
ロードバランシングスキームの設定

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に関する情報が含まれ、シスコエ

クスプレスフォワーディングトラフィック用のロードバランシングスキームを設定するための

タスクについて説明します。ロードバランシングを行うと、トラフィックを複数のパスに分散

することにより、リソースを最適化することができます。

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。
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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。
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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。

ロードバランシングスキームの前提条件
•スイッチ上またはルータ上で、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がイネーブルになっていること。

•特定の宛先に送出されるトラフィックに対してパケット単位のロードバランシングをイネー
ブルにするには、その宛先にトラフィックを転送できるすべてのインターフェイスが、パ

ケット単位のロードバランシングに関してイネーブルになっていること。

ロードバランシングスキームの制約事項
Cisco 12000シリーズルータ E2ラインカード上では、宛先単位またはパケット単位のどちらかの
モードで、同じ方法でグローバルにロードバランシングを設定する必要があります。（他のCisco
IOSベースのプラットフォームのように）いくつかのパケットプレフィックスを宛先単位モード
で設定し、他をパケット単位モードで設定することはできません。

ロードバランシングスキームに関する情報

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
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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Cisco12000シリーズルータで、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。

CEF ロードバランシングの概要
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は、発信元および宛先のパケット

情報に基づいています。トラフィックを複数のパスに分散させることにより、リソースを最適化

できます。

ロードバランシングは、宛先単位、またはパケット単位で設定できます。ロードバランシング

の判断はアウトバウンドインターフェイス上で行われるため、ロードバランシングは、アウトバ

ウンドインターフェイスで設定する必要があります。

宛先別ロードバランシング

宛先単位のロードバランシングにより、ルータは、複数のパスを使用して、複数の発信元と宛先

ホストのペアにわたって負荷を共有することができます。指定された発信元と宛先ホストのペア

は、複数のパスを使用可能な場合であっても、同じパスを使用することが保証されています。異

なるペアを宛先とするトラフィックストリームは、異なるパスを使用します。

宛先単位のロードバランシングは、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、デフォルトで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をイネーブル

にした場合、宛先単位のロードバランシングを使用するための追加タスクはありません。多くの

状況では、ロードバランシングの方法として宛先単位を使用します。

宛先単位のロードバランシングはトラフィックの統計的な分散に依存しているため、発信元と宛

先ホストのペア数が増大すると、ロードシェアリングがさらに有効になります。

宛先単位のロードバランシングを使用することにより、個々のホストペアのパケットが順に到達

することが保証されます。特定のホストペアに宛てられたすべてのパケットは、（複数の場合

も）同じリンクを介して転送されます。

一般的には、パケット単位のロードバランシングをイネーブルにする場合には、宛先単位のロー

ドバランシングをディセーブルにします。

Cisco 10000シリーズルータとCisco 12000シリーズルータは、デフォルトでは宛先単位のロー
ドバランシングを実行するよう設定されています。

（注）
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パケット単位のロードバランシング

シスコエクスプレスフォワーディングのパケット単位のロードバランシングでは、ルータは、

個々のホストやユーザのセッションに関係なく、連続するデータパケットを異なるパスを介して

送信できます。ラウンドロビン方式を使用して、各パケットが採用する宛先へのパスを決定しま

す。パケット単位のロードバランシングでは、トラフィックが複数のリンクにわたって均等化す

ることが保証されます。

パケット単位のロードバランシングは、シングルパスの宛先には有効ですが、パケットは各発信

元と宛先ホストのペアに対して異なるパスを経由する可能性があります。したがって、パケット

単位のロードバランシングでは、パケットの順序を並べ替えることがあります。このタイプの

ロードバランシングは、宛先に順番に到着するパケットに依存する、特定タイプのデータトラ

フィック（IPを介した音声トラフィックなど）には適していません。

パケット単位のロードバランシングを使用すると、単一の発信元と宛先ホストのペアに対して、

1つのパスが過負荷にならないように保証しやすくなります。単一のペアに関するデータのバル
クがパラレルリンクを通過する場合、宛先単位のロードバランシングでは、1つのリンクに過負
荷がかかり、他方のリンクの負荷が非常に小さくなる可能性があります。パケット単位のロード

バランシングをイネーブルにすると、同じビジー状態の宛先に対して代替パスを使用できます。

パケット単位のロードバランシングは Cisco IOSルータの大部分での使用を前提としています
が、CiscoASR1000（およびそれ以降）シリーズアグリゲーションサービスルータではサポー
トされません。また、パケット単位のロードバランシングは、一部のルータでアウトオブシー

ケンス（OOS）のパケット配信エラーになる場合があります。これにより、VoIPなどのアプ
リケーションが正常に機能しなくなる可能性があります。したがって、パケット単位のロー

ドバランシングは推奨されません。詳細については、使用するプラットフォームとソフトウェ

アリリースのリリースノートと警告を参照してください。

（注）

ロードバランシングアルゴリズム

シスコエクスプレスフォワーディングトラフィックで使用するために、次のロードバランシン

グアルゴリズムが用意されています。ロードバランシングアルゴリズムは、ip cef load-sharing
algorithmコマンドで選択します。

•オリジナルアルゴリズム：シスコエクスプレスフォワーディングのオリジナルのロードバ
ランシングアルゴリズムでは、すべてのルータで同じアルゴリズムが使用されるため、複数

のルータにわたるロードシェアリングで歪みが発生します。ネットワーク環境によっては、

代わりにユニバーサルアルゴリズム（デフォルト）か、トンネルアルゴリズムのどちらか

を選択する必要があります。

•ユニバーサルアルゴリズム：ユニバーサルロードバランシングアルゴリズムによって、
ネットワークの各ルータがロードシェアリングの不一致を解決する各送信元/宛先アドレス
ペアに対して異なるロードシェアリングの判断を行うことができます。ルータは、デフォ

ルトではユニバーサルロードシェアリングを実行するよう設定されています。
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•トンネルアルゴリズム：トンネルアルゴリズムは、少数の発信元と宛先のペアだけが関係
する場合に、パケット単位のロードバランシングを行うように設計されています。

•インクルードポートアルゴリズム：インクルードポートアルゴリズムを使用すると、ロー
ドバランシングの決定の一部としてレイヤ 4送信元および宛先ポートを使用することができ
ます。この方法は、リアルタイムプロトコル（RTP）ストリームなど、トラフィックの大半
が異なるポート番号を使用するピアアドレス間のものであるという理由で、ロードシェア

リングされていない同コストのパスを通るトラフィックストリームに効果があります。イ

ンクルードポートアルゴリズムは、Cisco IOS Release 12.4(11)T以降のリリースで使用でき
ます。

ロードバランシングスキームの設定方法

宛先別ロードバランシングのイネーブル化またはディセーブル化

シスコエクスプレスフォワーディングの宛先単位のロードバランシング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。

一般的には、パケット単位のロードバランシングをイネーブルにする場合には、宛先単位のロー

ドバランシングをディセーブルにします。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. 次のいずれかを実行します。

• interface type slot / port

•
• interface type slot / port-adapter / port

4. [no] ip load-sharing per-destination
5. end

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）。
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目的コマンドまたはアクション

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 2   

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 3   

• 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。
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。

例：

or

• 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：

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

slot引数と port-adapter引数の後のスラッシュは必須で
す。

（注）

インターフェイスのシスコエクスプレスフォワーディングの宛

先別のロードバランシングをイネーブルにします。

[no] ip load-sharing per-destination

例：

Router(config-if)# no ip
load-sharing per-destination

ステップ 4   

no ip load-sharingコマンドにより、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のロードバ

ランシングがディセーブルになります。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 5   

パケット単位のロードバランシングの設定

シスコエクスプレスフォワーディングのパケット単位のロードバランシングを設定するには、

次のタスクを実行します。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. 次のいずれかを実行します。

• interface type slot / port

•
• interface type slot / port-adapter / port

4. ip load-sharing per-packet
5. end

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）。

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 2   

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 3   

• 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。
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。

例：

or

• 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。
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目的コマンドまたはアクション

例：

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

slot引数と port-adapter引数の後のスラッシュは必須
です。

（注）

インターフェイスのシスコエクスプレスフォワーディングのパ

ケット単位のロードバランシングをイネーブルにします。

ip load-sharing per-packet

例：

Router(config-if)# ip load-sharing
per-packet

ステップ 4   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 5   

トンネルロードバランシングアルゴリズムの選択

シスコエクスプレスフォワーディングトラフィック用にトンネルロードバランシングアルゴリ

ズムを選択するには、次のタスクを実行します。ネットワーク環境に少数の発信元と宛先のペア

しか存在しない場合には、トンネルアルゴリズムを選択します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip cef load-sharing algorithm {original | tunnel [id] | universal [id] | include-ports {source[id]|

[destination] [id] | source[id] destination [id]}}
4. end

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）。
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目的コマンドまたはアクション

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 2   

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アルゴ

リズムを選択します。

ip cef load-sharing algorithm
{original | tunnel [id] | universal [id]
| include-ports {source[id]|

ステップ 3   

• originalキーワードは、発信元と宛先のハッシュに基づいて、
ロードバランシングアルゴリズムとしてオリジナルアルゴリズ

ムを設定します。

[destination] [id] | source[id]
destination [id]}}

例：

Router(config)# ip cef
load-sharing algorithm tunnel

• tunnelキーワードは、ロードバランシングアルゴリズムとして、
トンネル環境または少数の IP発信元と宛先アドレスのペアが存
在する環境で使用できるアルゴリズムを設定します。

• id引数は、固定 IDです。

• universalキーワードは、ロードバランシングアルゴリズムとし
て、発信元と宛先および IDハッシュを使用するものを設定しま
す。

• include-ports sourceキーワードは、ロードバランシングアルゴ
リズムとして、発信元ポートを使用するものを設定します。

• include-ports destinationキーワードは、ロードバランシングア
ルゴリズムとして、宛先ポートを使用するものを設定します。

• include-ports source destinationキーワードは、ロードバランシ
ングアルゴリズムとして、発信元ポートと宛先ポートの両方を

使用するものを設定します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 4   

インクルードポートレイヤ 4 ロードバランシングアルゴリズムの選
択

シスコエクスプレスフォワーディングトラフィック用にインクルードポートロードバランシン

グアルゴリズムを選択するには、次のタスクを実行します。RTPストリームなど、トラフィック
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の大半が異なるポート番号を使用するピアアドレス間のものであるという理由で、ロードシェア

リングされていない同コストのパスを通るトラフィックがネットワーク環境に存在する場合、イ

ンクルードポートアルゴリズムを選択します。

はじめる前に

システムで、Cisco IOS Release 12.4(11)T以降のシスコエクスプレスフォワーディングをサポート
したイメージを使用している必要があります。

レイヤ 4ロードバランシングアルゴリズムは、ソフトウェア交換パケットに適用されます。

ハードウェアフォワーディングエンジンを使用してトラフィックを交換するプラットフォー

ムでは、同じトラフィックストリームに対して、ハードウェアのロードバランシングの判断

とソフトウェアのロードバランシングの判断が異なる場合があります。そのような場合は、

設定されたアルゴリズムを上書きすることがあります。

>

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip cef load-sharing algorithm {original | tunnel [id] | universal [id] include-ports {source[id] |

[destination] [id] | source[id] destination [id]}}
4. end

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）。

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 2   

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アル

ゴリズムを選択します。

ip cef load-sharing algorithm
{original | tunnel [id] | universal [id]
include-ports {source[id] |

ステップ 3   

• originalキーワードは、発信元と宛先のハッシュに基づいて、
ロードバランシングアルゴリズムとしてオリジナルアルゴリ

ズムを設定します。

[destination] [id] | source[id]
destination [id]}}
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目的コマンドまたはアクション

例：

Router(config)# ip cef

• tunnelキーワードは、ロードバランシングアルゴリズムとし
て、トンネル環境または少数の IP発信元と宛先アドレスのペア
が存在する環境で使用できるアルゴリズムを設定します。

load-sharing algorithm
include-ports source destination

• id引数は、固定 IDです。

• universalキーワードは、ロードバランシングアルゴリズムと
して、発信元と宛先および IDハッシュを使用するものを設定し
ます。

• include-ports sourceキーワードは、ロードバランシングアルゴ
リズムとして、発信元ポートを使用するものを設定します。

• include-ports destinationキーワードは、ロードバランシングア
ルゴリズムとして、宛先ポートを使用するものを設定します。

• include-ports source destinationキーワードは、ロードバランシ
ングアルゴリズムとして、発信元ポートと宛先ポートを使用す

るものを設定します。

特権モードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 4   

ロードバランシングスキームの設定例

宛先別ロードバランシングのイネーブル化またはディセーブル化の例

宛先単位のロードバランシングは、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、デフォルトでイネーブルになります。一般的には、パケット単位のロードバランシングをイ

ネーブルにする場合には、宛先単位のロードバランシングをディセーブルにします。次の例は、

宛先単位のロードバランシングをディセーブルにする方法を示しています。

configure terminal

!

interface ethernet 1/1

no ip load-sharing per-destination
end
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パケット単位のロードバランシングの設定例

次の例は、シスコエクスプレスフォワーディング用にパケット単位のロードバランシングを設

定する方法を示しています。

configure terminal
!

interface ethernet 1/1

ip load-sharing per-packet
end

特定の宛先に送出されるトラフィックに対してパケット単位のロードバランシングをイネーブル

にするには、その宛先にトラフィックを転送できるすべてのインターフェイスが、パケット単位

のロードバランシングに関してイネーブルになっている必要があります。

トンネルロードバランシングアルゴリズムの選択の例

次の例は、シスコエクスプレスフォワーディングトラフィック用にトンネルロードバランシン

グアルゴリズムを選択する方法を示しています。

configure terminal
!

ip cef load-sharing algorithm tunnel

end

次の例は、トンネルロードバランシングアルゴリズムをディセーブルにする方法を示していま

す。

configure terminal
!

no ip cef load-sharing algorithm tunnel

end

インクルードポートレイヤ 4 ロードバランシングアルゴリズムの選
択の例

次の例は、シスコエクスプレスフォワーディングトラフィック用にインクルードポートレイヤ

4ロードバランシングアルゴリズムを選択する方法を示しています。

configure terminal
!

ip cef load-sharing algorithm include-ports source

end

この例では、ロードバランシングの判断にソースポートを含むロードシェアリングを設定しま

す。
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インクルードポートレイヤ 4ロードバランシングアルゴリズムをディセーブルにし、デフォル
トのユニバーサルモードに戻るには、次のコマンドを入力します。

configure terminal
!

no ip cef load-sharing algorithm

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』

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

の基本動作を確認するためのタスク

『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

『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

『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
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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

『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

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。
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その他の関連資料

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk827/tk831/technologies_tech_note09186a0080094806.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk827/tk831/technologies_tech_note09186a0080094806.shtml
http://www.cisco.com/go/mibs


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。

ロードバランシングスキームの機能情報
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トラフィックのロードバランシングスキームの設定の機能情
報

機能の設定情報リリース機能名

この機能により、シスコエク

スプレスフォワーディングは、

パス上でのロードシェアリン

グの判断にレイヤ4ポート情報
を含めることができます。

この機能は、12.4(11)Tで導入
されました。

この機能では、次のコマンドが

変更されました。ip cef
load-sharing algorithmおよび
show ip cef exact-route

12.4(11)Tレイヤ 4ポートベースのロー
ドバランシングに対するシス

コエクスプレスフォワーディ

ングのサポート
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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
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。

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。

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到達可能性を含むルートの中央リポジトリ。
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