
）を指す。それにより、ルーティング・テーブルの複数のインスタンスは、同じ時に同じ
ルータにおいて存在する。ルーティング・インスタンスは独立であるから、同じ又は重複
するＩＰアドレスが、互いに抵触することなしに使用され得る；
　あるいは、
　ｃ．制御デバイスにおいて、仮想化されたリモート論理インタフェースをレイヤ２仮想
プライベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリと結びつける。
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【０１１７】
　Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエントリにおけるアウトバウンドインタフェースは、リモ
ートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲーションノードにおいて
生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである。
【０１１８】
　制御デバイスは、ここでは、コアアグリゲーションノードのメインフレーム及びバック
アップフレームのために別々にネットワーク仮想化システムの外部Ｌ２ＶＰＮフォワーデ
ィングエントリを生成し、Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエントリをメインフレーム及びバ
ックアップフレームへ別々に配信する。メインフレーム及びバックアップフレームは、ネ
ットワーク仮想化システムの外にある仮想リンク及びネットワーク仮想化システムの中に
ある仮想リンクに対する結合処理を別々に完了する。
【０１１９】
　ネットワーク仮想化システムの外にある仮想リンク及びネットワーク仮想化システムの
中にある仮想リンクに対する結合処理は、ネットワーク仮想化システムの中のダウンリン
ク仮想リンクとネットワーク仮想化システムの外の仮想リンクとの間のＬ２ＶＰＮサービ
スデータの接続と、ネットワーク仮想化システムの中のアップリンク仮想リンクとネット
ワーク仮想化システムの外の仮想リンクとの間のＬ２ＶＰＮサービスデータの接続とを結
合することである。
【０１２０】
　具体的に、ネットワーク仮想化システムの中のダウンリンク仮想リンクとネットワーク
仮想化システムの外の仮想リンクとの間のＬ２ＶＰＮサービスデータのデータ伝送プロセ
スは、次のとおりである。制御デバイスがＬ２ＶＰＮサービスを処理する場合に、制御デ
バイスは、メインフレーム及びバックアップフレームと別々に対応するＬ２ＶＰＮフォワ
ーディングエントリを生成し、メインフレームに対応するＬ２ＶＰＮフォワーディングエ
ントリを、制御デバイスとメインフレームとの間の制御チャネルを通じてメインフレーム
へ送信し、バックアップフレームに対応するＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを、制
御デバイスとバックアップフレームとの間の制御チャネルを通じてバックアップフレーム
へ送信する。コアアグリゲーションノードは、Ｌ２ＶＰＮルーティング及びフォワーディ
ングエントリにクエリを行うことによって、アウトバウンドインタフェースが仮想化され
たリモート論理インタフェースであることを学び、仮想化されたリモート論理インタフェ
ースを用いて、ネットワーク仮想化システムの中にある仮想リンクにマッピングし関連付
け、サービスデータをリモートアクセスノードへ仮想リンクを通じて送信する。そして、
リモートアクセスノードは、仮想リンクフォワーディング・テーブルにクエリを行うこと
によって、サービスデータをネットワーク仮想化システムの外へ外部アウトバウンドイン
タフェース（すなわち、ＡＣインタフェース）を通じて送信する。
【０１２１】
　ネットワーク仮想化システムの中のアップリンク仮想リンクとネットワーク仮想化シス
テムの外の仮想リンクとの間のＬ２ＶＰＮサービスデータのデータ伝送プロセスは、次の
とおりである。Ｌ２ＶＰＮサービスデータの転送を処理する場合に、コアアグリゲーショ
ンノードは、メインフレームとバックアップフレームとの間で消費されるフレーム間トラ
フィックを回避又は低減するように、データを転送するための最適な経路を選択する。リ
モートアクセスノードは、外部インタフェース（すなわち、ＡＣインタフェース）を通じ
てサービスデータを受け取り、仮想リンクフォワーディングエントリにクエリを行うこと
によって、サービスデータを対応するコアアグリゲーションノードのメインフレーム又は
バックアップフレームへリモートアクセスノードとコアアグリゲーションノードとの間の
仮想リンクを通じて送信する。そして、コアアグリゲーションノードは、コアアグリゲー
ションノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクを通じて、リモートアクセス
ノードによって送信されるサービスデータを受け取り、Ｌ２ＶＰＮルーティングエントリ
にクエリを行うことによって、サービスデータがＬ２ＶＰＮサービスデータであることを
学び、Ｌ２ＶＰＮサービスデータをネットワーク仮想化システムの外へコアアグリゲーシ
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ョンノードのメインフレーム又はバックアップフレームの外部インタフェースを通じて送
信する。
【０１２２】
　本発明のこの実施形態において、Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエントリを処理する場合
に、制御デバイスは、仮想化されたリモート論理インタフェースをＬ２ＶＰＮフォワーデ
ィングエントリの接続回線ＡＣ（Attachment　Circuit）インタフェース・テーブルと結
びつける。本発明のこの実施形態において、Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエントリの接続
回線ＡＣインタフェース・テーブルは、ここでは例として使用される。しかし、実際のプ
ロセスでは、それは、接続回線ＡＣインタフェース・テーブルと結びつける方法に制限さ
れない。
【０１２３】
　Ｌ２ＶＰＮ（レイヤ２仮想プライベート・ネットワーク、Layer　2　Virtual　Private
　Network）は、ここでは、ＰＳＮ（ＩＰ／ＭＰＬＳ）ネットワーク上でユーザのレイヤ
２データをトランスペアレント送信すべきである。ユーザの視点から見ると、ＰＳＮネッ
トワークは、ここでは、レイヤ２スイッチド・ネットワークであり、レイヤ２接続は、こ
のネットワークを使用することによって、異なるサイト間でセットアップされ得る。
【０１２４】
　本発明のこの実施形態によって提供される、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための
方法に従って、仮想リンクはコアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの
間にセットアップされ、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード及びバック
アップフレームとしてのコアアグリゲーションノードは、実際の動作の間、機能に関して
交換され、対応するサービスプロトコルのルーティング及びフォワーディングエントリは
、セットアップされる仮想リンクを通じてコアアグリゲーションノードへ転送され、ネッ
トワーク仮想化ルーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮ
サービスを処理する場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想
化ルーティングシステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされ
るという問題を解決する。それにより、制御と転送との分離に基づくネットワーク仮想化
ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービスをサポートす
ることができる。
【０１２５】
　図１及び図２に示される実施形態に基づき、図５に示されるように、本発明の実施形態
は、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法を提供する。すなわち、複数のＭａｓ
ｔｅｒのシナリオにおいて、コアアグリゲーションノードが、コアアグリゲーションノー
ドとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクをセットアップするように、仮想化され
たリモート論理インタフェースにおいて構成されているサービスに従って、サービスのサ
ービスタイプを識別し、リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想
リンクフォワーディングエントリを生成する方法を提供する。方法は、仮想化されたリモ
ート論理インタフェースにおいて構成されているサービスに従って、サービスのサービス
タイプを識別し、リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンク
フォワーディングエントリを生成することを主として含む。図５に示されるように、図５
は、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクをセット
アップするプロセスを示し、具体的なステップは、次のとおりである：
【０１２６】
　５０１．コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノードの外部インタ
フェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成する。
【０１２７】
　リモートアクセスノードの外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ接続す
るよう構成されるインタフェースである。
【０１２８】
　５０２．コアアグリゲーションノードは、仮想化されたリモート論理インタフェースに
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おいて構成されているサービスに従って、サービスのサービスタイプを識別し、リモート
アクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリ
を生成する。
【０１２９】
　仮想リンクフォワーディングエントリは、ここでは、コアアグリゲーションノードの仮
想リンクフォワーディングエントリと、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーデ
ィングエントリとを含み、コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエ
ントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェースは、仮想化されたリ
モート論理インタフェースである。
【０１３０】
　更に、コアアグリゲーションノードは、中央集権化された計算を、仮想化されたリモー
ト論理インタフェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービ
スプロトコルとに従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワ
ーディングエントリを生成し、サービスフォワーディングエントリを記憶する。このとき
、サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、仮想化された
リモート論理インタフェースである。
【０１３１】
　具体的に、サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プ
ロトコルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・
ネットワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想
プライベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを含む。
【０１３２】
　本発明のこの実施形態において、ＰＷ（Pseudo　wire）フォワーディングエントリは、
ここでは仮想リンクフォワーディングエントリの例として使用される。実際の状況では、
本発明は、他のタイプの仮想リンクフォワーディングエントリに更に適用可能である。
【０１３３】
　５０３．コアアグリゲーションノードは、コアアグリゲーションノードとリモートアク
セスノードとの間の仮想リンクをセットアップするように、コアアグリゲーションノード
の仮想リンクフォワーディングエントリを記憶し、リモートアクセスノードの仮想リンク
フォワーディングエントリをリモートアクセスノードへ送信する。
【０１３４】
　更に、コアアグリゲーションノードは、仮想リンクフォワーディングエントリをリモー
トアクセスノードへリモートアクセスノードとコアアグリゲーションノードとの間の制御
チャネルを通じて送信する。
【０１３５】
　前述のステップ５０２及びステップ５０３において、２つのＭａｓｔｅｒのシナリオが
例として使用される。コアアグリゲーションノードは、メインＭａｓｔｅｒとバックアッ
プＭａｓｔｅｒとに分類され、メインＭａｓｔｅｒ及びバックアップＭａｓｔｅｒの制御
デバイスは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間のポイント・
ツー・ポイントのリンクをセットアップするように、別々に計算を通じて仮想リンクフォ
ワーディングエントリを生成して、仮想リンクフォワーディングエントリを配信する。　
　ａ．コアアグリゲーションノードは、仮想化されたリモート論理インタフェースをユニ
キャスト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ
と結びつけ、
　ユニキャストＩＰルーティング及びフォワーディングエントリにおけるアウトバウンド
インタフェースは、リモートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲ
ーションノードにおいて生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである。　
　あるいは、
　ｂ．コアアグリゲーションノードは、仮想化されたリモート論理インタフェースをレイ
ヤ３仮想プライベート・ネットワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエン
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トリと結びつけ、
　Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリにおけるアウトバウンドインタ
フェースは、リモートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲーショ
ンノードにおいて生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである；
　あるいは、
　ｃ．コアアグリゲーションノードは、仮想化されたリモート論理インタフェースをレイ
ヤ２仮想プライベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリと結びつける
。
【０１３６】
　本発明のこの実施形態において、Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエントリを処理する場合
に、制御デバイスは、仮想化されたリモート論理インタフェースを、Ｌ２ＶＰＮフォワー
ディングエントリの接続回線（Attachment　Circuit、略してＡＣ）インタフェース・テ
ーブルと結びつける。本発明のこの実施形態において、Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエン
トリの接続回線ＡＣインタフェース・テーブルは、ここでは例として使用される。しかし
、実際のプロセスでは、それは、接続回線ＡＣインタフェース・テーブルと結びつける方
法に制限されない。
【０１３７】
　Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエントリにおけるアウトバウンドインタフェースは、リモ
ートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲーションノードにおいて
生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである。
【０１３８】
　本発明のこの実施形態によって提供される、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための
方法に従って、仮想リンクは、コアアグリゲーションノード内での計算を通じて、コアア
グリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間にセットアップされ、対応するサ
ービスプロトコルのルーティング及びフォワーディングエントリは、仮想リンクを通じて
転送され、ネットワーク仮想化ルーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、
及びＬ３ＶＰＮサービスを処理する場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネ
ットワーク仮想化ルーティングシステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプにつ
いて必要とされるという問題を解決する。それにより、制御と転送との分離に基づくネッ
トワーク仮想化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービ
スをサポートすることができる。
【０１３９】
　図１及び図２に示される実施形態に基づき、図６に示されるように、本発明の実施形態
は、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法を提供する。すなわち、単一のＭａｓ
ｔｅｒのシナリオにおいて、コアアグリゲーションノードが、コアアグリゲーションノー
ドとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクをセットアップするように、仮想化され
たリモート論理インタフェースにおいて構成されているサービスに従って、サービスのサ
ービスタイプを識別し、リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想
リンクフォワーディングエントリを生成する方法を提供する。方法は、仮想化されたリモ
ート論理インタフェースにおいて構成されているサービスに従って、サービスのサービス
タイプを識別し、リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンク
フォワーディングエントリを生成することを主として含む。図６に示されるように、図６
は、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクをセット
アップするプロセスを示し、具体的なステップは、次のとおりである：
【０１４０】
　６０１．コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノードの外部インタ
フェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成する。
【０１４１】
　リモートアクセスノードの外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ接続す
るよう構成されるインタフェースである。
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【０１４２】
　６０２．コアアグリゲーションノードは、仮想化されたリモート論理インタフェースに
おいて構成されているサービスに従って、サービスのサービスタイプを識別し、リモート
アクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリ
を生成する。
【０１４３】
　仮想リンクフォワーディングエントリは、ここでは、コアアグリゲーションノードの仮
想リンクフォワーディングエントリと、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーデ
ィングエントリとを含み、コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエ
ントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェースは、仮想化されたリ
モート論理インタフェースである。
【０１４４】
　更に、コアアグリゲーションノードは、中央集権化された計算を、仮想化されたリモー
ト論理インタフェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービ
スプロトコルとに従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワ
ーディングエントリを生成し、サービスフォワーディングエントリを記憶する。このとき
、サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、仮想化された
リモート論理インタフェースである。
【０１４５】
　具体的に、サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プ
ロトコルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・
ネットワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想
プライベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを含む。
【０１４６】
　本発明のこの実施形態において、ＰＷ（Pseudo　wire）フォワーディングエントリは、
ここでは仮想リンクフォワーディングエントリの例として使用される。実際の状況では、
本発明は、他のタイプの仮想リンクフォワーディングエントリに更に適用可能である。
【０１４７】
　６０３．コアアグリゲーションノードは、コアアグリゲーションノードとリモートアク
セスノードとの間の仮想リンクをセットアップするように、コアアグリゲーションノード
の仮想リンクフォワーディングエントリを記憶し、リモートアクセスノードの仮想リンク
フォワーディングエントリをリモートアクセスノードへ送信する。
【０１４８】
　更に、コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーション
ノードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを含む。このと
き、コアアグリゲーションノードが仮想リンクフォワーディングエントリをリモートアク
セスノードへ送信することは、具体的に、メインフレームとしてのコアアグリゲーション
ノードによって仮想リンクフォワーディングエントリをリモートアクセスノード及びバッ
クアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信することを含む。
【０１４９】
　更に、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードは、メインフレームとして
のコアアグリゲーションノードのために生成される第１サービスフォワーディングエント
リにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し、第１サービスフォワーディ
ングエントリを記憶し、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードは、バック
アップフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第２サービスフ
ォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを二次ルートとして設定し、第２
サービスフォワーディングエントリをバックアップフレームとしてのコアアグリゲーショ
ンノードへ送信する。
【０１５０】
　具体的に処理されるサービスプロトコルのために、方法は、以下を含む：
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　ａ１．コアアグリゲーションノードにおいて、仮想化されたリモート論理インタフェー
スをユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング及びフォワーディング
エントリと結びつける。　
　ユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰ（Internet　Protocol、略してＩＰ）
ルーティング及びフォワーディングエントリにおけるアウトバウンドインタフェースは、
リモートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲーションノードにお
いて生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである。　
　ここで、コアアグリゲーションノードにおける仮想化されたリモート論理インタフェー
スは、ユニキャスト・インターネット・プロトコルＩＰルーティング及びフォワーディン
グエントリと結びつけられ、それにより、その後のデータ伝送プロセスにおいて、コアア
グリゲーションノードは、仮想化されたリモート論理インタフェースにおいてユニキャス
トＩＰルーティング及びフォワーディングエントリにクエリを行うことによって、ユニキ
ャストＩＰサービスデータを、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードと
の間の仮想リンクを通じて、リモートアクセスノードへ送信する；
　ａ２．ユニキャストＩＰルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう構
成されるアウトバウンドインタフェースがコアアグリゲーションノードのメインフレーム
にあるとき、メインフレームへ配信されるルーティングエントリを一次ルートとして設定
し、バックアップフレームへ配信されるルーティングエントリを二次ルートとして設定す
る。　
　ここで、ユニキャストＩＰルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう
構成されるアウトバウンドインタフェースは、コアアグリゲーションノードのメインフレ
ームにある共通外部インタフェースであってもよい；
　ａ３．ユニキャストＩＰルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう構
成されるアウトバウンドインタフェースがコアアグリゲーションノードのバックアップフ
レームにあるとき、メインフレームへ配信されるルーティングエントリを二次ルートとし
て設定し、バックアップフレームへ配信されるルーティングエントリを一次ルートとして
設定する。　
　ここで、ステップａ２及びステップａ３の方法がユニキャストＩＰルーティング及びフ
ォワーディングを処理するようコアアグリゲーションノードによって適用される場合に、
メインフレームとバックアップフレームとの間で消費されるフレーム間トラフィックは回
避又は低減される。リモートアクセスノードは、仮想リンクフォワーディングエントリに
クエリを行うことによって、サービスデータを、リモートアクセスノードとコアアグリゲ
ーションノードとの間の仮想リンクを通じて、コアアグリゲーションノードへ送信する。
コアアグリゲーションノードは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノード
との間の仮想リンクを通じて、リモートアクセスノードによって送信されるサービスデー
タを受け取り、サービスデータがユニキャストＩＰサービスデータであることを、ユニキ
ャストＩＰルーティング及びフォワーディングエントリにクエリを行うことによって学び
、ユニキャストＩＰサービスデータを、コアアグリゲーションノードの外部インタフェー
スを通じて送信する；
　あるいは、
　ｂ１．コアアグリゲーションノードにおいて、仮想化されたリモート論理インタフェー
スをレイヤ３仮想プライベート・ネットワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディ
ングエントリと結びつける。　
　Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリにおけるアウトバウンドインタ
フェースは、リモートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲーショ
ンノードにおいて生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである。　
　ここで、コアアグリゲーションノードにおける仮想化されたリモート論理インタフェー
スは、Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリと結びつけられ、それによ
り、その後のデータ伝送プロセスにおいて、コアアグリゲーションノードは、仮想化され
たリモート論理インタフェースにおいてＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエ
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ントリにクエリを行うことによって、Ｌ３ＶＰＮサービスデータを、コアアグリゲーショ
ンノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクを通じて、リモートアクセスノー
ドへ送信する；
　ｂ２．Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう構成され
るアウトバウンドインタフェースがコアアグリゲーションノードのメインフレームにある
とき、メインフレームへ配信されるルーティングエントリを一次ルートとして設定し、バ
ックアップフレームへ配信されるルーティングエントリを二次ルートとして設定する。　
　ここで、Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう構成さ
れるアウトバウンドインタフェースは、コアアグリゲーションノードのメインフレームに
ある共通外部インタフェースであってもよい；
　ｂ３．Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリを配信するよう構成され
るアウトバウンドインタフェースがコアアグリゲーションノードのバックアップフレーム
にあるとき、メインフレームへ配信されるルーティングエントリを二次ルートとして設定
し、バックアップフレームへ配信されるルーティングエントリを一次ルートとして設定す
る。　
　具体的に、ステップｂ２及びステップｂ３の方法がＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワ
ーディングを処理するようコアアグリゲーションノードによって適用される場合に、メイ
ンフレームとバックアップフレームとの間で消費されるフレーム間トラフィックは回避又
は低減される。リモートアクセスノードは、仮想リンクフォワーディングエントリにクエ
リを行うことによって、サービスデータを、リモートアクセスノードとコアアグリゲーシ
ョンノードとの間の仮想リンクを通じて、コアアグリゲーションノードへ送信する。そし
て、コアアグリゲーションノードは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノ
ードとの間の仮想リンクを通じて、リモートアクセスノードによって送信されるサービス
データを受け取り、サービスデータがＬ３ＶＰＮサービスデータであることを、Ｌ３ＶＰ
Ｎルーティング及びフォワーディングエントリにクエリを行うことによって学び、Ｌ３Ｖ
ＰＮサービスデータを、コアアグリゲーションノードの外部インタフェースを通じて送信
する；そして、
　Ｌ３ＶＰＮ（レイヤ３仮想プライベート・ネットワーク、Layer　3　Virtual　Private
　Network）は、ここでは、ルーティング方式に基づくマルチプロトコル・ラベル・スイ
ッチング仮想プライベート・ネットワーク（Multi-Protocol　Label　Switching　Virtua
l　Private　Network、略してＭＰＬＳ　ＶＰＮ）である。　
　Ｌ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリにおけるルーティング及びフォ
ワーディングエントリはＶＲＦであり、ＶＲＦ（Virtual　Routing　Forwarding、仮想ル
ーティング及びフォワーディング・テーブル）は、ここでは、コンピュータネットワーク
において使用されるテクノロジであるＶＰＮルーティング及びフォワーディング（ＶＲＦ
）を指す。それにより、ルーティング・テーブルの複数のインスタンスは、同じ時に同じ
ルータにおいて存在する。ルーティング・インスタンスは独立であるから、同じ又は重複
するＩＰアドレスが、互いに抵触することなしに使用され得る；
　あるいは、
　ｃ．コアアグリゲーションノードにおいて、仮想化されたリモート論理インタフェース
をレイヤ２仮想プライベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリと結び
つける。
【０１５１】
　Ｌ２ＶＰＮフォワーディングエントリにおけるアウトバウンドインタフェースは、リモ
ートアクセスノードの外部インタフェースのためにコアアグリゲーションノードにおいて
生成される仮想化されたリモート論理インタフェースである。
【０１５２】
　本発明のこの実施形態によって提供される、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための
方法に従って、仮想リンクはコアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの
間にセットアップされ、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード及びバック
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アップフレームとしてのコアアグリゲーションノードは、実際の動作の間、機能に関して
交換され、対応するサービスプロトコルのルーティング及びフォワーディングエントリは
、セットアップされる仮想リンクを通じてコアアグリゲーションノードへ転送され、ネッ
トワーク仮想化ルーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮ
サービスを処理する場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想
化ルーティングシステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされ
るという問題を解決する。それにより、制御と転送との分離に基づくネットワーク仮想化
ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービスをサポートす
ることができる。
【０１５３】
　本発明の実施形態は、制御デバイス７を提供する。図７に示されるように、制御デバイ
ス７は、論理インタフェース設定部７１、データ計算部７２、及びデータ送信部７３を含
む。
【０１５４】
　論理インタフェース設定部７１は、制御デバイスにおいて、リモートアクセスノードの
外部インタフェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構
成され、リモートアクセスノードの外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ
接続するよう構成されるインタフェースである。
【０１５５】
　データ計算部７２は、論理インタフェース設定部によって生成される仮想化されたリモ
ート論理インタフェースにおいて構成されているサービスに従って、サービスのサービス
タイプを識別し、リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンク
フォワーディングエントリを生成するよう構成される。仮想リンクフォワーディングエン
トリは、コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、リモー
トアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリとを含む。コアアグリゲーショ
ンノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circui
t）のインタフェースは、仮想化されたリモート論理インタフェースである。リモートア
クセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のインタフェース
は、外部インタフェースである。
【０１５６】
　データ送信部７３は、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間の
仮想リンクをセットアップするように、データ計算部によって生成される仮想リンクフォ
ワーディングエントリをリモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードへ送信
するよう構成される。
【０１５７】
　本発明のこの実施形態によって提供される制御デバイスに従って、コアアグリゲーショ
ンノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクは、ネットワーク仮想化ルーティ
ングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービスを処理する場合
に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーティングシステム
内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされるという問題を解決しな
がら、セットアップされる。それにより、制御と転送との分離に基づくネットワーク仮想
化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービスをサポート
することができる。
【０１５８】
　更に、データ計算部７３は、中央集権化された計算を、仮想化されたリモート論理イン
タフェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービスプロトコ
ルとに従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディング
エントリを生成し、サービスフォワーディングエントリをコアアグリゲーションノードへ
送信するよう更に構成される。サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドイン
タフェースは、仮想化されたリモート論理インタフェースである。
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【０１５９】
　更に、サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロト
コルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネッ
トワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プラ
イベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを含む。
【０１６０】
　随意的に、図８に示されるように、データ送信部７３は、データ送信サブユニット７３
１を含む。
【０１６１】
　データ送信サブユニット７３１は、仮想リンクフォワーディングエントリをコアアグリ
ゲーションノードへ制御デバイスとコアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを
通じて送信し、制御デバイスを使用することによって仮想リンクフォワーディングエント
リをリモートアクセスノードへリモートアクセスノードとコアアグリゲーションノードと
の間の制御チャネルを通じて送信するよう構成される。
【０１６２】
　随意的に、コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーシ
ョンノードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを含み、メ
インフレームとしてのコアアグリゲーションノード及びバックアップフレームとしてのコ
アアグリゲーションノードは、制御デバイスを共有する。
【０１６３】
　データ送信部７３は具体的に、仮想リンクフォワーディングエントリをリモートアクセ
スノード、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード、及びバックアップフレ
ームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成される。
【０１６４】
　更に、データ送信部７３は、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのた
めに生成される第１サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを
一次ルートとして設定し、第１サービスフォワーディングエントリをメインフレームとし
てのコアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成される。
【０１６５】
　データ送信部７３は、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードのた
めに生成される第２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを
二次ルートとして設定し、第２サービスフォワーディングエントリをバックアップフレー
ムとしてのコアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成される。
【０１６６】
　本発明のこの実施形態によって提供される制御デバイスに従って、仮想リンクは、コア
アグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間にセットアップされ、メインフ
レームとしてのコアアグリゲーションノード及びバックアップフレームとしてのコアアグ
リゲーションノードは、実際の動作の間、機能に関して交換され、対応するサービスプロ
トコルのルーティング及びフォワーディングエントリは、セットアップされる仮想リンク
を通じてコアアグリゲーションノードへ転送され、ネットワーク仮想化ルーティングシス
テムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービスを処理する場合に、処理
するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーティングシステム内の相補
的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされるという問題を解決する。それに
より、制御と転送との分離に基づくネットワーク仮想化ルーティングシステムは、効率よ
く且つ高い品質で様々なタイプのサービスをサポートすることができる。
【０１６７】
　本発明の実施形態は、コアアグリゲーションノード８を提供する。コアアグリゲーショ
ンノードは具体的に、例えば大容量且つ高性能のルータ又はスイッチなどをモバイル通信
ネットワークにおいて使用することによってネットワーク仮想化のデータ伝送を実装する
ことができるデバイスであってよい。コアアグリゲーションノードの具体的な形態は、本
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発明のこの実施形態において具体的に制限されず、それは、本発明の実施形態によって提
供される、ネットワーク仮想化のデータ伝送のための前述の方法のうちのいずれか１つを
実装することができる限り受け入れられる。図９に示されるように、コアアグリゲーショ
ンノードは：
　コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノードの外部インタフェース
のための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構成され、リモートア
クセスノードの外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続するよう構成さ
れるインタフェースである、論理インタフェース設定部８１；
　論理インタフェース設定部によって生成される仮想化されたリモート論理インタフェー
スにおいて構成されているサービスに従って、サービスのサービスタイプを識別し、リモ
ートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエン
トリを生成するよう構成され、仮想リンクフォワーディングエントリが、コアアグリゲー
ションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、リモートアクセスノードの仮想
リンクフォワーディングエントリとを含み、コアアグリゲーションノードの仮想リンクフ
ォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェースが
、仮想化されたリモート論理インタフェースである、データ計算部８２；及び
　コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクをセットア
ップするように、コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを
記憶し、リモートアクセスノードのものであり且つデータ計算部によって生成された仮想
リンクフォワーディングエントリをリモートアクセスノードへ送信するよう構成されるデ
ータ送信部８３
　を含む。
【０１６８】
　本発明のこの実施形態によって提供されるコアアグリゲーションノードに従って、コア
アグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクは、ネットワーク
仮想化ルーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービス
を処理する場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーテ
ィングシステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされるという
問題を解決しながら、セットアップされる。それにより、制御と転送との分離に基づくネ
ットワーク仮想化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサー
ビスをサポートすることができる。
【０１６９】
　更に、データ計算部８２は、中央集権化された計算を、仮想化されたリモート論理イン
タフェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービスプロトコ
ルとに従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディング
エントリを生成し、サービスフォワーディングエントリを記憶するよう更に構成される。
サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、仮想化されたリ
モート論理インタフェースである。
【０１７０】
　更に、サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロト
コルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネッ
トワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プラ
イベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを含む。
【０１７１】
　随意的に、図１０に示されるように、データ送信部８３は：
　仮想リンクフォワーディングエントリをリモートアクセスノードへリモートアクセスノ
ードとコアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを通じて送信するよう構成され
るデータ送信サブユニット８３１
　を含む。
【０１７２】
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　随意的に、コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーシ
ョンノードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを含む。
【０１７３】
　データ送信部８３は具体的に、仮想リンクフォワーディングエントリをリモートアクセ
スノード及びバックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信するよう
更に構成される。
【０１７４】
　更に、データ送信部８３は、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのた
めに生成される第１サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを
一次ルートとして設定し、第１サービスフォワーディングエントリを記憶し、そして、メ
インフレームとしてのコアアグリゲーションノードを使用することによって、バックアッ
プフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第２サービスフォワ
ーディングエントリにおけるルーティングエントリを二次ルートとして設定し、第２サー
ビスフォワーディングエントリをバックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードへ送信するよう更に構成される。
【０１７５】
　本発明のこの実施形態によって提供されるコアアグリゲーションノードに従って、仮想
リンクは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間にセットアップ
され、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード及びバックアップフレームと
してのコアアグリゲーションノードは、実際の動作の間、機能に関して交換され、対応す
るサービスプロトコルのルーティング及びフォワーディングエントリは、セットアップさ
れる仮想リンクを通じてコアアグリゲーションノードへ転送され、ネットワーク仮想化ル
ーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービスを処理す
る場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーティングシ
ステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされるという問題を解
決する。それにより、制御と転送との分離に基づくネットワーク仮想化ルーティングシス
テムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービスをサポートすることができる。
【０１７６】
　本発明は、制御デバイス９を提供する。図１１に示されるように、デバイスは、マイク
ロプロセッシング・コンピュータに組み込まれるか、あるいは、マイクロプロセッシング
・コンピュータ自体、例えば、汎用のコンピュータ、カスタマイズされたコンピュータ、
又は携帯電話端末若しくはタブレットコンピュータなどのポータブルデバイスであって、
少なくとも１つのプロセッサ９１、メモリ９２、通信インタフェース９３、及びバス９４
を含んでよい。プロセッサ９１、メモリ９２、及び通信インタフェース９３は、バス９４
を使用することによって互いと接続され通信する。
【０１７７】
　バス９４は、インダストリ・スタンダード・アーキテクチャ（Industry　Standard　Ar
chitecture、略してＩＳＡ）バス、ペリフェラル・コンポーネント・インターコネクト（
Peripheral　Component、略してＰＣＩ）バス、拡張インダストリ・スタンダード・アー
キテクチャ（Extended　Industry　Standard　Architecture、略してＥＩＳＡ）バス、又
は同様のものであってよい。バスは、アドレスバス、データバス、制御バス、及び同様の
ものに分類されてよい。表現の便宜上、バスは、図１１では唯１つの太線を使用すること
によって表される。しかし、それは、唯１つのバス又は唯１つのタイプのバスしか存在し
ないことを示すものではない。
【０１７８】
　メモリ９２は、実行可能プログラムコードを記憶するよう構成され、プログラムコード
は、コンピュータ操作命令を含む。メモリ９２は、高速ＲＡＭメモリを含んでよく、また
、例えば少なくとも１つのディスクメモリなどの不揮発性メモリ（non-volatile　memory
）を更に含んでよい。
【０１７９】
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　プロセッサ１１０１は、中央演算処理装置（Central　Processing　Unit、略してＣＰ
Ｕ）又は特定用途向け集積回路（Application　Specific　Integrated　Circuit、略して
ＡＳＩＣ）であるか、あるいは、本発明の実施形態を実装する１つ以上の集積回路として
構成されてよい。
【０１８０】
　通信インタフェース９３は、この実施形態では装置間の通信を実装するよう主として構
成される。
【０１８１】
　プロセッサ９１は、制御デバイスにおいてリモートアクセスノードの外部インタフェー
スのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構成され、リモート
アクセスノードの外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ接続するよう構成
されるインタフェースである。
【０１８２】
　プロセッサ９１は、仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されている
サービスに従ってサービスのサービスタイプを識別し、リモートアクセスノード及びコア
アグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成するよう更に構成
される。仮想リンクフォワーディングエントリは、コアアグリゲーションノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリと、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディン
グエントリとを含む。コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエント
リにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェースは、仮想化されたリモー
ト論理インタフェースである。リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエ
ントリにおける接続回線のインタフェースは、外部インタフェースである。
【０１８３】
　プロセッサ９１は、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間の仮
想リンクをセットアップするように、仮想リンクフォワーディングエントリをリモートア
クセスノード及びコアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成される。
【０１８４】
　本発明のこの実施形態によって提供される制御デバイスに従って、仮想リンクは、ネッ
トワーク仮想化ルーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮ
サービスを処理する場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想
化ルーティングシステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされ
るという問題を解決しながら、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードと
の間にセットアップされる。それにより、制御と転送との分離に基づくネットワーク仮想
化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービスをサポート
することができる。
【０１８５】
　更に、プロセッサ９１は、中央集権化された計算を、仮想化されたリモート論理インタ
フェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービスプロトコル
とに従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディングエ
ントリを生成し、サービスフォワーディングエントリをコアアグリゲーションノードへ少
なくとも１つの通信インタフェースを通じて送信するよう更に構成される。サービスフォ
ワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、仮想化されたリモート論理イ
ンタフェースである。
【０１８６】
　更に、サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロト
コルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネッ
トワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プラ
イベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを含む。
【０１８７】
　随意的に、プロセッサ９１は、仮想リンクフォワーディングエントリをコアアグリゲー
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ションノードへ制御デバイスとコアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを通じ
て且つ少なくとも１つの通信インタフェースを通じて送信し、制御デバイスを使用するこ
とによって仮想リンクフォワーディングエントリをリモートアクセスノードへリモートア
クセスノードとコアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを通じて送信するよう
更に構成される。
【０１８８】
　随意的に、コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーシ
ョンノードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを含み、メ
インフレームとしてのコアアグリゲーションノード及びバックアップフレームとしてのコ
アアグリゲーションノードは、制御デバイスを共有する。
【０１８９】
　プロセッサ９１は具体的に、仮想リンクフォワーディングエントリをリモートアクセス
ノード、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード、及びバックアップフレー
ムとしてのコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの通信インタフェースを通じて
送信するよう更に構成される。
【０１９０】
　更に、プロセッサ９１は、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのため
に生成される第１サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一
次ルートとして設定し、第１サービスフォワーディングエントリをメインフレームとして
のコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの通信インタフェースを通じて送信する
よう更に構成される。
【０１９１】
　プロセッサ９１は、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードのため
に生成される第２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを二
次ルートとして設定し、第２サービスフォワーディングエントリをバックアップフレーム
としてのコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの通信インタフェースを通じて送
信するよう更に構成される。
【０１９２】
　本発明のこの実施形態によって提供される制御デバイスに従って、仮想リンクは、コア
アグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間にセットアップされ、メインフ
レームとしてのコアアグリゲーションノード及びバックアップフレームとしてのコアアグ
リゲーションノードは、実際の動作の間、機能に関して交換され、対応するサービスプロ
トコルのルーティング及びフォワーディングエントリは、セットアップされる仮想リンク
を通じてコアアグリゲーションノードへ転送され、ネットワーク仮想化ルーティングシス
テムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービスを処理する場合に、処理
するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーティングシステム内の相補
的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされるという問題を解決する。それに
より、制御と転送との分離に基づくネットワーク仮想化ルーティングシステムは、効率よ
く且つ高い品質で様々なタイプのサービスをサポートすることができる。
【０１９３】
　本発明は、コアアグリゲーションノード１０を提供する。図１２に示されるように、デ
バイスは、マイクロプロセッシング・コンピュータに組み込まれるか、あるいは、マイク
ロプロセッシング・コンピュータ自体、例えば、汎用のコンピュータ、カスタマイズされ
たコンピュータ、又は携帯電話端末若しくはタブレットコンピュータなどのポータブルデ
バイスであって、少なくとも１つのプロセッサ１００１、メモリ１００２、通信インタフ
ェース１００３、及びバス１００４を含んでよい。プロセッサ１００１、メモリ１００２
、及び通信インタフェース１００３は、バス１００４を使用することによって互いと接続
され通信する。
【０１９４】
　バス１００４は、インダストリ・スタンダード・アーキテクチャ（Industry　Standard
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　Architecture、略してＩＳＡ）バス、ペリフェラル・コンポーネント・インターコネク
ト（Peripheral　Component、略してＰＣＩ）バス、拡張インダストリ・スタンダード・
アーキテクチャ（Extended　Industry　Standard　Architecture、略してＥＩＳＡ）バス
、又は同様のものであってよい。バスは、アドレスバス、データバス、制御バス、及び同
様のものに分類されてよい。表現の便宜上、バスは、図１２では唯１つの太線を使用する
ことによって表される。しかし、それは、唯１つのバス又は唯１つのタイプのバスしか存
在しないことを示すものではない。
【０１９５】
　メモリ１００２は、実行可能プログラムコードを記憶するよう構成され、プログラムコ
ードは、コンピュータ操作命令を含む。メモリ１００２は、高速ＲＡＭメモリを含んでよ
く、また、例えば少なくとも１つのディスクメモリなどの不揮発性メモリ（non-volatile
　memory）を更に含んでよい。
【０１９６】
　プロセッサ１００１は、中央演算処理装置（Central　Processing　Unit、略してＣＰ
Ｕ）又は特定用途向け集積回路（Application　Specific　Integrated　Circuit、略して
ＡＳＩＣ）であるか、あるいは、本発明の実施形態を実装する１つ以上の集積回路として
構成されてよい。
【０１９７】
　通信インタフェース１００３は、この実施形態では装置間の通信を実装するよう主とし
て構成される。
【０１９８】
　プロセッサ１００１は、コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノー
ドの外部インタフェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよ
う構成され、リモートアクセスノードの外部インタフェースは、他のネットワークデバイ
スへ接続するよう構成されるインタフェースである。
【０１９９】
　プロセッサ１００１は、仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されて
いるサービスに従ってサービスのサービスタイプを識別し、リモートアクセスノード及び
コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成するよう更に
構成される。仮想リンクフォワーディングエントリは、コアアグリゲーションノードの仮
想リンクフォワーディングエントリと、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーデ
ィングエントリとを含む。コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエ
ントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェースは、仮想化されたリ
モート論理インタフェースである。
【０２００】
　プロセッサ１００１は、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間
の仮想リンクをセットアップするように、コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォ
ワーディングエントリを記憶し、リモートアクセスノードの仮想リンクフォワーディング
エントリをリモートアクセスノードへ送信するよう更に構成される。
【０２０１】
　本発明のこの実施形態によって提供されるコアアグリゲーションノードに従って、コア
アグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間の仮想リンクは、ネットワーク
仮想化ルーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービス
を処理する場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーテ
ィングシステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされるという
問題を解決しながら、セットアップされる。それにより、制御と転送との分離に基づくネ
ットワーク仮想化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサー
ビスをサポートすることができる。
【０２０２】
　更に、プロセッサ１００１は、中央集権化された計算を、仮想化されたリモート論理イ
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ンタフェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービスプロト
コルとに従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディン
グエントリを生成し、サービスフォワーディングエントリを記憶するよう更に構成される
。サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、仮想化された
リモート論理インタフェースである。
【０２０３】
　更に、サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロト
コルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネッ
トワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プラ
イベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを含む。
【０２０４】
　随意的に、プロセッサ１００１は、仮想リンクフォワーディングエントリをリモートア
クセスノードへリモートアクセスノードとコアアグリゲーションノードとの間の制御チャ
ネルを通じて且つ少なくとも１つの通信インタフェースを通じて送信するよう構成される
。
【０２０５】
　随意的に、コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーシ
ョンノードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを含む。
【０２０６】
　プロセッサ１００１は具体的に、仮想リンクフォワーディングエントリをリモートアク
セスノード及びバックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ少なくとも
１つの通信インタフェースを通じて送信するよう更に構成される。
【０２０７】
　更に、プロセッサ１００１は、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードの
ために生成される第１サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリ
を一次ルートとして設定し、第１サービスフォワーディングエントリを記憶し、そして、
メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードを使用することによって、バックア
ップフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第２サービスフォ
ワーディングエントリにおけるルーティングエントリを二次ルートとして設定し、第２サ
ービスフォワーディングエントリをバックアップフレームとしてのコアアグリゲーション
ノードへ送信するよう更に構成される。
【０２０８】
　本発明のこの実施形態によって提供されるコアアグリゲーションノードに従って、仮想
リンクは、コアアグリゲーションノードとリモートアクセスノードとの間にセットアップ
され、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード及びバックアップフレームと
してのコアアグリゲーションノードは、実際の動作の間、機能に関して交換され、対応す
るサービスプロトコルのルーティング及びフォワーディングエントリは、セットアップさ
れる仮想リンクを通じてコアアグリゲーションノードへ転送され、ネットワーク仮想化ル
ーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ３ＶＰＮサービスを処理す
る場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワーク仮想化ルーティングシ
ステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必要とされるという問題を解
決する。それにより、制御と転送との分離に基づくネットワーク仮想化ルーティングシス
テムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービスをサポートすることができる。
【０２０９】
　本発明は、ルーティングシステム１１を提供する。図１３及び図１４に示されるように
、ルーティングシステム１１は、少なくとも２つのコアアグリゲーションノード１１０１
、コアアグリゲーションノードへ別々に接続されている複数のリモートアクセスノード１
１０２、及びコアアグリゲーションノードのうちのいずれか１つへ接続されている少なく
とも１つの制御デバイス１１０３を含む。制御デバイス１１０３は、図７又は図８に示さ
れているいずれかの制御デバイスであるか、あるいは、制御デバイス１１０３は、図１１
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に示されている制御デバイスである。
【０２１０】
　２つのＭａｓｔｅｒのシナリオが、図１３に示されるように、例として使用される。
【０２１１】
　少なくとも２つのＭａｓｔｅｒが含まれるので、一方のＭａｓｔｅｒはメインＭａｓｔ
ｅｒであり、他方はバックアップＭａｓｔｅｒである。２つのコアアグリゲーションノー
ドは、実行中に機能に関して同じである。従って、前述のコアアグリゲーションノードの
うちの唯１つが例として記載される。
【０２１２】
　図１４に示される単一Ｍａｓｔｅｒのシナリオでは、ルーティングシステム１１は１つ
の制御デバイス１１０３を含み、制御デバイスはいずれか１つのコアアグリゲーションノ
ード１１０１へ接続される。
【０２１３】
　ここで、単一Ｍａｓｔｅｒのシナリオでは、コアアグリゲーションノード１１０１は、
メインフレームとバックアップフレームとして分類される。メインフレームは第１コアア
グリゲーションノードであってよく、バックアップフレームは第２コアアグリゲーション
ノードであってよい。確かに、第１コアアグリゲーションノードは、バックアップフレー
ムとしても使用されてよく、第２コアアグリゲーションノードは、メインフレームとして
も使用されてよい。メインフレーム及びバックアップフレームは互いと通信し、メインフ
レーム及びバックアップフレームは、制御プレーン上で１つのコアアグリゲーションノー
ドに仮想化され、１つの制御デバイスを共有する。
【０２１４】
　単一Ｍａｓｔｅｒのシナリオでは、制御デバイス１１０３が第１コアアグリゲーション
ノード及び第２コアアグリゲーションノードのうちのいずかのコアアグリゲーションノー
ドにあるとき、そのコアアグリゲーションノードはメインフレームとして設定され、他の
コアアグリゲーションノードはバックアップフレームとして設定される。メインフレーム
は、サービスパケットを処理する機能に主として関与し、バックアップフレームは、メイ
ンフレームが正常に作動することができない場合にメインフレームの代わりにサービスデ
ータパケットを転送する。
【０２１５】
　本発明のこの実施形態では、第１コアアグリゲーションノード及び第２コアアグリゲー
ションノードが特別な状況下で交換され得る機能が存在し、機能は、様々なサービスを処
理する効率を改善するのを助ける。
【０２１６】
　随意的に、コアアグリゲーションノード１１０１は、コアアグリゲーションノードのル
ーティング及びフォワーディングエントリに対応する、ルーティングシステムのアウトバ
ウンドインタフェースがコアアグリゲーションノードにある場合に、コアアグリゲーショ
ンノードを使用することによって、アウトバウンドインタフェース上でサービスデータパ
ケットを直接にカプセル化し、パケットをルーティングシステムの外部へ接続されている
デバイスへ転送するよう更に構成される。
【０２１７】
　このとき、コアアグリゲーションノードに対応するサービスプロトコルのサービスデー
タパケットは、例えばユニキャストＩＰサービスプロトコル、Ｌ２ＶＰＮサービスプロト
コル、又はＬ３ＶＰＮサービスプロトコルなどのプロトコルの場合におけるサービスデー
タがコアアグリゲーションノードの仮想化されたリモート論理インタフェース上で処理さ
れた後に生成されるサービスデータパケットを指す。
【０２１８】
　コアアグリゲーションノードのルーティング及びフォワーディングエントリに対応する
、ルーティングエントリのアウトバウンドインタフェースがリモートアクセスノードにあ
る場合に、内部レイヤの仮想リンクラベル及び外部レイヤのトラフィック・エンジニアリ
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ングＴＥトンネルラベルがカプセル化された後に、ＴＥトンネルラベルに対応するトンネ
ルへ接続されているアウトバウンドインタフェースを通じてサービスデータパケットを送
出する。ＴＥトンネルは、リモートアクセスノードとコアアグリゲーションノードとの間
にセットアップされる外部チャネルであり、仮想リンクを生み出すことに関与する。
【０２１９】
　ここで、コアアグリゲーションノード１１０１の内部アウトバウンドインタフェースは
、コアアグリゲーションノードと外部ネットワーク環境とを接続し、データパケットを転
送するよう構成されるポートを指す。
【０２２０】
　随意的に、リモートアクセスノード１１０２は、リモートアクセスノードのサービスフ
ォワーディングエントリにあるルーティングシステムのアウトバウンドインタフェースが
リモートアクセスノードにある場合に：
　アウトバウンドインタフェースがＴＥトンネルへ接続されるならば、内部レイヤの仮想
ラベル及び外部レイヤのトラフィック・エンジニアリングＴＥトンネルラベルがカプセル
化された後に、ＴＥトンネルラベルに対応するトンネルへ接続されているアウトバウンド
インタフェースを通じてサービスデータパケットを送信し、ＴＥトンネルが、リモートア
クセスノードとコアアグリゲーションノードとの間にセットアップされる外部チャネルで
あり、仮想リンクを生み出すことに関与し；あるいは、
　アウトバウンドインタフェースがリモートアクセスノードの局所アウトバウンドインタ
フェースであるならば、内部レイヤの仮想リンクラベル及び外部レイヤのＴＥトンネルラ
ベルを取り去った後に、ルーティングシステムへ外から接続されているデバイスへサービ
スデータパケットを送信する
　よう更に構成される。
【０２２１】
　本発明のこの実施形態によって提供されるルーティングシステムに従って、仮想リンク
は、ネットワーク仮想化ルーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ
３ＶＰＮサービスを処理する場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワ
ーク仮想化ルーティングシステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必
要とされるという問題を解決しながら、コアアグリゲーションノードとリモートアクセス
ノードとの間にセットアップされる。それにより、制御と転送との分離に基づくネットワ
ーク仮想化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービスを
サポートすることができる。
【０２２２】
　本発明は、ルーティングシステム１２を提供する。図１５及び図１６に示されるように
、ルーティングシステム１２は、少なくとも１つのコアアグリゲーションノード１２０１
と、少なくとも１つのコアアグリゲーションノードへ接続されているリモートアクセスノ
ード１２０２とを含む。コアアグリゲーションノード１２０１は、図９又は図１０に示さ
れているいずれかのコアアグリゲーションノードであるか、あるいは、コアアグリゲーシ
ョンノード１２０１は、図１２に示されているいずれかのコアアグリゲーションノードで
ある。
【０２２３】
　２つのＭａｓｔｅｒのシナリオが、図１５に示されるように、例として使用される。
【０２２４】
　少なくとも２つのＭａｓｔｅｒが含まれるので、一方のＭａｓｔｅｒはメインＭａｓｔ
ｅｒであり、他方はバックアップＭａｓｔｅｒである。２つのコアアグリゲーションノー
ドは、実行中に機能に関して同じである。従って、前述のコアアグリゲーションノードの
うちの唯１つが例として記載される。
【０２２５】
　図１６に示される単一Ｍａｓｔｅｒのシナリオでは、ここでは単一Ｍａｓｔｅｒのシナ
リオでは、コアアグリゲーションノード１２０１は、メインフレームとバックアップフレ
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、バックアップフレームは第２コアアグリゲーションノードであってよい。確かに、第１
コアアグリゲーションノードは、バックアップフレームとしても使用されてよく、第２コ
アアグリゲーションノードは、メインフレームとしても使用されてよい。メインフレーム
及びバックアップフレームは互いと通信する。
【０２２６】
　単一Ｍａｓｔｅｒのシナリオでは、制御デバイス１１０３が第１コアアグリゲーション
ノード及び第２コアアグリゲーションノードのうちのいずかのコアアグリゲーションノー
ドにあるとき、そのコアアグリゲーションノードはメインフレームとして設定され、他の
コアアグリゲーションノードはバックアップフレームとして設定される。メインフレーム
は、サービスパケットを処理する機能に主として関与し、バックアップフレームは、メイ
ンフレームが正常に作動することができない場合にメインフレームの代わりにサービスデ
ータパケットを転送する。
【０２２７】
　本発明のこの実施形態では、第１コアアグリゲーションノード及び第２コアアグリゲー
ションノードが特別な状況下で交換され得る機能が存在し、機能は、様々なサービスを処
理する効率を改善するのを助ける。
【０２２８】
　サービスデータを転送するためにコアアグリゲーションノード１２０１によって使用さ
れる具体的なステップについては、図１５又は図１６に対応する実施形態を参照されたい
。この実施形態は、再度ここで記載されない。
【０２２９】
　本発明のこの実施形態において、コアアグリゲーションノードは、仮想化されたリモー
ト論理インタフェースにおいて構成されているサービスを生成し、サービスのサービスタ
イプを識別し、リモートアクセスノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフ
ォワーディングエントリを生成することができる。これは、制御デバイスがコアアグリゲ
ーションノードにおいて設置されることと等価である。それにより、コアアグリゲーショ
ンノードは、異なるサービスのサービスタイプに従って計算を通じて仮想リンクフォワー
ディングエントリを生成することができる。
【０２３０】
　本発明のこの実施形態によって提供されるルーティングシステムに従って、仮想リンク
は、ネットワーク仮想化ルーティングシステムがユニキャストＩＰ、Ｌ２ＶＰＮ、及びＬ
３ＶＰＮサービスを処理する場合に、処理するのが複雑であり且つ接続性が弱いネットワ
ーク仮想化ルーティングシステム内の相補的な適応がサービスの夫々のタイプについて必
要とされるという問題を解決しながら、コアアグリゲーションノードとリモートアクセス
ノードとの間にセットアップされる。それにより、制御と転送との分離に基づくネットワ
ーク仮想化ルーティングシステムは、効率よく且つ高い品質で様々なタイプのサービスを
サポートすることができる。
【０２３１】
　前述の記載は、単に本発明の具体的な実施様態にすぎず、本発明の保護範囲を制限する
よう意図されない。本発明において開示されている技術的範囲内で当業者によって容易に
考え出される如何なる変形又は置換も、本発明の保護範囲内にあるべきである。従って、
本発明の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うべきである。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年9月10日(2015.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法であって、
　コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノードの外部インタフェース
のための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するステップであって、前記リ
モートアクセスノードの前記外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続す
るよう構成されるインタフェースである、ステップと、
　前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想化されたリモート論理インタフェー
スにおいて構成されているサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記
リモートアクセスノード及び前記コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディ
ングエントリを生成するステップであって、該仮想リンクフォワーディングエントリが、
前記コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモー
トアクセスノードの仮想リンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲー
ションノードの仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のインタフェース
が前記仮想化されたリモート論理インタフェースである、ステップと、
　前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードとの間の仮想リンクを
セットアップするように、前記コアアグリゲーションノードによって、前記コアアグリゲ
ーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを記憶し、前記リモートアクセス
ノードの仮想リンクフォワーディングエントリを該リモートアクセスノードへ送信するス
テップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記コアアグリゲーションノードによって、中央集権化された計算を前記仮想化された
リモート論理インタフェースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サ
ービスのサービスプロトコルに従って実行することで前記コアアグリゲーションノードの
サービスフォワーディングエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを記
憶するステップを更に有し、
　前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想
化されたリモート論理インタフェースである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコ
ルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネット
ワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを
前記リモートアクセスノードへ送信する前記ステップは、
　前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを
前記リモートアクセスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーションノ
ードとの間の制御チャネルを通じて送信することを有する、
　請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載の方法。
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【請求項５】
　前記コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記コアアグリゲーションノードによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを
前記リモートアクセスノードへ送信する前記ステップは、前記メインフレームとしてのコ
アアグリゲーションノードによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモ
ートアクセスノード及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノード
へ送信することを有する、
　請求項１乃至４のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードによって、該メインフレーム
としてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サービスフォワーディング
エントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し、該第１サービスフォ
ワーディングエントリを記憶するステップと、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードによって、前記バックアップ
フレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第２サービスフォワー
ディングエントリにおけるルーティングエントリを二次ルートとして設定し、該第２サー
ビスフォワーディングエントリを前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーショ
ンノードへ送信するステップと
　を有する請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　データバスを使用することによって接続されるプロセッサ及びメモリと、前記プロセッ
サ及び前記メモリへ別々に接続される通信インタフェースとを有するコアアグリゲーショ
ンノードであって、
　前記プロセッサは、当該コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノー
ドの外部インタフェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよ
う構成され、前記リモートアクセスノードの前記外部インタフェースは、他のネットワー
クデバイスへ接続するよう構成されるインタフェースであり、
　前記プロセッサは、前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されて
いるサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセスノー
ド及び当該コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成す
るよう更に構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリは、当該コアアグリゲーシ
ョンノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの仮
想リンクフォワーディングエントリとを有し、当該コアアグリゲーションノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリにおける接続回線のインタフェースは前記仮想化されたリ
モート論理インタフェースであり、
　前記プロセッサは、当該コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードと
の間の仮想リンクをセットアップするように、当該コアアグリゲーションノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリを記憶し、前記リモートアクセスノードの仮想リンクフォ
ワーディングエントリを該リモートアクセスノードへ送信するよう更に構成される、
　コアアグリゲーションノード。
【請求項８】
　前記プロセッサは、中央集権化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフェ
ースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロト
コルに従って実行することで当該コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディン
グエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを記憶するよう更に構成され
、
　前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想
化されたリモート論理インタフェースである、
　請求項７に記載のコアアグリゲーションノード。
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【請求項９】
　前記サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコ
ルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネット
ワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する、
　請求項８に記載のコアアグリゲーションノード。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセス
ノードへ該リモートアクセスノードと当該コアアグリゲーションノードとの間の制御チャ
ネルを通じて且つ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて送信するよう更に構
成される、
　請求項７乃至９のうちいずれか一項に記載のコアアグリゲーションノード。
【請求項１１】
　当該コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記プロセッサは、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセス
ノード及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ少なくとも
１つの前記通信インタフェースを通じて送信するよう更に構成される、
　請求項７乃至１０のうちいずれか一項に記載のコアアグリゲーションノード。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サー
ビスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し
、該第１サービスフォワーディングエントリを記憶し、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードを使用することによって、前
記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第２サ
ービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを二次ルートとして設定
し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックアップフレームとしてのコア
アグリゲーションノードへ送信する
　よう更に構成される、請求項１１に記載のコアアグリゲーションノード。
【請求項１３】
　少なくとも１つのコアアグリゲーションノードと、
　前記少なくとも１つのコアアグリゲーションノードへ接続されるリモートアクセスノー
ドと
　を有し、
　前記コアアグリゲーションノードは、請求項７乃至１２のうちいずれか一項に記載のコ
アアグリゲーションノードである、
　ルーティングシステム。
【請求項１４】
　ネットワーク仮想化のデータ伝送のための方法であって、
　制御デバイスにおいてリモートアクセスノードの外部インタフェースのための仮想化さ
れたリモート論理インタフェースを生成するステップであって、前記リモートアクセスノ
ードの前記外部インタフェースが、他のネットワークデバイスへ接続するよう構成される
インタフェースである、ステップと、
　前記制御デバイスによって前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成
されているサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセ
スノード及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成
するステップであって、該仮想リンクフォワーディングエントリが、前記コアアグリゲー
ションノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの
仮想リンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲーションノードの仮想
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リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のインタフェースが前記仮想化された
リモート論理インタフェースであり、前記リモートアクセスノードの仮想リンクフォワー
ディングエントリにおける接続回線のインタフェースが前記外部インタフェースである、
ステップと、
　前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードとの間の仮想リンクを
セットアップするように、前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエ
ントリを前記リモートアクセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ送信するス
テップと
　を有する方法。
【請求項１５】
　前記制御デバイスによって、中央集権化された計算を前記仮想化されたリモート論理イ
ンタフェースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サービスのサービ
スプロトコルに従って実行することで前記コアアグリゲーションノードのサービスフォワ
ーディングエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを前記コアアグリゲ
ーションノードへ送信するステップを更に有し、
　前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想
化されたリモート論理インタフェースである、
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコ
ルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネット
ワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートア
クセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ送信する前記ステップは、
　前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記コアアグリ
ゲーションノードへ前記制御デバイスと前記コアアグリゲーションノードとの間の制御チ
ャネルを通じて送信し、前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエン
トリを前記リモートアクセスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーシ
ョンノードとの間の制御チャネルを通じて送信することを有する、
　請求項１４乃至１６のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード及び前記バックアップフレー
ムとしてのコアアグリゲーションノードは、前記制御デバイスを共有し、
　前記制御デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートア
クセスノード及び前記コアアグリゲーションノードへ送信する前記ステップは、前記制御
デバイスによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノー
ド、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード、及び前記バックアップフ
レームとしてのコアアグリゲーションノードへ送信することを有する、
　請求項１４乃至１７のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第１サー
ビスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次ルートとして設定し
、該第１サービスフォワーディングエントリを前記メインフレームとしてのコアアグリゲ
ーションノードへ送信するステップと、
　前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために生成される第
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２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを二次ルートとして
設定し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックアップフレームとしての
コアアグリゲーションノードへ送信するステップと
　を更に有する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　データバスを使用することによって接続されるプロセッサ及びメモリと、前記プロセッ
サ及び前記メモリへ別々に接続される通信インタフェースとを有する制御デバイスであっ
て、
　前記プロセッサは、当該制御デバイスにおいてリモートアクセスノードの外部インタフ
ェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構成され、前記
リモートアクセスノードの前記外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ接続
するよう構成されるインタフェースであり、
　前記プロセッサは、前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されて
いるサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセスノー
ド及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成するよ
う更に構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリは、前記コアアグリゲーション
ノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲーションノードの仮想リンク
フォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェース
は前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、前記リモートアクセスノードの
仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のインタフェースは前記外部イン
タフェースであり、
　前記プロセッサは、前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードと
の間の仮想リンクをセットアップするように、少なくとも１つの前記通信インタフェース
を通じて前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノード及び前
記コアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成される、
　制御デバイス。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、中央集権化された計算を前記仮想化されたリモート論理インタフェ
ースにおいて構成されている前記サービス及び処理される前記サービスのサービスプロト
コルに従って実行することで前記コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディン
グエントリを生成し、該サービスフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーション
ノードへ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて送信するよう更に構成され、
　前記サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドインタフェースは、前記仮想
化されたリモート論理インタフェースである、
　請求項２０に記載の制御デバイス。
【請求項２２】
　前記サービスフォワーディングエントリは、ユニキャスト・インターネット・プロトコ
ルＩＰルーティング及びフォワーディングエントリ、レイヤ３仮想プライベート・ネット
ワークＬ３ＶＰＮルーティング及びフォワーディングエントリ、又はレイヤ２仮想プライ
ベート・ネットワークＬ２ＶＰＮフォワーディングエントリを有する、
　請求項２１に記載の制御デバイス。
【請求項２３】
　前記プロセッサは、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記コアアグリゲーシ
ョンノードへ当該制御デバイスと前記コアアグリゲーションノードとの間の制御チャネル
を通じて且つ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて送信し、当該制御デバイ
スを使用することによって前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアク
セスノードへ該リモートアクセスノードと前記コアアグリゲーションノードとの間の制御
チャネルを通じて送信するよう更に構成される、
　請求項２０乃至２２のうちいずれか一項に記載の制御デバイス。
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【請求項２４】
　前記コアアグリゲーションノードは、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノ
ードと、バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード及び前記バックアップフレー
ムとしてのコアアグリゲーションノードは、当該制御デバイスを共有し、
　前記プロセッサは、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセス
ノード、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノード、及び前記バックアッ
プフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの前記通信インタフェ
ースを通じて送信するよう更に構成される、
　請求項２０乃至２３のうちいずれか一項に記載の制御デバイス。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、前記メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードのために
生成される第１サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリを一次
ルートとして設定し、該第１サービスフォワーディングエントリを前記メインフレームと
してのコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの前記通信インタフェースを通じて
送信するよう更に構成され、
　前記プロセッサは、前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードの
ために生成される第２サービスフォワーディングエントリにおけるルーティングエントリ
を二次ルートとして設定し、該第２サービスフォワーディングエントリを前記バックアッ
プフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ少なくとも１つの前記通信インタフェ
ースを通じて送信するよう更に構成される、
　請求項２４に記載の制御デバイス。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　第４の態様、第１の可能な実施様態、又は第２の可能な実施様態、又は第３の可能な実
施様態を参照して、第４の可能な実施様態において、当該コアアグリゲーションノードは
、メインフレームとしてのコアアグリゲーションノードと、バックアップフレームとして
のコアアグリゲーションノードとを有し、
　前記データ送信部は具体的に、前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモー
トアクセスノード及び前記バックアップフレームとしてのコアアグリゲーションノードへ
送信するよう更に構成される。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　第５の態様に従って、データバスを使用することによって接続されるプロセッサ及びメ
モリと、前記プロセッサ及び前記メモリへ別々に接続される通信インタフェースとを有す
る制御デバイスであって、
　前記プロセッサは、当該制御デバイスにおいてリモートアクセスノードの外部インタフ
ェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよう構成され、前記
リモートアクセスノードの前記外部インタフェースは、他のネットワークデバイスへ接続
するよう構成されるインタフェースであり、
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　前記プロセッサは、前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されて
いるサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセスノー
ド及びコアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成するよ
う更に構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリは、前記コアアグリゲーション
ノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリとを有し、前記コアアグリゲーションノードの仮想リンク
フォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェース
は前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、前記リモートアクセスノードの
仮想リンクフォワーディングエントリにおける接続回線のインタフェースは前記外部イン
タフェースであり、
　前記プロセッサは、前記コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードと
の間の仮想リンクをセットアップするように、少なくとも１つの前記通信インタフェース
を通じて前記仮想リンクフォワーディングエントリを前記リモートアクセスノード及び前
記コアアグリゲーションノードへ送信するよう更に構成される。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　第６の態様に従って、データバスを使用することによって接続されるプロセッサ及びメ
モリと、前記プロセッサ及び前記メモリへ別々に接続される通信インタフェースとを有す
るコアアグリゲーションノードであって、
　前記プロセッサは、当該コアアグリゲーションノードにおいて、リモートアクセスノー
ドの外部インタフェースのための仮想化されたリモート論理インタフェースを生成するよ
う構成され、前記リモートアクセスノードの前記外部インタフェースは、他のネットワー
クデバイスへ接続するよう構成されるインタフェースであり、
　前記プロセッサは、前記仮想化されたリモート論理インタフェースにおいて構成されて
いるサービスに従って該サービスのサービスタイプを識別し、前記リモートアクセスノー
ド及び前記コアアグリゲーションノードの仮想リンクフォワーディングエントリを生成す
るよう更に構成され、該仮想リンクフォワーディングエントリは、前記コアアグリゲーシ
ョンノードの仮想リンクフォワーディングエントリと、前記リモートアクセスノードの仮
想リンクフォワーディングエントリとを有し、当該コアアグリゲーションノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリにおける接続回線（Attachment　Circuit）のインタフェ
ースは前記仮想化されたリモート論理インタフェースであり、
　前記プロセッサは、当該コアアグリゲーションノードと前記リモートアクセスノードと
の間の仮想リンクをセットアップするように、当該コアアグリゲーションノードの仮想リ
ンクフォワーディングエントリを記憶し、前記リモートアクセスノードの仮想リンクフォ
ワーディングエントリを該リモートアクセスノードへ送信するよう更に構成される。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５８】
　更に、データ計算部７２は、中央集権化された計算を、仮想化されたリモート論理イン
タフェースにおいて構成されているサービスと、処理されるサービスのサービスプロトコ
ルとに従って実行することで、コアアグリゲーションノードのサービスフォワーディング
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エントリを生成し、サービスフォワーディングエントリをコアアグリゲーションノードへ
送信するよう更に構成される。サービスフォワーディングエントリのアウトバウンドイン
タフェースは、仮想化されたリモート論理インタフェースである。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６１】
　データ送信サブユニット７３１は、仮想リンクフォワーディングエントリをコアアグリ
ゲーションノードへ制御デバイスとコアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを
通じて送信し、仮想リンクフォワーディングエントリをリモートアクセスノードへリモー
トアクセスノードとコアアグリゲーションノードとの間の制御チャネルを通じて送信する
よう構成される。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７７】
　バス９４は、インダストリ・スタンダード・アーキテクチャ（Industry　Standard　Ar
chitecture、略してＩＳＡ）バス、ペリフェラル・コンポーネント・インターコネクト（
Peripheral　Component　Interconnect、略してＰＣＩ）バス、拡張インダストリ・スタ
ンダード・アーキテクチャ（Extended　Industry　Standard　Architecture、略してＥＩ
ＳＡ）バス、又は同様のものであってよい。バスは、アドレスバス、データバス、制御バ
ス、及び同様のものに分類されてよい。表現の便宜上、バスは、図１１では唯１つの太線
を使用することによって表される。しかし、それは、唯１つのバス又は唯１つのタイプの
バスしか存在しないことを示すものではない。
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７９】
　プロセッサ９１は、中央演算処理装置（Central　Processing　Unit、略してＣＰＵ）
又は特定用途向け集積回路（Application　Specific　Integrated　Circuit、略してＡＳ
ＩＣ）であるか、あるいは、本発明の実施形態を実装する１つ以上の集積回路として構成
されてよい。
 
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９３】
　本発明は、コアアグリゲーションノード１０を提供する。図１２に示されるように、コ
アアグリゲーションノードは、マイクロプロセッシング・コンピュータに組み込まれるか
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、あるいは、マイクロプロセッシング・コンピュータ自体、例えば、汎用のコンピュータ
、カスタマイズされたコンピュータ、又は携帯電話端末若しくはタブレットコンピュータ
などのポータブルデバイスであって、少なくとも１つのプロセッサ１００１、メモリ１０
０２、通信インタフェース１００３、及びバス１００４を含んでよい。プロセッサ１００
１、メモリ１００２、及び通信インタフェース１００３は、バス１００４を使用すること
によって互いと接続され通信する。
 
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２１８】
　コアアグリゲーションノード１１０１は、コアアグリゲーションノードのルーティング
及びフォワーディングエントリに対応する、ルーティングエントリのアウトバウンドイン
タフェースがリモートアクセスノードにある場合に、内部レイヤの仮想リンクラベル及び
外部レイヤのトラフィック・エンジニアリングＴＥトンネルラベルがカプセル化された後
に、ＴＥトンネルラベルに対応するトンネルへ接続されているアウトバウンドインタフェ
ースを通じてサービスデータパケットを送出するよう更に構成される。ＴＥトンネルは、
リモートアクセスノードとコアアグリゲーションノードとの間にセットアップされる外部
チャネルであり、仮想リンクを生み出すことに関与する。
 
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２０】
　随意的に、リモートアクセスノード１１０２は、リモートアクセスノードのサービスフ
ォワーディングエントリにあるルーティングシステムのアウトバウンドインタフェースが
リモートアクセスノードにある場合に：
　アウトバウンドインタフェースがＴＥトンネルへ接続されるならば、内部レイヤの仮想
リンクラベル及び外部レイヤのトラフィック・エンジニアリングＴＥトンネルラベルがカ
プセル化された後に、ＴＥトンネルラベルに対応するトンネルへ接続されているアウトバ
ウンドインタフェースを通じてサービスデータパケットを送信し、ＴＥトンネルが、リモ
ートアクセスノードとコアアグリゲーションノードとの間にセットアップされる外部チャ
ネルであり、仮想リンクを生み出すことに関与し；あるいは、
　アウトバウンドインタフェースがリモートアクセスノードの局所アウトバウンドインタ
フェースであるならば、内部レイヤの仮想リンクラベル及び外部レイヤのＴＥトンネルラ
ベルを取り去った後に、ルーティングシステムへ外から接続されているデバイスへサービ
スデータパケットを送信する
　よう更に構成される。
 
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２２】
　本発明は、ルーティングシステム１２を提供する。図１５及び図１６に示されるように
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、ルーティングシステム１２は、少なくとも１つのコアアグリゲーションノード１２０１
と、少なくとも１つのコアアグリゲーションノードへ接続されているリモートアクセスノ
ード１２０２とを含む。コアアグリゲーションノード１２０１は、図９又は図１０に示さ
れているいずれかのコアアグリゲーションノードであるか、あるいは、コアアグリゲーシ
ョンノード１２０１は、図１２に示されているコアアグリゲーションノードである。
 
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２５】
　図１６に示される単一Ｍａｓｔｅｒのシナリオでは、コアアグリゲーションノード１２
０１は、メインフレームとバックアップフレームとして分類される。メインフレームは第
１コアアグリゲーションノードであってよく、バックアップフレームは第２コアアグリゲ
ーションノードであってよい。確かに、第１コアアグリゲーションノードは、バックアッ
プフレームとしても使用されてよく、第２コアアグリゲーションノードは、メインフレー
ムとしても使用されてよい。メインフレーム及びバックアップフレームは互いと通信する
。
 
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２８】
　サービスデータを転送するためにコアアグリゲーションノード１２０１によって使用さ
れる具体的なステップについては、図９又は図１０に対応する実施形態を参照されたい。
この実施形態は、再度ここで記載されない。
 
【手続補正１５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】

【手続補正１６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１１】

【手続補正１７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１２
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１２】
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【要約の続き】
間の仮想リンクをセットアップするステップとを有する。本発明の実施形態は、通信テクノロジの分野に適用可能で
ある。
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