
シスコ エクスプレス フォワーディングの概要

このモジュールでは、シスコ エクスプレス フォワーディング機能の概要について説明します。シスコ 
エクスプレス フォワーディングは、高度なレイヤ 3 IP スイッチング テクノロジーです。これにより、

すべての種類のネットワークに関して、ネットワーク パフォーマンスとスケーラビリティが最適化さ

れます。こうしたネットワークの種類としては、インターネットや、負荷の大きい Web ベース アプリ

ケーションや対話形式セッションを特長とするネットワークなど、少量のトラフィックと大量のトラ

フィックを複雑なパターンで伝送するものがあります。

機能情報の検索
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな

いことがあります。最新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリースノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各

機能がサポートされているリリースのリストについては、「シスコ エクスプレス フォワーディングの概要

の機能情報」（P.13） を参照してください。

プラットフォームのサポートおよび Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに

関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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  シスコ エクスプレス フォワーディングについて
シスコ エクスプレス フォワーディングについて
シスコ エクスプレス フォワーディングまたは分散型シスコ エクスプレス フォワーディングを使用する

前に、次の内容を理解しておく必要があります。

• 「集中型シスコ エクスプレス フォワーディングおよび分散型シスコ エクスプレス フォワーディン

グをサポートするシスコ プラットフォーム」（P.2）

• 「シスコ エクスプレス フォワーディングの利点：パフォーマンス、スケーラビリティ、および復元

力の向上」（P.3）

• 「シスコ エクスプレス フォワーディングがサポートするメディア」（P.4）

• 「シスコ エクスプレス フォワーディング動作の主要コンポーネント」（P.4）

• 「FIB の概要」（P.5）

• 「シスコ エクスプレス フォワーディングの隣接関係テーブルの概要」（P.5）

• 「シスコ エクスプレス フォワーディングの動作モード：集中型と分散型」（P.6）

• 「デフォルトでイネーブルのシスコ エクスプレス フォワーディング機能」（P.8）

• 「シスコ エクスプレス フォワーディング機能のリンク」（P.9）

集中型シスコ エクスプレス フォワーディングおよび分散型シスコ エクスプ
レス フォワーディングをサポートするシスコ プラットフォーム

シスコ エクスプレス フォワーディングは、Cisco IOS ソフトウェア Release 12.0 以降を実行している

ほとんどのシスコ プラットフォームで、デフォルトでイネーブルになっています。シスコ エクスプレ

ス フォワーディングをルータでイネーブルにすると、Route Processor（RP; ルート プロセッサ）がエ

クスプレス フォワーディングを実行します。

ご使用のプラットフォーム上でシスコ エクスプレス フォワーディングがイネーブルかどうか確認する

には、show ip cef コマンドを入力してください。シスコ エクスプレス フォワーディングがイネーブル

の場合は、次のような出力が表示されます。

Router# show ip cef 

Prefix              Next Hop            Interface
[...]
10.2.61.8/24        192.168.100.1       FastEthernet1/0/0
                    192.168.101.1       FastEthernet6/1
[...]

ご使用のプラットフォーム上でシスコ エクスプレス フォワーディングがイネーブルでない場合、show 
ip cef コマンドの出力は次のようになります。

Router# show ip cef

%CEF not running

分散型シスコ エクスプレス フォワーディングは、Catalyst 6500 シリーズ スイッチ、Cisco 7500 シ
リーズ ルータ、および Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータで、デフォルトでイネーブルに

なっています。プラットフォーム上で分散型シスコ エクスプレス フォワーディングがイネーブルに

なっている場合、ラインカードはエクスプレス フォワーディングを実行します。
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プラットフォーム上でシスコ エクスプレス フォワーディングがイネーブルになっていない場合は、ip 
cef コマンドを使用して（集中型）シスコ エクスプレス フォワーディングをイネーブルにするか、また

は ip cef distributed コマンドを使用して分散型シスコ エクスプレス フォワーディングをイネーブルに

します。

シスコ エクスプレス フォワーディングの利点：パフォーマンス、スケーラ
ビリティ、および復元力の向上

シスコ エクスプレス フォワーディングには次の利点があります。

• パフォーマンスの向上：シスコ エクスプレス フォワーディングは、ファースト スイッチング ルー

ト キャッシングに比べて CPU に負担がかかりません。その結果、より多くの CPU 処理能力を 
QoS（Quality of Service）や暗号化などのレイヤ 3 サービスに使用できます。

• スケーラビリティ：分散型シスコ エクスプレス フォワーディング モードがアクティブな場合、シ

スコ エクスプレス フォワーディングでは、各ラインカードのスイッチング キャパシティをフルに

活用できます。分散型シスコ エクスプレス フォワーディングは、ルータに設置されているイン

ターフェイス カード数および帯域幅に従って、リニアに拡張する分散型スイッチング メカニズム

です。

• 復元力：シスコ エクスプレス フォワーディングは、大規模な動的ネットワーク上で比類ないレベ

ルのスイッチング一貫性と安定性を提供します。動的なネットワークでは、高速交換されるキャッ

シュ エントリが、ルーティングの変更によって無効になることがよくあります。このような変更

が行われると、トラフィックはルート キャッシュを使用した高速交換ではなく、ルーティング 
テーブルを使用したプロセス交換で処理されるようになります。Forwarding Information Base

（FIB; 転送情報ベース）ルックアップ テーブルには、ルーティング テーブル内に存在する既知の

すべてのルートが含まれているため、ルート キャッシュ メンテナンスの必要性がなくなり、高速

スイッチまたはプロセス スイッチ フォワーディングに関連する手順が不要になります。シスコ エ
クスプレス フォワーディングは、一般的なデマンド キャッシング スキームよりも効率的にトラ

フィックを交換できます。

シスコ エクスプレス フォワーディングは、ネットワークのどの部分ででも使用できます。たとえば、

図 1 に、集約ポイントの Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータで実行されるシスコ エクスプレ

ス フォワーディングを示します。ここはネットワークのコアで、トラフィック レベルが高く、パ

フォーマンスが重要です。

図 1 シスコ エクスプレス フォワーディングの例
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  シスコ エクスプレス フォワーディングについて
一般的な大容量 Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）環境では、

Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータがネットワークのコアで集約デバイスとして機能し、

Cisco 7500 シリーズ ルータまたはその他のフィーダ デバイスへのリンクをサポートします。ネット

ワーク コアにあるこれらのプラットフォームのシスコ エクスプレス フォワーディングは、絶え間ない

成長と増え続けるネットワーク トラフィックに対応するために、ネットワークが必要とするパフォー

マンスとスケーラビリティを提供します。シスコ エクスプレス フォワーディングは、ルータに設置さ

れているインターフェイス カード数および帯域幅に従って、リニアに拡張する分散型スイッチング メ
カニズムです。

シスコ エクスプレス フォワーディングがサポートするメディア

シスコ エクスプレス フォワーディングは、現在のところ次のメディアをサポートしています。

• ATM/AAL5snap、ATM/AAL5mux、および ATM/AAL5nlpid

• イーサネット

• FDDI

• フレームリレー

• High-Level Data Link Control（HDLC; ハイレベル データリンク コントロール）

• PPP 

• Spatial Reuse Protocol（SRP）

• TokenRing

• トンネル

シスコ エクスプレス フォワーディング動作の主要コンポーネント

従来ルート キャッシュに格納されていた情報は、シスコ エクスプレス フォワーディング スイッチング

のいくつかのデータ構造に格納されます。このデータ構造では、最適化された検索によって効率的なパ

ケット フォワーディングが可能です。シスコ エクスプレス フォワーディング動作の 2 つの主要コン

ポーネントは、Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）と隣接関係テーブルです。

FIB は、概念的にはルーティング テーブルや情報ベースに似ています。ルータはこのルックアップ 
テーブルを使用して、シスコ エクスプレス フォワーディング動作中に宛先ベースのスイッチング判断

を行います。FIB は、ネットワーク内で変更が発生すると更新され、その時点で既知のすべてのルート

が含まれます。詳細については、「FIB の概要」（P.5）を参照してください。

隣接関係テーブルには、すべての FIB エントリに関するレイヤ 2 ネクストホップ アドレスが保存され

ます。詳細については、「シスコ エクスプレス フォワーディングの隣接関係テーブルの概要」（P.5）を

参照してください。

この到着可能性情報（シスコ エクスプレス フォワーディング テーブル内）と転送情報（隣接関係テー

ブル内）の分離には、次のような多くの利点があります。

• 隣接関係テーブルは、シスコ エクスプレス フォワーディング テーブルとは別に作成できます。そ

のため、両方のテーブルを、パケットのプロセス交換なしで作成できます。

• パケットの転送に使用される MAC ヘッダー書き換えは、キャッシュ エントリに格納されません。

したがって、MAC ヘッダー書き換え文字列の変更では、キャッシュ エントリを無効化する必要が

ありません。
4
 



シスコ エクスプレス フォワーディングの概要

  シスコ エクスプレス フォワーディングについて
FIB の概要 
シスコ エクスプレス フォワーディングは、FIB を使用して IP 宛先プレフィクス ベースのスイッチング

判断を行います。

FIB には、フォワーディングに最適化される方法で構造化された IP ルーティング テーブルからのプレ

フィクスが含まれています。ネットワークでルーティングまたはトポロジの変更が発生すると、IP 
ルーティング テーブルが更新され、これらの変更が FIB に反映されます。FIB は、IP ルーティング 
テーブルの情報に基づいて、ネクストホップ アドレス情報を保持します。

FIB のエントリとルーティング テーブル のエントリの間には 1 対 1 の関係があるため、FIB には既知

のすべてのルートが含まれ、ファースト スイッチングや最適スイッチングで使用されるような、ス

イッチング パスに関連付けられたルート キャッシュを保持する必要がなくなります。

シスコ エクスプレス フォワーディング FIB とロード バランシング

宛先プレフィクスへのパスが複数存在することがあります。たとえば、ルータが同時ロード バランシ

ングおよび冗長性に対応するように設定されていると、このようなことが発生します。解決されるパス

ごとに、そのパスのネクストホップ インターフェイスに対応する隣接へのポインタが FIB に含まれま

す。

シスコ エクスプレス フォワーディングの隣接関係テーブルの概要

リンク レイヤ（レイヤ 2）を通過する単一ホップでノードに到達可能な場合、このノードはもう 1 つの

ノードと隣接関係を持つことになります。シスコ エクスプレス フォワーディングは、隣接関係テーブ

ルと呼ばれるデータ構造に、隣接ノードへのフォワーディング情報（発信インターフェイスおよび 
MAC ヘッダー書き換え）を格納します。シスコ エクスプレス フォワーディングは、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パケットにプリペンドします。隣接関係テーブルは、す

べての FIB エントリのレイヤ 2 ネクストホップ アドレスを保持します。

次の項で、隣接関係に関する追加情報を示します。

• 「隣接関係のディスカバリ」（P.5）

• 「特別な処理が必要な隣接関係タイプ」（P.6）

• 「未解決の隣接関係」（P.6）

隣接関係のディスカバリ

各隣接関係テーブルは、隣接関係が検出されると設定されます。隣接関係は、間接的な手動設定で、ま

たは動的にテーブルに追加され、ネイバー関係を形成します。動的の場合、Address Resolution 
Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）のようなメカニズムを通じて検出されたり、Border 
Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル）または Open Shortest Path First（OSPF）
のようなルーティング プロトコルを使用して追加されます。隣接関係エントリが作成されるたびに、

その隣接ノードのリンク レイヤ ヘッダーが計算され、隣接関係テーブルに格納されます。

隣接関係情報は、後でパケットがシスコ エクスプレス フォワーディングでスイッチングされるときに、

カプセル化に使用されます。
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特別な処理が必要な隣接関係タイプ

ネクストホップ インターフェイスに関連付けられた隣接関係（ホスト ルート隣接関係）のほかに、特

定の例外条件が存在するときにスイッチングを促す別のタイプの隣接関係が使用されます。例外処理ま

たは特別な処理を必要とするプレフィクスは、表 1 で示す特別な隣接関係のいずれかと共にキャッ

シュされます。

未解決の隣接関係 

パケットにリンク レイヤ ヘッダーがプリペンドされるとき、FIB では、プリペンドされたヘッダーが

ネクストホップに対応する隣接関係をポイントする必要があります。FIB で隣接関係が作成され、

ARP などのメカニズムで検出されない場合、レイヤ 2 アドレッシング情報は不明となり、隣接関係は

不完全または未解決と見なされます。レイヤ 2 情報が認識されると、パケットが RP に転送され、ARP 
で隣接関係が判別されます。これによって、隣接関係が解決されます。

シスコ エクスプレス フォワーディングの動作モード：集中型と分散型

シスコ エクスプレス フォワーディングは、ここで説明する 2 つのモードのいずれかでイネーブルにで

きます。

• 「集中型シスコ エクスプレス フォワーディング モードの動作」（P.7）

• 「分散型シスコ エクスプレス フォワーディング モードの動作」（P.7）

表 1 特別な処理が必要な隣接関係タイプ

この隣接関係タイプのパケット 行われる処理

ヌル隣接関係 Null0 インターフェイスに送信されたパケットはドロップされま

す。ヌル隣接関係は、アクセス フィルタリングの効果的な形式と

して使用できます。

グリーニング隣接関係 ルータがマルチアクセス メディアに接続されている場合、ルータ

の FIB テーブルは、個別のホスト プレフィクスではなく、サブ

ネットのプレフィクスを保持します。サブネットのプレフィクス

は、グリーニング隣接関係をポイントします。グリーニング隣接

関係エントリは、特定のネクストホップに直接接続する必要があ

るが、MAC ヘッダー書き換え情報は使用できないことを示しま

す。ルータがサブネットの特定のホストにパケットを転送する必

要がある場合、シスコ エクスプレス フォワーディングが特定のプ

レフィクスの ARP エントリを要求し、ARP が MAC アドレスを送

信し、ホストの隣接関係エントリが構築されます。

パント隣接関係 ルータは、特別な処理を必要とするパケット、またはまだサポー

トされていない機能で送信されたパケットを処理するため、シス

コ エクスプレス フォワーディング スイッチング パスと共に、1 つ
上位のスイッチング レベルに転送します。

廃棄隣接関係 ルータはパケットを廃棄します。

ドロップ隣接関係 ルータはパケットをドロップします。
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  シスコ エクスプレス フォワーディングについて
集中型シスコ エクスプレス フォワーディング モードの動作

シスコ エクスプレス フォワーディング スイッチングにラインカードが対応していない場合、分散型シ

スコ エクスプレス フォワーディング スイッチングと互換性のない機能を使用する必要がある場合、ま

たは分散型ではないプラットフォーム上で動作する場合は、集中型シスコ エクスプレス フォワーディ

ング モードを使用できます。集中型シスコ エクスプレス フォワーディング モードがイネーブルの場

合、シスコ エクスプレス フォワーディング FIB および隣接関係テーブルは RP 上に存在し、RP はエク

スプレス フォワーディングを実行します。

図 2 に、集中型シスコ エクスプレス フォワーディング モードで動作中の、ルーティング テーブル、

FIB、および隣接関係テーブルの関係を示します。Catalyst スイッチは、ワークグループ LAN から、

集中型シスコ エクスプレス フォワーディングが動作するバックボーン上の Cisco 7500 シリーズ ルー

タにトラフィックを転送します。RP は、エクスプレス フォワーディングを実行します。

図 2 集中型シスコ エクスプレス フォワーディング モードの動作

分散型シスコ エクスプレス フォワーディング モードの動作

さらにスケーラビリティを向上させるために、シスコ エクスプレス フォワーディングは、処理タスク

を 2 つ以上のラインカードにわたって分散させることにより、特定のプラットフォーム上で分散型シス

コ エクスプレス フォワーディングの形式で動作します。分散型シスコ エクスプレス フォワーディング 
モードがイネーブルの場合、ラインカードは FIB と隣接関係テーブルの同一のコピーを保持します。

ラインカードはポート アダプタ間でエクスプレス フォワーディングを行い、RP をスイッチング動作か

ら解放し、システム パフォーマンスも向上させます。

分散型シスコ エクスプレス フォワーディングは、InterProcess Communication（IPC; プロセス間通信）

メカニズムを使用して、RP およびラインカード上の FIB テーブルと隣接関係テーブルとの同期を保証

します。

図 3 に、分散型シスコ エクスプレス フォワーディングがアクティブな場合の RP とラインカード間の

関係を示します。
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シスコ エクスプレス フォワーディングの概要

  シスコ エクスプレス フォワーディングについて
図 3 分散型シスコ エクスプレス フォワーディング モードの動作

Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータでは、図 3 に示すように、ラインカードがスイッチング

を行います。その他のルータでは、同じルータ内で各種タイプのカードが混在できる場合、すべての

カードが分散型シスコ エクスプレス フォワーディングをサポートするとは限りません。これらのその

他のルータの 1 つで、分散型シスコ エクスプレス フォワーディングをサポートしないラインカードが

パケットを受信した場合、そのラインカードは 1 つ上位のスイッチング レイヤ（RP）にパケットを転

送します。この構造により、レガシー インターフェイス プロセッサが、新しいインターフェイス プロ

セッサとルータ内に共存できます。

（注） Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータは、分散型シスコ エクスプレス フォワーディング モード

だけで動作します。

デフォルトでイネーブルのシスコ エクスプレス フォワーディング機能

シスコ エクスプレス フォワーディングをイネーブルにすると、次の機能がデフォルトでイネーブルに

なります。

• 宛先単位のロード バランシングおよびユニバーサル ロード シェアリング アルゴリズム

（『Configuring a Load-Balancing Scheme for Cisco Express Forwarding Traffic』モジュールを参

照）

• 分散型トンネル スイッチング（「シスコ エクスプレス フォワーディング分散型トンネル スイッチ

ング」（P.9）を参照）
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• マルチポイント Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネル（「シスコ エクスプレス フォワー

ディングでスイッチングされるマルチポイント GRE トンネル（Cisco IOS 12.2(8)T）」（P.9）を参

照）

シスコ エクスプレス フォワーディング分散型トンネル スイッチング

シスコ エクスプレス フォワーディングは、GRE トンネルで実現可能な分散型トンネル スイッチング

をサポートします。分散型トンネル スイッチングは、シスコ エクスプレス フォワーディングまたは分

散型シスコ エクスプレス フォワーディングをイネーブルにすると、自動的にイネーブルになります。

シスコ エクスプレス フォワーディングまたは分散型シスコ エクスプレス フォワーディングをイネーブ

ルにした後で、分散型トンネル スイッチングをイネーブルにするために追加の作業を実行する必要は

ありません。

シスコ エクスプレス フォワーディングでスイッチングされるマルチポイント GRE トンネル

（Cisco IOS 12.2(8)T）

シスコ エクスプレス フォワーディングでスイッチングされるマルチポイント GRE トンネル機能を使

用すると、マルチポイント GRE トンネルとの間で、IP トラフィックのシスコ エクスプレス フォワー

ディング スイッチングが可能になります。プレフィクスとトンネル宛先の両方がアプリケーションで

指定されている場合、トンネル宛先を通じてトラフィックをプレフィクスに転送できます。GRE は、

IP インターネットワークを使用して、リモート ポイントの他のルータへの仮想ポイントツーポイント 
リンクを作成します。GRE は、幅広いプロトコル タイプのパケットをカプセル化できます。単一プロ

トコル バックボーン環境で、マルチプロトコル サブネットワークに接続することで、GRE を使用する 
IP トンネリングは単一プロトコル バックボーン環境のネットワークを拡張できます。

シスコ エクスプレス フォワーディング機能のリンク

表 2 に、シスコ エクスプレス フォワーディングまたは分散型シスコ エクスプレス フォワーディング動

作と組み合わせて使用するよう設定可能な機能に関する情報へのリンクを示します。

表 2 シスコ エクスプレス フォワーディングまたは分散型シスコ エクスプレス フォワーディング動作

に対して設定可能な機能

機能 参照するドキュメント

シスコ エクスプレス フォワーディングの

基本動作の設定と確認

『Configuring Basic Cisco Express Forwarding for 
Improved Performance, Scalability, and Resiliency in 
Dynamic Networks』

シスコ エクスプレス フォワーディングま

たは分散型シスコ エクスプレス フォワー

ディングのスイッチングおよびフォワー

ディングのイネーブル化またはディセーブ

ル化

『Enabling or Disabling Cisco Express Forwarding or 
Distributed Cisco Express Forwarding to Customize 
Switching and Forwarding for Dynamic Networks』

ロード バランシング スキームの変更 『Configuring a Load-Balancing Scheme for Cisco 
Express Forwarding Traffic』

隣接関係テーブルまたはシスコ エクスプ

レス フォワーディング テーブルの更新ま

たは再構築

『Configuring Epochs to Clear and Rebuild Cisco Express 
Forwarding and Adjacency Tables』

シスコ エクスプレス フォワーディングの

整合性チェッカの設定

『Configuring Cisco Express Forwarding Consistency 
Checkers for Route Processors and Line Cards』
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シスコ エクスプレス フォワーディングの設定方法
「シスコ エクスプレス フォワーディングの概要」モジュールに、タスクはありません。

シスコ エクスプレス フォワーディング機能およびサービスの設定情報へのリンクについては、「関連資

料」（P.10）を参照してください。

シスコ エクスプレス フォワーディングの設定例
「シスコ エクスプレス フォワーディングの概要」モジュールに、設定例はありません。

シスコ エクスプレス フォワーディング機能およびサービスの設定情報へのリンクについては、「関連資

料」（P.10）を参照してください。

関連情報
シスコ エクスプレス フォワーディング機能およびサービスの設定情報へのリンクについては、「関連資

料」（P.10）を参照してください。

参考資料
ここでは、シスコ エクスプレス フォワーディングの設定に関する参考資料について説明します。

関連資料

シスコ エクスプレス フォワーディングの

ネットワーク アカウンティングの設定

『Configuring Cisco Express Forwarding Network 
Accounting』

記録されたシスコ エクスプレス フォワー

ディング イベントの表示のカスタマイズ

『Customizing the Display of Recorded Cisco Express 
Forwarding Events』

表 2 シスコ エクスプレス フォワーディングまたは分散型シスコ エクスプレス フォワーディング動作

に対して設定可能な機能（続き）

機能 参照するドキュメント

関連項目 参照先

IP スイッチング コマンド： 完全なコマンド構文、コ

マンド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用に関

する注意事項、および例 

『Cisco IOS IP Switching Command Reference』

「シスコ エクスプレス フォワーディング」モジュール

に記述されている機能のリスト

『Cisco Express Forwarding Features Roadmap』

ルータでシスコ エクスプレス フォワーディング情報

を確認するタスク

『Configuring Basic Cisco Express Forwarding for Improved 
Performance, Scalability, and Resiliency in Dynamic Networks』
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  参考資料
シスコ エクスプレス フォワーディングまたは分散型

シスコ エクスプレス フォワーディングをイネーブル

またはディセーブルにするためのタスク

『Enabling or Disabling Cisco Express Forwarding or Distributed 
Cisco Express Forwarding to Customize Switching and Forwarding 
for Dynamic Networks』

シスコ エクスプレス フォワーディングのロード バラ

ンシング スキームを設定するためのタスク 
『Configuring a Load-Balancing Scheme for Cisco Express 
Forwarding Traffic』

シスコ エクスプレス フォワーディングの整合性

チェッカを設定するためのタスク

『Configuring Cisco Express Forwarding Consistency Checkers for 
Route Processors and Line Cards』

シスコ エクスプレス フォワーディング テーブルのエ

ポックを設定するためのタスク

『Configuring Epochs to Clear and Rebuild Cisco Express 
Forwarding and Adjacency Tables』

シスコ エクスプレス フォワーディングのネットワー

ク アカウンティングを設定および確認するためのタス

ク

『Configuring Cisco Express Forwarding Network Accounting』

記録されたシスコ エクスプレス フォワーディング イ
ベントの表示をカスタマイズするためのタスク

『Customizing the Display of Recorded Cisco Express Forwarding 
Events』

シスコ エクスプレス フォワーディング スイッチング

の確認手順

『How to Verify Cisco Express Forwarding Switching』

不完全な隣接関係に対するトラブルシューティングの

ヒント

『Troubleshooting Incomplete Adjacencies with CEF』

Cisco 7500 および 12000 シリーズ ルータで使用可能

なシスコ エクスプレス フォワーディングの整合性

チェッカの説明と使用方法 

『Troubleshooting Prefix Inconsistencies with Cisco Express 
Forwarding』

シスコ エクスプレス フォワーディングのルーティン

グ ループと準最適ルーティングのトラブルシューティ

ングについての情報 

『Troubleshooting Cisco Express Forwarding Routing Loops』

分散型シスコ エクスプレス フォワーディング スイッ

チングが動作するプラットフォーム（Cisco 7500 シ
リーズ ルータおよび Cisco 12000 シリーズ インター

ネット ルータ）上での、一般的なシスコ エクスプレ

ス フォワーディング関連エラー メッセージの原因と、

そのトラブルシューティング方法

『Troubleshooting Cisco Express Forwarding-Related Error 
Messages』

シスコ エクスプレス フォワーディング使用時の、複

数のパラレル リンク間のレイヤ 3 ロード バランシン

グの Cisco IOS ソフトウェア実装に関する説明とトラ

ブルシューティング情報

『Troubleshooting Load Balancing Over Parallel Links Using Cisco 
Express Forwarding』

Supervisor Engine 2、Policy Feature Card 2（PFC2）、
または Multilayer Switch Feature Card 2（MSFC2）が

装備された Catalyst 6500/6000 スイッチのユニキャス

ト IP ルーティングのトラブルシューティング ガイド

『Troubleshoot Unicast IP Routing Involving CEF on Catalyst 
6500/6000 Series Switches with a Supervisor Engine 2 and Running 
CatOS System Software』

シスコ エクスプレス フォワーディングが必要な QoS 
機能 

『When Is CEF Required for Quality of Service』

関連項目 参照先
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  参考資料
規格

MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

規格 タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格または変

更された規格はありません。またこの機能による既存

規格のサポートに変更はありません。

—

MIB MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または

変更された MIB はありません。またこの機能による

既存 MIB のサポートに変更はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

トの MIB を検索してダウンロードする場合は、次の URL にある 
Cisco MIB Locator を使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs 

RFC タイトル

RFC 1701 『Generic Route Encapsulation（GRE）』

RFC 2784 『Generic Routing Encapsulation (GRE)』

RFC 2890 『Key and Sequence Number Extensions to GRE』

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サポートを最大

限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製品のセキュ

リティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティで、技術関

連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェアや設定、

パフォーマンスに関する一般的な問題をインタラクティブに特

定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com の
ログイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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シスコ エクスプレス フォワーディングの概要の機能情報
表 3 に、この機能のリリース履歴を示します。

ここに示されていないこの技術の機能の詳細については、『Cisco Express Forwarding Features 
Roadmap』を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リ
リース、フィーチャ セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS および Catalyst OS の
ソフトウェア イメージを判別できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn 
からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 3 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

表 3 シスコ エクスプレス フォワーディングの概要の機能情報

機能名 リリース 機能設定情報

シスコ エクスプレス フォワーディングでス

イッチングされるマルチポイント GRE トン

ネル

12.2(8)T この機能を使用すると、マルチポイント GRE トンネルと

の間で、IP トラフィックのシスコ エクスプレス フォワー

ディング スイッチングが可能になります。この機能の導

入前は、マルチポイント GRE トンネルに使用できるのは

プロセス交換だけでした。

• 「シスコ エクスプレス フォワーディングでスイッチン

グされるマルチポイント GRE トンネル（Cisco IOS 
12.2(8)T）」（P.9）

IEEE 802.1Q vLAN 間の IP ルーティングの 
CEF サポート

Cisco IOS XE 
Release 2.1
15.0(1)S

この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで導入され

ました。

この機能は、Cisco IOS Release 15.0(1)S に統合されまし

た。
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用語集
FIB：転送情報ベース。概念上はルーティング テーブルや情報ベースに似た、シスコ エクスプレス 
フォワーディングのコンポーネント。ルータは FIB ルックアップ テーブルを使用して、シスコ エクス

プレス フォワーディング動作中に送信先ベースのスイッチング判断を行います。ルータには、IP ルー

ティング テーブル内の転送情報のミラー イメージが保持されます。

GRE：Generic Routing Encapsulation の略。シスコが開発したトンネリング プロトコルで、IP トンネ

ル内のさまざまなプロトコル パケット タイプをカプセル化し、IP インターネットワークを使用して、

リモート ポイントの Cisco ルータへの仮想ポイントツーポイント リンクを作成します。単一プロトコ

ル バックボーン環境で、マルチプロトコル サブネットワークに接続することで、GRE を使用する IP 
トンネリングは単一プロトコル バックボーン環境のネットワークを拡張できます。

IPC：プロセス間通信。ルータが分散型シスコ エクスプレス フォワーディング モードで動作している

場合に、Route Switch Processor（RSP）からラインカードへの、シスコ エクスプレス フォワーディン

グ テーブルの配布を可能にするメカニズム。

LER：ラベル エッジ ルータ。ラベル インポジションを実行するルータ。

LFIB：ラベル転送情報ベース。ラベル付きパケットを交換するためにスイッチング機能が使用する

データ構造。

LIB：ラベル情報ベース。他の Label Switch Router（LSR; ラベル スイッチ ルータ）から学習したラ

ベル、およびローカル LSR によって割り当てられたラベルを格納するために、LSR が使用するデータ

ベース。

LSP：ラベル スイッチド パス。ホップのシーケンス（ルータ 0 ～ルータ n）。パケットは、ラベル ス
イッチング メカニズムによって、R0 から Rn に送られます。LSP は、通常のルーティング メカニズム

に基づいて動的に選択することも、また手動で設定することもできます。

LSR：ラベル スイッチ ルータ。パケット内のラベル カプセル化の値に基づいて、パケットを転送する

レイヤ 3 ルータ。

MPLS：マルチプロトコル ラベル スイッチング。通常のルーティング パスに沿ってパケットを転送す

るための新しい業界標準（MPLS ホップバイホップ フォワーディングと呼ばれる場合もある）。

RIB：ルーティング情報ベース。レイヤ 3 到達可能性情報および送信先 IP アドレスまたはプレフィク

スを含むルートの中央リポジトリ。RIB は、ルーティング テーブルとも呼ばれます。

RP：ルート プロセッサ。Cisco 7000 シリーズ ルータのプロセッサ モジュールであり、CPU、システ

ム ソフトウェア、およびルータで使用されるメモリ コンポーネントの大部分が含まれます。スーパー

バイザリ プロセッサと呼ばれることもあります。

RSP：ルート スイッチ プロセッサ。Cisco 7500 シリーズ ルータで使用されるプロセッサ モジュール

であり、Route Processor（RP; ルート プロセッサ）と Switch Processor（SP; スイッチ プロセッサ）の

機能を内蔵しています。

SP：スイッチ プロセッサ。Cisco 7000 シリーズのプロセッサ モジュールであり、すべての CxBus ア
クティビティのアドミニストレータとして動作します。CiscoBus コントローラと呼ばれることもあり

ます。

VIP：多用途インターフェイス プロセッサ。Cisco 7000 および Cisco 7500 シリーズ ルータで使用され

るインターフェイス カード。VIP は、マルチレイヤ スイッチングを行い、Cisco IOS を実行します。

VPN：バーチャル プライベート ネットワーク。トンネリングを使用し、公衆 TCP/IP ネットワークを

通じて IP トラフィックを安全に転送することを可能にするルータ構成。
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VRF：Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）ルーティング /フォ

ワーディング インスタンス。VRF は、IP ルーティング テーブル、取得された転送テーブル、その転送

テーブルを使用する一連のインターフェイス、転送テーブルに登録されるものを決定する一連のルール

およびルーティング プロトコルで構成されています。一般に、VRF には、PE ルータに付加されるカ

スタマー VPN サイトが定義されたルーティング情報が格納されています。

シスコ エクスプレス フォワーディング：レイヤ 3 スイッチング テクノロジー。シスコ エクスプレス 
フォワーディングは、シスコ エクスプレス フォワーディング動作の 2 つのモードの 1 つである、集中

型シスコ エクスプレス フォワーディング モードを指す場合もあります。シスコ エクスプレス フォ

ワーディングにより、ルート プロセッサがエクスプレス フォワーディングを行うことができます。分

散型シスコ エクスプレス フォワーディングは、シスコ エクスプレス フォワーディングのもう 1 つの動

作モードです。

分散型シスコ エクスプレス フォワーディング：シスコ エクスプレス フォワーディングの動作モードの 
1 つであり、ラインカード（Versatile Interface Processor（VIP）ラインカードなど）に、Forwarding 
Information Base（FIB; 転送情報ベース）および隣接関係テーブルの同一のコピーが保持されます。ラ

インカードは、ポート アダプタ間でエクスプレス フォワーディングを実行します。これにより、ルー

ト スイッチ プロセッサがスイッチング動作から解放されます。

プレフィクス：IP アドレスのネットワーク アドレス部分。プレフィクスはネットワークおよびマスク

によって指定され、一般的にネットワーク /マスクの形式で表されます。マスクは、どのビットがネッ

トワーク ビットかを表しています。たとえば、1.0.0.0/16 は、IP アドレスの最初の 16 ビットがマスク

されることを表し、これがネットワーク ビットであることを示しています。残りのビットはホスト 
ビットです。この場合、ネットワーク番号は 10.0 です。

ラインカード：さまざまなシスコ製品で使用可能なインターフェイス プロセッサに対する一般的用語。

たとえば、Versatile Interface Processor（VIP）は、Cisco 7500 シリーズ ルータのラインカードです。

ラベル インポジション：パケットにラベルを付加するアクション。

ラベル ディスポジション：ネットワーク エッジでの Multiprotocol Label Switching（MPLS）ヘッ

ダーの除去。MPLS ラベル ディスポジションでは、ヘッダーが除去された MPLS パケットとしてルー

タに到着したパケットは、IP パケットとして送信されます。

隣接関係：ルーティング情報を交換するため、選択した隣接ルータとエンドノード間で形成された関

係。隣接関係は、関連するルータとノードによる共通メディア セグメントの使用に基づいています。
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