CEF の概要
このモジュールには、シスコ エクスプレス フォワーディング機能の概要が含まれます。 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。
• 機能情報の確認, 1 ページ
• CEF に関する情報, 2 ページ
• CEF の設定方法, 9 ページ
• CEF の設定例, 9 ページ
• 関連情報, 9 ページ
• その他の関連資料, 10 ページ
• CEF の機能情報, 12 ページ
• 用語集, 13 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、Bug Search Tool とご使用のプ
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。 このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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CEF に関する情報
集中型 CEF および dCEF 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、ルート プロセッサ（RP）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
[...]
10.2.61.8/24
192.168.100.1
192.168.101.1
[...]

Interface
FastEthernet1/0/0
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。
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
• パフォーマンスの向上：シスコ エクスプレス フォワーディングは、高速スイッチング 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 Quality of Service（QoS）や暗号化などのレイヤ 3 サービスに向けることができます。
• 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。
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• 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。 動的ネットワークでは、ルーティン
グ変更によって、高速にスイッチングされるキャッシュ エントリが頻繁に無効化されます。
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。 転送情
報ベース（FIB）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 スキームより効
率的にトラフィックを切り替えることができます。
ネットワークのどの部分でもシスコ エクスプレス フォワーディングを使用できます。 たとえば、
次の図に、集約ポイントの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

ネットワーク コアにある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。

CEF でサポートされるメディア
シスコ エクスプレス フォワーディングは、次のメディアをサポートします。
• ATM/AAL5snap、ATM/AAL5mux、および ATM/AAL5nlpid
• イーサネット
• FDDI
• フレーム リレー
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• ハイレベル データリンク コントロール（HDLC）
• PPP
• スペース再利用プロトコル（SRP）
• トークン リング
• トンネル

CEF 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。 これらのデータ構造では、ルックアップが最適
化され、パケット転送を効率的に行えるようになっています。 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、転送情報ベース（FIB）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」セクション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、「CEF 隣接関係テーブルの概要」セクションを参照してください。
到達可能性情報（シスコ エクスプレス フォワーディング テーブル内）および転送情報（隣接テー
ブル内）のこの分離によって、複数のメリットが得られます。
• 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 テーブルと別に構築でき、パ
ケットのプロセス スイッチングを必要とせずにこれらの両方を構築することが可能です。
• 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 エントリの検証
は必要ありません。

FIB の概要
シスコ エクスプレス フォワーディングでは、プレフィックスベースの IP 宛先スイッチングの判
定を行うために、転送情報ベース（FIB）を使用します。
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
プレフィックスが含まれています。 ネットワーク内でルーティングまたはトポロジが変更される
と、IP ルーティング テーブルがアップデートされ、これらの変更が FIB に反映されます。 FIB に
は、IP ルーティング テーブル内の情報に基づいて、ネクストホップのアドレス情報が保持されま
す。
FIB エントリとルーティング テーブルのエントリには 1 対 1 の相関関係があるため、FIB には既
知のルートのすべてが含まれ、高速スイッチングや最適スイッチングで使用されるスイッチング
パスに関連するルート キャッシュのメンテナンスは不要になります。
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CEF FIB およびロード バランシング
宛先プレフィッ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
決されたパスごとに、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 に含められます。

CEF 隣接関係テーブルの概要
リンク層（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で隣接ノードの転送情報（アウトバウンド 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。

隣接関係の検出
隣接関係が検出されると、各隣接関係テーブルにそのデータが入力されます。 隣接関係は、間接
的な手動設定でテーブルに追加されるか、アドレス解決プロトコル（ARP）などのメカニズムで
検出されて動的にテーブルに追加されます。 隣接関係は、ネイバー関係を形成する、ボーダー
ゲートウェイ プロトコル（BGP）または Open Shortest Path First（OSPF）などのルーティング プ
ロトコルを使用して追加できます。 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
ンク層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。

特別な処理が必要な隣接関係タイプ
特定の例外条件が存在する場合、スイッチングを迅速に処理する目的で、ネクストホップ イン
ターフェイスに関連付けられている隣接関係（ホスト ルートの隣接関係）に加え、他のタイプの
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ックスは、次の表で
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。
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

この処理の結果

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。

IP スイッチング Cisco Express Forwarding コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3S（Cisco
ASR 1000）
5

CEF の概要
集中型 CEF モードの動作

この隣接関係タイプのパケット

この処理の結果

グリーニング隣接関係

デバイスがマルチアクセス メディアに接続され
ている場合、デバイスの FIB テーブルは、個別
のホスト プレフィックスではなく、サブネット
のプレフィックスを保持します。 サブネットの
プレフィックスは、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 ホップが直接接続される必
要があるが使用できる MAC ヘッダー書き換え
情報がないことを示します。 デバイスがサブ
ネット上の特定のホストにパケットを転送する
必要があると、シスコ エクスプレス フォワー
ディングは特定のプレフィックスに対して ARP
エントリを要求し、ARP は MAC アドレスを送
信し、ホストの隣接エントリが構築されます。

パント隣接関係

デバイスは、特別な処理を必要とするパケット
やまだ CEF スイッチング パスでサポートされ
ていない機能によって送信されるパケットを、
処理のために次の上位スイッチング レベルに送
信します。

廃棄隣接関係

デバイスはパケットを廃棄します。

ドロップ隣接関係

デバイスはパケットをドロップします。

未解決の隣接関係
パケットにリンク層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。 隣接関係が FIB によって作
成され、ARP などのメカニズムでは検出されなかった場合、レイヤ 2 アドレッシング情報が不明
であるため、その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、パケットは RP に転送され、ARP によって隣接関係が判別されます。 このように隣接が解決
されます。

集中型 CEF 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
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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。
次の図は、集中型シスコ エクスプレス フォワーディング モードの動作の間のルーティング テー
ブル、FIB、および隣接関係テーブル間の関係を示します。 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。

分散 CEF 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、プロセス間通信（IPC）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。
次の図は、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の RP とライ
ンカード間の関係を示します。
Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータでは、上の図に示すように、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になる CEF 機能
• 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
• 分散型トンネル スイッチング
• マルチポイントの総称ルーティング カプセル化（GRE）のトンネル
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CEF 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、総称ルーティング カプセル化（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。

CEF でスイッチングされるマルチポイント 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 トンネル機能
により、マルチポイント GRE トンネルとの間の 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イネーブルになります。プレフィッ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ックスに転送
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。

CEF 機能のリンク
次の表には、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
ディングの動作用として設定できる機能についての情報へのリンクが含まれます。
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

参照先マニュアル

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
Network』

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』
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機能

参照先マニュアル

隣接関係またはシスコ 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』

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』

CEF の設定方法
シスコ エクスプレス フォワーディングを設定するための作業はありません。 シスコ エクスプレ
ス フォワーディングは、シスコ ソフトウェアを実行しているほとんどのシスコ デバイスでデフォ
ルトでイネーブルです。
シスコ エクスプレス フォワーディングの機能およびサービスの設定情報については、「関連資
料」セクションを参照してください。

CEF の設定例
シスコ エクスプレス フォワーディングの設定例はありません。
シスコ エクスプレス フォワーディングの機能およびサービスの設定情報については、「関連資
料」セクションを参照してください。

関連情報
シスコ エクスプレス フォワーディングの機能およびサービスの設定情報については、「関連資
料」セクションを参照してください。
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その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

IP スイッチング コマンド：完全なコマンド構 『Cisco IOS IP Switching Command Reference』
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
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』

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
Network』

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 『Configuring Epochs to Clear and Rebuild Cisco
ルのエポックを設定するためのタスク
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 『Configuring Cisco Express Forwarding Network
トワーク アカウンティングを設定および確認す Accounting』
るためのタスク
記録されたシスコ エクスプレス フォワーディ 『Customizing the Display of Recorded Cisco
ング イベントの表示をカスタマイズするための Express Forwarding Events』
タスク
シスコ エクスプレス フォワーディング スイッ http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/
ps1828/products_tech_note09186a00801e1e46.shtml
チングの確認手順
『How to Verify Cisco Express Forwarding
Switching』
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関連項目

マニュアル タイトル

不完全な隣接関係に対するトラブルシューティ http://www.cisco.com/en/US/tech/tk827/tk831/
technologies_tech_note09186a0080094303.shtml
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 『Troubleshooting Prefix Inconsistencies with Cisco
可能なシスコ エクスプレス フォワーディング Express Forwarding』
の整合性チェッカの説明と使用方法
シスコ エクスプレス フォワーディングのルー 『Troubleshooting Cisco Express Forwarding
ティング ループと準最適ルーティングのトラブ Routing Loops』
ルシューティングについての情報
分散型シスコ エクスプレス フォワーディング 『Troubleshooting Cisco Express Forwarding-Related
スイッチングが動作するプラットフォーム
Error Messages』
（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
シスコ エクスプレス フォワーディング使用時 『Troubleshooting Load Balancing Over Parallel
の、複数のパラレル リンク間のレイヤ 3 ロード Links Using Cisco Express Forwarding』
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
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』

標準
標準

タイトル

この機能でサポートされる新規の標準または変 -更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。
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MIB
MIB

MIB のリンク

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、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

RFC
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』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートおよびドキュメンテーション http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
Web サイトでは、ダウンロード可能なマニュア
ル、ソフトウェア、ツールなどのオンライン リ
ソースを提供しています。 これらのリソース
は、ソフトウェアをインストールして設定した
り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術
的問題を解決したりするために使用してくださ
い。 この Web サイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.com のログイン ID およびパス
ワードが必要です。

CEF の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。 この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも
サポートされます。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 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

シスコ エクスプレス フォワー 12.2(8)T
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

機能の設定情報
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。

IEEE 802.1Q vLAN 間の IP ルー Cisco IOS XE Release 2.1 15.0(1)S この機能は、Cisco ASR 1000 シ
ティングの CEF サポート
リーズ ルータに追加されまし
た。
この機能は、Cisco IOS Release
15.0(1)S に統合されました。

用語集
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。
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、転送
情報ベース（FIB）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。
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
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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：総称ルーティング カプセル化。 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。
ラベル ディスポジション：ネットワーク エッジでのマルチプロトコル ラベル スイッチング
（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。
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。
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。 他のラベル スイッチ ルータ（LSR）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。
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。
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 スイッチング 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）。
プレフィックス：IP アドレスのネットワーク アドレス部分。 プレフィッ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。
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
フィッ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。
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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、ルート プロセッサ（RP）とスイッチ プロセッサ（SP）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：Versatile Interface Processor。 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。
VRF：バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）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、取得されたルーティング テーブル、そのルーティン
グテーブルを使用する一連のインターフェイス、ルーティング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。
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