
CEF または dCEF のイネーブル化またはディ
セーブル化

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について説明します。また、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イネー

ブル化またはディセーブル化するための必須および任意のタスク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。

• 機能情報の確認, 1 ページ

• CEFまたは dCEFをイネーブルまたはディセーブルにするための前提条件, 2 ページ

• CEFまたは dCEFをイネーブルまたはディセーブルにするための制約事項, 2 ページ

• CEFまたは dCEFのイネーブル化に関する情報, 3 ページ

• 集中型 CEFまたは dCEFをイネーブルまたはディセーブルにする方法, 5 ページ

• 集中型 CEFまたは dCEFの設定例, 10 ページ

• その他の関連資料, 12 ページ

• CEFまたは dCEFをイネーブルまたはディセーブルにするための機能情報, 15 ページ

• 用語集, 15 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
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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。

CEF または dCEF をイネーブルまたはディセーブルにする
ための前提条件

シスコエクスプレスフォワーディングには、シスコエクスプレスフォワーディングおよび IP
ルーティングがスイッチまたはルータでイネーブルになっているソフトウェアイメージが必要で

す。

CEF または dCEF をイネーブルまたはディセーブルにする
ための制約事項

集中型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

グには、次の制約事項があります。

• 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。

•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てから、logキーワードを使用する
アクセスリストを作成した場合、アクセスリストと一致するパケットは、シスコエクスプ

レスフォワーディングで交換されたものではありません。これらはプロセス交換されたも

のです。ロギングにより、シスコエクスプレスフォワーディングがディセーブルになりま

す。

•分散型高速スイッチングが設定されているVersatile InterfaceProcessor（VIP）カードでは、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を設定できません。

•分散型シスコエクスプレスフォワーディングは、Cisco 7200シリーズルータではサポート
されません。

インターフェイス上の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の制約事項

• Cisco 12000シリーズインターネットルータでは、インターフェイス上で分散型シスコエク
スプレスフォワーディングをディセーブルにしてはいけません。

•すべてのプラットフォームで、すべてのスイッチング方式が提供されているとは限らないか
らです。
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CEF または dCEF のイネーブル化に関する情報

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 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。

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。

ルータの集中型 CEF をイネーブルまたはディセーブルにするタイミン
グ

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、ま

たは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

必要がある場合は、集中型シスコエクスプレスフォワーディング動作をイネーブルにします。

集中型シスコエクスプレスフォワーディング動作がイネーブルの場合、シスコエクスプレスフォ

ワーディング転送情報ベース（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。

ルータ上およびルータ上のすべてのインターフェイスで集中型シスコエクスプレスフォワーディ

ングをオフにする場合は、ルータ上で集中型シスコエクスプレスフォワーディングをディセーブ
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ルにします。ご使用のルータおよびルータインターフェイスに、集中型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でサポートされない機能が設定

されている場合は、ディセーブルにすることがあります。

ルータ上およびルータ上のすべてのインターフェイスで集中型シスコエクスプレスフォワーディ

ングをディセーブルにするには、no ip cefコマンドを使用します。

ラインカードで dCEF をイネーブル化するタイミング
ラインカードでエクスプレスフォワーディングを実行して、RPがルーティングプロトコルを処
理できるようにするか、レガシーインターフェイスプロセッサからのパケットを交換できるよう

にする場合は、ラインカード上で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。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の場合、VIPラインカードや
Cisco 12000シリーズインターネットルータラインカードなどのラインカードが、FIBおよび隣
接関係テーブルの同一のコピーを保持します。ラインカードが、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することで、RPがスイッチング動作から解放されます。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。

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。他のルータでは、同じルータ内で各種タイプのラインカードが混在す

ることがあり、使用しているすべてのラインカードが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。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すると、ラインカードは次に高いスイッチングレイヤ（RP）にパケットを転
送する、または処理用にネクストホップ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。

分散型シスコエクスプレスフォワーディングをグローバルにイネーブルにすると、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すべてのインターフェイスがデフォルト

でイネーブルになります。

（注）

インターフェイスで CEF をイネーブルまたはディセーブルにするタイ
ミング

インターフェイス上でシスコエクスプレスフォワーディング動作が必要かどうかを決定する必要

があります。場合によっては、あるインターフェイスで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がサポートしていない機能が設定されている

ため、そのインターフェイス上の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ディセーブルにする場合があります。シスコエクスプレスフォ

ワーディング動作をグローバルにイネーブルにすると、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サポートする、すべてのインターフェイスが
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デフォルトでイネーブルになるため、no形式で ip route-cache cefコマンドを使用し、特定のイン
ターフェイス上でシスコエクスプレスフォワーディング動作をオフにする必要があります。シ

スコエクスプレスフォワーディングを再度イネーブルにするには、ip route-cache cefコマンドを
使用します。分散型シスコエクスプレスフォワーディングを再度イネーブルにするには、ip
route-cache distributedコマンドを使用します。

あるインターフェイス上で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ディセーブルにすると、そのインターフェイスに転送されるパケットに

対するシスコエクスプレスフォワーディングスイッチングがディセーブルになりますが、その

インターフェイスの外部で転送されるパケットには影響がありません。

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ディ

セーブルにすると、Cisco IOSソフトウェアは、そのインターフェイスで受信したパケットを、次
に高速なスイッチングパスを使用して交換します。シスコエクスプレスフォワーディングの場

合、次の最速スイッチングパスはRPの高速スイッチングです。分散型シスコエクスプレスフォ
ワーディングにおいて、次に高速なスイッチングパスは、RP上のシスコエクスプレスフォワー
ディングです。

入力インターフェイスによって、パケットがたどるCisco IOSスイッチングパスが決定されます。
特定のインターフェイスでスイッチング方式をイネーブルまたはディセーブルにする場合は、次

の経験則を考慮してください。

•シスコエクスプレスフォワーディングで交換されるパケットの着信インターフェイス上で、
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必要がある。

•シスコエクスプレスフォワーディングは、入力に対するフォワーディングの判断を行うた
め、シスコエクスプレスフォワーディングをディセーブルにする場合は、入力インターフェ

イスで no ip route-cache cefコマンドを使用する必要がある。

•一方、Cisco IOSはパケットの交換後にファーストスイッチングキャッシュエントリを作成
するため、プロセス交換インターフェイスに着信し、高速交換インターフェイスを通して発

信されるパケットは高速交換される。

•高速スイッチングをディセーブルにする場合は、出力インターフェイスで no ip route-cache
コマンドを使用する。

集中型 CEF または dCEF をイネーブルまたはディセーブル
にする方法

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には、ルータ上で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か、イン

ターフェイス上で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かに応じて、次のいずれかのタスクを実行

してください。
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ルータ上での CEF または dCEF のイネーブル化またはディセーブル化
ルータ上で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

ング動作をイネーブルまたはディセーブルにするには、次のタスクを実行します。シスコエクス

プレスフォワーディングでは、ネットワークのパフォーマンスとスケーラビリティを最適化でき

ます。

手順の概要

1. enable
2. show ip cef [vrf vrf-name] [unresolved [detail]] | [detail | [summary]]
3. configure terminal
4. 次のいずれかを実行します。

• [no] ip cef

•
• [no] ip cef distributed

5. exit
6. show ip cef [vrf vrf-name] [unresolved [detail] | [detail | summary]]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

転送情報ベース（FIB）内のエントリを表示します。show ip cef [vrf vrf-name] [unresolved
[detail]] | [detail | [summary]]

ステップ 2   

このコマンドを使用すると、シスコエクスプレスフォワーディ

ングが特定のインターフェイスに対してグローバルにイネーブ
例：

Router# show ip cef
ルであることを確認できます。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は、次のような出力が表示さ

れます。

%CEF not running

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ルートプロセッサカードで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。

次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• [no] ip cef
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情報が、ライ

• [no] ip cef distributed

例：

Router(config)# ip cef

ンカードに配布されます。ラインカードが、エクスプレスフォ

ワーディングを実行します。

例：

例：

Router(config)# ip cef distributed

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# end

ステップ 5   

FIB内のエントリを表示します。show ip cef [vrf vrf-name] [unresolved
[detail] | [detail | summary]]

ステップ 6   

このコマンドを使用すると、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ことを確認できます。シスコエ
例：

Router# show ip cef
クスプレスフォワーディングがイネーブルの場合は、出力に送

信先プレフィックス、ネクストホップ IPアドレス、およびネク
ストホップインターフェイスが表示されます。

インターフェイス上での CEF または dCEF のイネーブル化またはディ
セーブル化

インターフェイス上で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をイネーブルまたはディセーブルにするには、次のタスクを実行します。

シスコエクスプレスフォワーディングでは、ネットワークのパフォーマンスとスケーラビリティ

を最適化できます。
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手順の概要

1. enable
2. show cef interface [type number] [statistics] [detail]
3. configure terminal
4. 次のいずれかを実行します。

• interface type slot / port

•
• interface type slot / port-adapter / port

5. [no] ip route-cache cef
6. end
7. show cef interface [type number] [statistics] [detail]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

指定したインターフェイスまたはすべてのインターフェイスに関

する、詳細なシスコエクスプレスフォワーディング情報が表示さ

れます。

show cef interface [type number]
[statistics] [detail]

例：

Router# show cef interface
fastethernet 1/0/0

ステップ 2   

出力内で「IP CEF switching enabled」または「IP Distributed CEF
switching enabled」を探します。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 3   

インターフェイスタイプを設定し、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• interface type slot / port
• type引数で、設定するインターフェイスのタイプを指定しま
す。

•
• interface type slot /
port-adapter / port • slot/引数で、スロット番号を指定します。スロット情報およ

びポート情報については、該当するハードウェアマニュアル

を参照してください。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Router(config)# interface ethernet
1/1

• port引数で、ポート番号を指定します。スロット情報および
ポート情報については、該当するハードウェアマニュアルを

参照してください。

• port-adapter/引数で、ポートアダプタ番号を指定します。
ポートアダプタの互換性の詳細については、該当するハード

ウェアマニュアルを参照してください。例：

or

例：

Router(config)# interface
fastethernet 1/0/0

インターフェイス上でシスコエクスプレスフォワーディング動作

をディセーブルにするか、またはシスコエクスプレスフォワー

[no] ip route-cache cef

例：

or

ステップ 5   

ディング動作がディセーブルになった後で、インターフェイス上

でシスコエクスプレスフォワーディング動作をイネーブルにしま

す。

例：

[no] ip route-cache distributed

または

インターフェイス上で分散型シスコエクスプレスフォワーディン

グ動作をディセーブルにするか、または分散型シスコエクスプレ

例：

Router(config-if)# no ip
route-cache cef

スフォワーディング動作がディセーブルになった後で、インター

フェイス上で分散型シスコエクスプレスフォワーディング動作を

イネーブルにします。

例：

or

例：

Router(config-if)# no ip
route-cache distributed

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

指定したインターフェイスまたはすべてのインターフェイスに関

する、詳細なシスコエクスプレスフォワーディング情報が表示さ

れます。

show cef interface [type number]
[statistics] [detail]

例：

Router# show cef interface
fastethernet 1/0/0

ステップ 7   

出力内で「IP CEF switching enabled」または「IP Distributed CEF
switching enabled」を確認します。

集中型 CEF または dCEF の設定例

ルータ上での CEF または dCEF のイネーブル化またはディセーブル化の
例

シスコエクスプレスフォワーディングは、Cisco 7100、7200、および 7500シリーズルータでは
デフォルトでイネーブルになっています。ご使用のルータおよびルータインターフェイスに、シ

スコエクスプレスフォワーディングでサポートされない機能が設定されている場合は、シスコ

エクスプレスフォワーディングをディセーブルにすることがあります。次の例は、ルータ上また

はルータのすべてのインターフェイス上でシスコエクスプレスフォワーディングをディセーブル

にする方法を示しています。

configure terminal
!
no ip cef
end

分散型シスコエクスプレスフォワーディングは、Cisco 6500および 12000シリーズルータではデ
フォルトでイネーブルになっています。次の例は、Cisco 7500シリーズルータなど、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ルータのラインカード上で分散型シスコエク

スプレスフォワーディングをイネーブルにする方法を示しています。

configure terminal
!
ip cef distributed
end

ご使用のルータおよびルータインターフェイスに、分散型シスコエクスプレスフォワーディン

グでサポートされない機能が設定されている場合は、分散型シスコエクスプレスフォワーディン

グをディセーブルにすることがあります。次の例は、ルータ上で分散型シスコエクスプレスフォ

ワーディングをディセーブルにする方法を示しています。

configure terminal
!

no ip cef distributed

end
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インターフェイス上での集中型 CEF または dCEF のイネーブル化または
ディセーブル化の例

シスコエクスプレスフォワーディング動作をグローバルにイネーブルにすると、シスコエクス

プレスフォワーディング動作（集中型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）をサポートする、すべてのインターフェイスがデフォルトで

イネーブルになります。あるインターフェイスで集中型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がサポートしていない機能が設定されている

場合、そのインターフェイス上の集中型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ディセーブルにする場合があります。

次に、特定のインターフェイスで集中型シスコエクスプレスフォワーディングをディセーブルに

する例を示します。

configure terminal
!
interface ethernet 1/1
no ip route-cache cef
end

次の例は、特定のインターフェイス上で集中型シスコエクスプレスフォワーディング動作を再度

イネーブルにする方法を示しています。

configure terminal
!
interface ethernet 1/1
ip route-cache cef
end

次の例は、イーサネットインターフェイス 0上で分散型シスコエクスプレスフォワーディング
をディセーブルにする方法を示しています。

configure terminal
!
interface e0
no ip route-cache distributed
end

次の例は、イーサネットインターフェイス 0上で分散型シスコエクスプレスフォワーディング
動作を再度イネーブルにする方法を示しています。

configure terminal
!
ip cef distributed
!
interface e0
# ip route-cache distributed
end

次の例は、ルータ上で（グローバルに）シスコエクスプレスフォワーディング動作をイネーブル

にし、さらにイーサネットインターフェイス 0上でシスコエクスプレスフォワーディング動作
をオフにする方法を示しています。

configure terminal
!
ip cef
!
interface e0
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no ip route-cache cef
end

次の例は、ルータ上で（グローバルに）分散型シスコエクスプレスフォワーディング動作をイ

ネーブルにし、さらにイーサネットインターフェイス 0上でシスコエクスプレスフォワーディ
ング動作をオフにする方法を示しています。

configure terminal
!
ip cef distributed
interface e0
no ip route-cache cef
end

次の例は、イーサネットインターフェイス 0上で分散型シスコエクスプレスフォワーディング
動作を再度イネーブルにする方法を示しています。

configure terminal
!
ip cef distributed
!
interface e0
ip route-cache distributed
end

その他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Switching Command Reference』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 Express Forwarding Overview』シスコエクスプレスフォワーディング機能の

概要

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

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 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ロー

ドバランシングスキームを設定するためのタ

スク

『ConfiguringCiscoExpress ForwardingConsistency
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整合

性チェッカを設定するためのタスク

   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）

12

CEF または dCEF のイネーブル化またはディセーブル化
その他の関連資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html


マニュアルタイトル関連項目

『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テーブ

ルのエポックを設定するためのタスク

『Configuring Cisco Express Forwarding Network
Accounting』

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

『Customizing the Display of Recorded Cisco
Express Forwarding Events』

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

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk827/tk831/
technologies_tech_note09186a0080094303.shtml
『Troubleshooting Incomplete Adjacencies with
CEF』

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 Prefix Inconsistencies with Cisco
Express Forwarding』

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 Cisco Express Forwarding
Routing Loops』

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

『TroubleshootingCisco Express Forwarding-Related
Error Messages』

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 Load Balancing Over Parallel
Links Using Cisco Express Forwarding』

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

『When Is CEF Required for Quality of Service』シスコエクスプレスフォワーディングが必要

な QoS機能

『Cisco Express Forwarding: Command Changes』Cisco IOS12.2SリリースのMPLSHAアプリケー
ションとMFIインフラストラクチャのためのシ
スコエクスプレスフォワーディングコマンド

の変更
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http://www.cisco.com/en/US/tech/tk827/tk831/technologies_tech_note09186a00800cdf2e.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk827/tk831/technologies_tech_note09186a00800cdf2e.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps359/products_tech_note09186a0080110d68.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps359/products_tech_note09186a0080110d68.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk827/tk831/technologies_tech_note09186a0080094806.shtml
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標準

タイトル標準

--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。

MIB

MIB のリンクMIB

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

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。

RFC

タイトルRFC

--この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。またこの機能によ
る既存 RFCのサポートに変更はありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートおよびドキュメンテーション

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。
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CEF または dCEF をイネーブルまたはディセーブルにする
ための機能情報

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。

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 1：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イネー
ブル化またはディセーブル化の機能情報

機能の設定情報リリース機能名

----Cisco IOS Release 12.2(1)以降に
このモジュールで導入または変

更された機能はないため、この

表は空白になっています。こ

の表は、このモジュールに機能

情報が追加されると更新されま

す。

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。
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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：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のカプセル化が可能です。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シスコ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 LSPを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。

   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）

16

CEF または dCEF のイネーブル化またはディセーブル化
用語集



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、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ソフトウェアを実
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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