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概要

このドキュメントでは、Cisco 7600 シリーズ ルータのポリシー フィーチャ カード（PFC）-
3A、3B、3BXL、3C、および 3CXL モジュール上での隣接関係割り当ての調整/処理方法について
説明します。 この機能はイメージ 15.2(2)S 以降に同梱されています。

背景説明

隣接関係エントリ

ネットワーク内のノードは、リンク レイヤ上の単一ホップで到達可能な場合に隣接関係にあると
見なされます。 Cisco Express Forwarding（CEF）運用の主要コンポーネントは、転送情報ベー
ス（FIB）と隣接関係テーブルの 2 つです。 CEF は、FIB に加えて、隣接関係テーブルを使用し
てレイヤ 2 アドレッシング情報を先頭に付加します。 隣接関係テーブルで、すべての FIB エント
リのレイヤ 2 ネクストホップ アドレスが維持されます。 隣接関係テーブルは、隣接関係 CAM と
呼ばれるハードウェア Ternary Content Addressable Memory（TCAM）を使用して形成されます
。 隣接関係エントリが（Address Resolution Protocol（ARP）や ATM の場合の相手先選択接続
（SVC）などを介して）作成されるたびに、その隣接ノードのリンク レイヤ ヘッダーが事前に
計算され、隣接関係テーブルに保存されます。 ルートが決定されると、ネクスト ホップおよび対
応する隣接関係エントリを示します。 その後、パケットの CEF スイッチング中のカプセル化に
使用されます。

隣接関係割り当て方式



ユニキャストとマルチキャストの両方の隣接関係は隣接関係テーブル上の同じスペースを共有し
ますが、隣接関係エントリ割り当て方式はユニキャスト ストリームとマルチキャスト ストリーム
で異なります。 CAM テーブル内には、統計領域と非統計領域という 2 つの領域があります。
7600 シリーズ ルータは、最大 100 万の隣接関係をサポートし、その最初の 512,000 は統計情報
レポートをサポートし、残りは非統計情報をサポートします。 512,000 が統計領域に使用されて
いる場合は、非統計領域から新しい隣接関係が作成されます。

ユニキャストの隣接関係エントリ割り当て

隣接関係ドライバ コードは、統計/非統計のすべての領域でユニキャスト ストリームの隣接関係
エントリ割り当てを検索します。 隣接関係ドライバ コードは、隣接関係テーブル全体で使用可能
なすべての隣接関係エントリを返します。 通常、検索は、低い領域（統計領域）から高いアドレ
ス（非統計）領域に進みます。

マルチキャストの隣接関係エントリ割り当て

マルチキャスト アプリケーションは、マルチキャスト（S,G）ハッシングに基づいて領域を選択
します。 全部で 32 の領域があります。 隣接関係ドライバ コードは、選択された領域で空き隣接
関係エントリを検索し、使用可能な場合は 1 つを返します。 その特定の領域に空き隣接関係エン
トリが存在しない場合、ドライバ コードは、他の領域で隣接関係エントリが使用可能であっても
、それらの領域の隣接関係エントリをマルチキャスト アプリケーションに返しません。

ソフトウェア アーキテクチャ

ソフトウェア アーキテクチャの図を以下に示します。



現在の設計に関する問題

このセクションでは、現在の設計に関するいくつかの問題を列挙します。

通常のルータのブートアップ時に、最初のユニキャスト エントリが割り当てられます。 ユニ
キャスト ルートが確立されると、マルチキャスト ルートが構築され、エントリが割り当てら
れます。

●

マルチキャスト アプリケーションが S,G ハッシングに基づいて特定の領域の隣接関係エント
リを要求したときに、その領域がすでにユニキャスト エントリでいっぱいになっていた場合
は、隣接関係ドライバ コードがエントリを割り当てることができません。 ドライバ コード
は、他の領域で隣接関係エントリが使用可能な場合でも、他の領域から隣接関係エントリを
割り当てません。

●

ユニキャスト ルートが最初に構築され（通常のケース）、最初のいくつかの領域を完全に占
有したときにこの問題が発生します。 その後、マルチキャスト ルートが構築され、隣接関係
エントリが S,G ハッシングに基づいて最初の領域から要求されても、そのエントリはマルチ
キャスト ストリームに使用できません。

●

一般的な問題

判明している一般的な問題は、領域がユニキャストまたはマルチキャスト エントリでいっぱいに
なっている場合は、隣接関係ドライバ コードがエントリを割り当てることができないということ
です。 ルータは次のエラーを出力します。

%MMLS-SP-STDBY-6-ADJ_ALLOC_FAILURE: Failed to allocate Adjacency for the multicast

flow (S, G) in region 31

%CONST_MFIB_LC-SP-STDBY-6-FIB_MCAST_INSTALL_FAILURE: Failed to install FIB multicast

entry (table:21, S:x, G:y)

Router#show mls cef adjacency usage

Adjacency Table Size: 1048576

ACL region usage: 3

Non-stats region usage: 101110

Stats region usage: 495778 <<<<< adjacencies entries are being exhausted

Total adjacency usage: 596891

ユニキャスト アプリケーションが STATS PREFERRED モードで隣接関係エントリを要求すると
、隣接関係ドライバ コードは可能な場合に統計領域から隣接関係エントリを割り当てます。 マル
チキャスト エントリはフローの状態に依存するため、マルチキャスト アプリケーションは
STATS REQUIRED 領域から割り当てる必要があります。

ユーザは、統計領域（最初の 32 領域）で十分な隣接関係エントリを使用可能な場合でも、大
規模ネットワーク内の一部のマルチキャスト ストリームで隣接関係エントリを使用できない
状態を検出することがあります。

●

ユーザがユニキャスト ルートを拡張すると、隣接関係エントリがほとんどのマルチキャスト
ストリームで使用できなくなるという問題が発生します。

●



解決策：7600 シリーズの新しい隣接関係エントリ割り当て方式

機能強化によって、マルチキャスト隣接関係用のスペースを確保できるようにする修正プログラ
ムが提供されています。

コマンド

機能強化修正プログラムを有効にするには、次のコマンドを入力します。

Router(config)#mls cef adjacency-mcast ?

<1-16> number of 1K entries

region Configure per region adjacency entries for mcast

As per above command we can reserve the space for multicast adjacencies in two ways.

A: Reserve common space across all stat regions for multicast adjacencies:

Router(config)#mls  cef  adjacency-mcast <1K - 16K>

Unicast adjacencies cannot use these reserved space even in absence of multicast

adjacencies.

B: Reserve space in particular region for multicast adjacencies:

Router(config)#mls  cef  adjacency-mcast  region <region#1 - region#31> <1K - 16K>

If multicast consumes the reserved space in particular region, it can still use

non-reserved space also, if availability is there.

Note:

a) Region # 0 is left out of this reservation scheme.

b) For region # 31 maximum  reservation possible is only of 13K. For all other

feasible regions, possible limit is 16K.

Commnad Reference:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/7600/ios/15S/configuration/guide/

7600_15_0s_book/pfc3mpls.html#wp1421353

注: 上記コマンドはリロード後にのみ有効になります。

新しい隣接関係割り当て方式は、このロジックを使用して隣接関係エントリを割り当てます。

注: この例では、マルチキャスト用に 4,000 の隣接関係エントリを予約します。

統計領域のユニキャスト エントリは、現在の領域あたり 16,000 ではなく、12,000 などの他
の値に制限できます。

●

マルチキャスト割り当ては、4,000 またはユーザが指定した他の値に予約することができま
す。

●

マルチキャスト割り当ては予約スペースから始まります。 予約スペースを使い果たしたら、●



残りの 12,000 エントリが使用できます（使用可能な場合）。

ユニキャスト エントリの場合： ドライバ コードは、マルチキャスト エントリ用に予約され
たスペースから隣接関係エントリを割り当てません。

●

システムは最初にユニキャスト プレフィックスに基づいて起動するため、最初にユニキャス
ト エントリが割り当てられます。

●

ユーザが入力を定義すると、ユニキャスト エントリが 12,000 に制限されます。 この 12,000
のエントリは、隣接関係ドライバ コードによる検索で空きが見つかった場合に、マルチキャ
ストに使用できます。

●

4,000 のエントリがマルチキャスト用に予約されます。●

現時点で、ユニキャスト用の領域は、いっぱいになるまで、32 の領域の中からラウンドロビ
ン方式で選択されます。 その後は、非統計領域からエントリが正常に割り当てられます。

●

マルチキャスト エントリ用の領域は、（S,G）ペアを使用して統計領域を選択するハッシュ
アルゴリズムを介して選択されます。

●

show コマンド

関連する show コマンドを以下に示します。



   

show mls cef adjacency list

show mls cef adjacency usage

show mls cef adjacency count

show mls cef adjacency internal
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