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address-family ipv4 unicast（BFD）
特定の IPv4ユニキャスト宛先アドレスプレフィックスおよびフォワーディングネクストホップ
アドレスの双方向フォワーディング検出（BFD）高速検出をイネーブルにするには、スタティッ
クルートコンフィギュレーションモードで address-family ipv4 unicastコマンドを使用します。
ルータをデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

address-family ipv4 unicast address nexthop bfd fast-detect [minimum interval interval] [multiplier
multiplier]

no address-family ipv4 unicast address nexthop bfd fast-detect [minimum interval interval] [multiplier
multiplier]

___________________
構文の説明 BFD高速検出をイネーブルにする IPv4ユニキャスト宛先アドレスおよ

びプレフィックスを指定します。

address

BFD高速検出をイネーブルにするネクストホップアドレスを指定しま
す。

nexthop

指定の IPV4ユニキャスト宛先アドレスプレフィックスおよびフォワー
ディングネクストホップアドレスで BFD高速検出をイネーブルにしま
す。

bfd fast-detect

（任意）ネクストホップが同じ hello間隔で割り当てられるようにしま
す。 intervalは、間隔をミリ秒単位で指定する数字に置き換えます。有
効値の範囲は 10～ 10,000です。

minimum interval
interval

（任意）ネクストホップが同じ検出係数を使用して割り当てられるよう

にします。 multiplierは、検出係数を指定する数字に置き換えます。有
効値の範囲は 1～ 10です。

multiplier multiplier

___________________
コマンドデフォルト interval：100

multiplier：3

___________________
コマンドモード スタティックルートコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

bfdmultiplierコマンドにより乗数が変更されている場合、新しいパラメータは、プロトコル（BGP、
IS-IS、MPLS-TE、またはOSPF）の既存のすべてのBFDセッションのアップデートに使用されま
す。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writestatic

___________________
例 次に、スタティックルートのBFDをイネーブルにする例を示します。この例では、BFDセッショ

ンは、ネクストホップ 3.3.3.3が到達可能になると、このネクストホップで確立されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router static
RP/0/RSP0/CPU0:router (config-static)# address-family ipv4 unicast 2.2.2.0/24 3.3.3.3 bfd
fast-detection

___________________
関連コマンド 説明コマンド

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するために、

BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect, （21ページ）

特定の場所の BFD情報を表示します。show bfd, （57ページ）
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bfd
双方向フォワーディング検出（BFD）コンフィギュレーションモードを開始するには、グローバ
ルコンフィギュレーションモードで bfdコマンドを使用します。 BFDコンフィギュレーション
モードを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻るには、このコマンドの no形
式を使用します。

bfd

no bfd

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

グローバルコンフィギュレーションモードで bfdコマンドを実行すると、CLIプロンプトが
「config-bfd」に変化し、BFDコンフィギュレーションモードが開始されたことが示されます。
次の出力例で、疑問符（?）のオンラインヘルプ機能により、BFDコンフィギュレーションモー
ドで使用できるすべてのコマンドが表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# ?

commit Commit the configuration changes to running
describe Describe a command without taking real actions
do Run an exec command
echo Configure BFD echo parameters
exit Exit from this submode
interface Configure BFD on an interface
no Negate a command or set its defaults
root Exit to the global configuration mode
show Show contents of configuration
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf

read, writeisis

read, writempls-te

___________________
例 次に、BFDコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router # configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータまたは個別のインターフェイスまたはバンドルでエコー

モードをディセーブルにします。

echo disable, （40ページ）

インターフェイス上でエコーモードをディセーブルにできる

BFD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。

interface（BFD）, （49ページ）

特定の場所の BFD情報を表示します。show bfd, （57ページ）
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bfd address-family ipv4 destination
バンドルメンバリンクの BFDセッションの宛先アドレスを指定するには、インターフェイスコ
ンフィギュレーションモードでbfd address-family ipv4 destinationコマンドを使用します。デフォ
ルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

bfd address-family ipv4 destination ip-address

no bfd address-family ipv4 destination ip-address

___________________
構文の説明

ドット付き 10進数形式の 32ビット IPv4アドレス（A.B.C.D）。ip-address

___________________
コマンドデフォルト 宛先 IPv4アドレスは設定されていません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、バンドルインターフェイスだけでサポートされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle
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___________________
例 次に、イーサネットバンドルインターフェイスの BFDセッションの宛先アドレスとして IPv4ア

ドレス 10.20.20.1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bfd address-family ipv4 destination 10.20.20.1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

バンドルメンバリンクの IPv4 BFDセッションをイ
ネーブルにします。

bfd address-family ipv4 fast-detect, （9ペー
ジ）
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bfd address-family ipv4 fast-detect
バンドルメンバリンクの IPv4 BFDセッションをイネーブルにするには、インターフェイスコン
フィギュレーションモードで bfd address-family ipv4 fast-detectコマンドを使用します。デフォ
ルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

bfd address-family ipv4 fast-detect

no bfd address-family ipv4 fast-detect

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト BFDセッションはディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、バンドルインターフェイスだけでサポートされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、イーサネットバンドルのメンバリンクの IPv4 BFDセッションをイネーブルにする例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 1

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
ス 4.3.x    

   OL-28479-01-J 9

Cisco ASR 9000 シリーズルータの双方向フォワーディング検出コマンド
bfd address-family ipv4 fast-detect



RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bfd address-family ipv4 fast-detect

___________________
関連コマンド 説明コマンド

バンドルメンバリンクのBFDセッションの宛先アド
レスを指定します。

bfd address-family ipv4 destination, （7ペー
ジ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンス
リリース 4.3.x

10 OL-28479-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの双方向フォワーディング検出コマンド
bfd address-family ipv4 fast-detect



bfd address-family ipv4 minimum-interval
バンドルメンバリンクの IPv4 BFDセッションにおける非同期モード制御パケットの最小間隔を
指定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで bfd address-family ipv4
minimum-intervalコマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用しま
す。

bfd address-family ipv4 minimum-interval milliseconds

no bfd address-family ipv4 minimum-interval [ milliseconds ]

___________________
構文の説明

ネイバーへの BFD制御パケットの送信間隔の最小値。範囲は 15～ 30000ミ
リ秒です。

このコマンドでは、最小値を 15ミリ秒に設定できますが、サポー
トされる最小値は 50ミリ秒です。

（注）

milliseconds

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 150ミリ秒です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、バンドルインターフェイスだけでサポートされます。

設定可能な乗数（bfd address-family ipv4 multiplier コマンド）とともにBFDの最小間隔を使用し
て、バンドルメンバリンクの非同期モードの制御パケットおよびエコーパケットの両方の間隔

と障害検出時間を決定します。

たとえば、セッション間隔 Iおよび係数Mの場合、次のパケット間隔および障害検出時間が BFD
非同期モードに適用されます。

• Iの値：BFD制御パケットの送信間隔の最小値。
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• I x Mの値

◦ BFD制御パケット障害検出時間。これは、セッションのダウンが宣言される前に BFD
制御パケットを受信せずに経過できる最大時間です。

◦ BFDエコーパケットの送信間隔の最小値。

•（I x M）x Mの値：BFDエコーパケット障害検出時間。これは、セッションのダウンが宣
言される前に BFDエコーパケットを受信せずに経過できる最大時間です。

バンドル VLANとともに使用した場合、次の制限が適用されます。

•このコマンドは、エコーパケットがサポートされていないため、制御パケット間隔のみを指
定します。

•最小間隔は 250ミリ秒です。

バンドルインターフェイスの設定の bfd address-family ipv4 minimum-intervalコマンドは BFD設
定のその他のエリアで bfd minimum-intervalコマンドによって指定された最小間隔を上書きしま
す。

複数のアプリケーションが同じ BFDセッションを共有するとき、最も強力なアグレッシブタ
イマーのあるアプリケーションがローカルで使用されます。その結果は、次にピアルータと

ネゴシエートされます。

（注）

BFDの最小間隔設定時には、次のルータ固有のルールに留意してください。

• BFDセッションの 1秒あたりのパケット数（pps）の最大レートはラインカードによって異
なります。 BFDをサポートする複数のラインカードがある場合、システムごとの BFDセッ
ションの最大レートは、サポートされるラインカードレートにラインカードの数を掛けた値

です。

◦ラインカードごとの BFDセッションの最大レートは 9600 ppsです。

•ルータのすべての BFDセッションの最大数は 1024です。

•ルータのすべての BFDセッションの最大数は 1440です。

エコーを使用せずに非同期モードで実行されているバンドルメンバのBFDセッションのレートを
計算するには、次の手順を実行します。

•最小間隔の値で 1000を除算します（bfd address-family ipv4 minimum-intervalコマンドで指
定）。これは、エコーでのメンバセッションごとに使用される基本レートでもあります。

バンドルメンバあたりの非同期レート =（1000 /最小間隔）

エコーを使用して非同期モードで実行されているバンドルメンバのBFDセッションのレートを計
算するには、次の手順を実行します。
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•エコー間隔を決定します。これは、最小間隔（bfd address-family ipv4minimum-intervalコマ
ンドで指定）に乗数値（bfd address-family ipv4 multiplierコマンドで指定）を乗算した値で
す。

エコー間隔 =（最小間隔 x乗数）

•バンドルのすべてのメンバでサポートされる全体的なレートを計算します。
イーサネットバンドルレート =（1000/エコー間隔）x 64

•すべてのバンドルリンクの合計レートを確認するためにバンドルメンバあたりの非同期基
本レートを加算します。

合計バンドルレート =イーサネットバンドルレート +（基本非同期レート xリンク数）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、制御パケットがイーサネットバンドルのメンバリンクの IPv4BFDセッションに対して200

ミリ秒の最小間隔で送信されるように指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bfd address-family ipv4 minimum-interval 200

___________________
関連コマンド 説明コマンド

対応するBFD設定範囲のBFDセッションの最小制御パケット
間隔を指定します。

bfd minimum-interval, （25ペー
ジ）

バンドルメンバリンクの IPv4 BFDセッションの BFD制御、
エコーパケット障害検出時間およびエコーパケットの送信間

bfd address-family ipv4 multiplier,
（14ページ）

隔を決定するために、最小間隔とともに係数として使用する値

を指定します。
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bfd address-family ipv4 multiplier
バンドルメンバリンクの IPv4 BFDセッションの BFD制御、エコーパケット障害検出時間、お
よびエコーパケットの送信間隔を決定するために、最小間隔とともに乗数として使用する値を指

定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードでbfdaddress-family ipv4multiplier
コマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

bfd address-family ipv4 multiplier multiplier

no bfd address-family ipv4 multiplier [ multiplier ]

___________________
構文の説明 2～ 50の数字。

このコマンドでは最小値 2を設定できますが、サポートされて
いる最小値は 3です。

（注）

multiplier

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの乗数は 3です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、バンドルインターフェイスだけでサポートされます。

設定可能な最小間隔（bfd address-family ipv4 minimum-intervalコマンド）とともに BFD乗数を
使用して、バンドルメンバリンクの非同期モードの制御パケットおよびエコーパケットの両方

の間隔と障害検出時間を決定します。

たとえば、セッション間隔 Iおよび係数Mの場合、次のパケット間隔および障害検出時間が BFD
非同期モードに適用されます。

• Iの値：BFD制御パケットの送信間隔の最小値。

• I x Mの値

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンス
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BFD制御パケット障害検出時間。これは、セッションのダウンが宣言される前に BFD
制御パケットを受信せずに経過できる最大時間です。

◦

◦ BFDエコーパケットの送信間隔の最小値。

バンドルメンバリンクの BFDの最大エコーパケット間隔は、30秒または非
同期制御パケット障害検出時間のいずれかの最小値です。

（注）

•（I x M）x Mの値：BFDエコーパケット障害検出時間。これは、セッションのダウンが宣
言される前に BFDエコーパケットを受信せずに経過できる最大時間です。

BFDの最小間隔設定時には、次のルータ固有のルールに留意してください。

• BFDセッションの 1秒あたりのパケット数（pps）の最大レートはラインカードによって異
なります。 BFDをサポートする複数のラインカードがある場合、システムごとの BFDセッ
ションの最大レートは、サポートされるラインカードレートにラインカードの数を掛けた値

です。

◦ラインカードごとの BFDセッションの最大レートは 9600 ppsです。

•ラインカードごとのすべての BFDセッションの最大数は 1024です。

•ラインカードごとのすべての BFDセッションの最大数は 1440です。

エコーを使用せずに非同期モードで実行されているバンドルメンバのBFDセッションのレートを
計算するには、次の手順を実行します。

•最小間隔の値で 1000を除算します（bfd address-family ipv4 minimum-intervalコマンドで指
定）。これは、エコーでのメンバセッションごとに使用される基本レートでもあります。

バンドルメンバあたりの非同期レート =（1000 /最小間隔）

エコーを使用して非同期モードで実行されているバンドルメンバのBFDセッションのレートを計
算するには、次の手順を実行します。

•エコー間隔を決定します。これは、最小間隔（bfd address-family ipv4minimum-intervalコマ
ンドで指定）に乗数値（bfd address-family ipv4 multiplierコマンドで指定）を乗算した値で
す。

エコー間隔 =（最小間隔 x乗数）

•バンドルのすべてのメンバでサポートされる全体的なレートを計算します。
イーサネットバンドルレート =（1000/エコー間隔）x 64

•すべてのバンドルリンクの合計レートを確認するためにバンドルメンバあたりの非同期基
本レートを加算します。

合計バンドルレート =イーサネットバンドルレート +（基本非同期レート xリンク数）

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

タスク ID

___________________
例 次に、イーサネットバンドルの非同期エコーモードでのメンバリンクで IPv4 BFDセッションに

対して次のパケット間隔および障害検出時間を指定する例を示します。

• 200ミリ秒の制御パケット間隔

• 600ミリ秒の制御パケットの障害検出間隔

• 600ミリ秒のエコーパケット間隔

• 1800ミリ秒のエコーパケットの障害検出間隔

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bfd address-family ipv4 minimum-interval 200
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bfd address-family ipv4 multiplier 3

___________________
関連コマンド 説明コマンド

バンドルメンバリンクの IPv4 BFDセッションにおける
非同期モード制御パケットの最小間隔を指定します。

bfd address-family ipv4minimum-interval,
（11ページ）

対応する BFD設定範囲の BFDセッションの最小制御パ
ケット間隔を指定します。

bfd minimum-interval, （25ページ）
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bfd address-family ipv4 timers
バンドルメンバリンクの IPv4 BFDセッションにおけるリンクバンドル BFDセッションのダウ
ンを宣言するまでに、ピアからのBFD状態変化通知（SCN）の受信の遅延を許可するようにタイ
マーを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードでbfd address-family ipv4
timersコマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

bfd address-family ipv4 timers [start| nbr-unconfig] seconds

no bfd address-family ipv4 timers [start| nbr-unconfig] seconds

___________________
構文の説明

セッションアップを宣言できるように、BFDメンバリンクセッションの起動
後に、BFDピアからの予想される通知の受信を待機する秒数。この時間を過ぎ
ても SCNを受信しなかった場合、BFDセッションのダウンが宣言されます。
指定できる範囲は 60～ 3600です。

Cisco IOS XR Release 4.0および 4.0.1では、使用可能な最小は 30です
が、推奨されません。

（注）

start seconds

BFDピア間の設定の不一致を解決できるように、BFD設定が BFDネイバーに
よって削除されたことの通知の受信後に待機する秒数。指定されたタイマーに

達する前にBFD設定の問題が解決されない場合、BFDセッションのダウンが宣
言されます。指定できる範囲は 60～ 3600です。

Cisco IOS XR Release 4.0および 4.0.1では、使用可能な最小は 30です
が、推奨されません。

（注）

nbr-unconfig
seconds

___________________
コマンドデフォルト タイマーは設定されていません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
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このコマンドは、バンドルインターフェイスだけでサポートされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、BFDメンバリンクセッションの起動後に、セッションアップを宣言するために、BFDピ

アからの予想される通知の受信を 1分（60秒）まで待機するように、特定のイーサネットバンド
ルのメンバのタイマーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bfd address-family ipv4 timers start 60

次に、BFDセッションのダウンを宣言する前に、BFDネイバーによって BFD設定が削除された
という通知の受信から 1分（60秒）まで待機するように、特定のイーサネットバンドルのメンバ
のタイマーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bfd address-family ipv4 timers nbr-unconfig 60
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bundle coexistence bob-blb
バンドル上での BFD（Bob）と論理バンドル上での BFD（BLB）の間に共存メカニズムを設定す
るには、BFDコンフィギュレーションモードで bundle coexistence bob-blbコマンドを使用しま
す。この機能をディセーブルにするには、コマンドの no形式を使用します。

bundle coexistence bob-blb {inherit| logical}

no bundle coexistence bob-blb {inherit| logical}

___________________
構文の説明

共存メカニズムとして継承を指定します。inherit

共存に対してBFD論理バンドルをネイティブに使用するように指定し
ます。

logical

___________________
コマンドデフォルト 共存設定はイネーブルになっていません。 BLB設定は BVLAN設定と同様に動作します。

___________________
コマンドモード BFDコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.3.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

共存設定を持たない BLBのデフォルト動作は、BVLAN設定とまったく同じように動作します。

「継承」共存モードが設定されている場合、BLBセッションは、常に継承元モードを使用します。
これにより、常に仮想セッションが作成され、実パケットを持つBFDセッションは作成されませ
ん。このモードでは、設定が適用されるシーケンス応じて、デフォルトで発生する可能性がある

BLBと継承モードの自動変換が回避されます。「継承」セッションは、BoBがイネーブルではな
い場合は「ダウン」状態となります。

「論理」モードでは、常に、実パケットを持つ BFDセッションが作成されます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf

read, writeisis

read, writempls-te

___________________
例 次に、バンドル上での BFD（Bob）と論理バンドル上での BFD（BLB）の間に共存メカニズムを

「継承」に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#bundle coexistence bob-blb inherit

次に、バンドル上での BFD（Bob）と論理バンドル上での BFD（BLB）の間に共存メカニズムを
「論理」に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)#bundle coexistence bob-blb logical
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bfd fast-detect
双方向フォワーディング検出（BFD）をイネーブルにして隣接するフォワーディングエンジン間
のパスで障害を検出するには、適切なコンフィギュレーションモードで bfd fast-detectコマンド
を使用します。ソフトウェアをBFDがイネーブルになっていないデフォルトの状態に戻すには、
このコマンドの no形式を使用します。

bfd fast-detect [disable| ipv4]

no bfd fast-detect

___________________
構文の説明 BGPネイバーやOSPFインターフェイスなど、指定したエンティティの隣接するフォ

ワーディングエンジン間のパスでの障害検出をディセーブルにします。

disableキーワードは、BGPコンフィギュレーションモード、OSPFエリア
コンフィギュレーションモード、OSPFエリアインターフェイスコンフィ
ギュレーションモード、OSPFv3エリアコンフィギュレーションモード、
およびOSPFv3エリアインターフェイスコンフィギュレーションモードで
のみ使用可能です。

（注）

disable

隣接するフォワーディングエンジン間のパスでの障害の Intermediate
System-to-Intermediate System（IS-IS）BFD検出をイネーブルにします。

ipv4キーワードは、IS-ISルータコンフィギュレーションモードだけで使
用できます。

（注）

ipv4

___________________
コマンドデフォルト 隣接するフォワーディングエンジン間のパスでの障害の BFD検出をディセーブルにします。

___________________
コマンドモード ネイバーコンフィギュレーション

セッショングループコンフィギュレーション

ネイバーグループコンフィギュレーション

インターフェイスコンフィギュレーション

インターフェイスコンフィギュレーション

ルータコンフィギュレーション

エリアコンフィギュレーション

エリアインターフェイスコンフィギュレーション

ルータコンフィギュレーション

エリアコンフィギュレーション

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
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エリアインターフェイスコンフィギュレーション

インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

bfd fast-detectコマンドは、OSPFv3ルータコンフィギュレーション
モード、OSPFv3エリアコンフィギュレーションモード、および
OSPFv3エリアインターフェイスコンフィギュレーションモードで
サポートされました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

BFDは内部および外部 BGPピアのマルチホップをサポートできます。（注）

インターフェイスおよびデータリンクを含め、隣接するフォワーディングエンジン間のパスのプ

ロトコルおよびメディア独立型で短時間の障害検出を行うには、bfd fast-detectコマンドを使用し
ます。

BFDセッションがネイバー間で確立されるには、BFDが直接接続されたネイバーに設定されてい
る必要があります。

MPLS-TEトンネルがバックアップトンネルによって保護されている場合、BFD障害によって、
影響を受けるトンネルで高速再ルーティングが発生します。

OSPFおよび OSPFv3環境では、bfd fast-detectコマンドの設定は、コマンドを設定した最高レベ
ルコンフィギュレーションモードから継承されます。最も低いコンフィギュレーションモード

から最も高いコンフィギュレーションモードへの継承ルールは次のとおりです。

•エリアインターフェイスコンフィギュレーションモードで BFDをイネーブルにした場合、
BFDは指定したインターフェイスでのみイネーブルになります。

•エリアコンフィギュレーションモードで BFDをイネーブルにした場合、BFDは指定したエ
リアのすべてのインターフェイスでイネーブルになります。

•ルータコンフィギュレーションモードで BFDをイネーブルにした場合、BFDは指定した
ルーティングプロセスのすべてのエリアおよびすべての関連インターフェイスでイネーブル

になります。

disableキーワードは、BGPコンフィギュレーションモード、OSPFエリアコンフィギュレーショ
ンモード、OSPFエリアインターフェイスコンフィギュレーションモード、OSPFv3エリアコン
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フィギュレーションモード、および OSPFv3エリアインターフェイスコンフィギュレーション
モードで使用可能です。 OSPFおよび OSPFv3環境では、disableオプションを使用すると、前述
の継承ルールを上書きすることができます。たとえば、OSPFエリアの BFDをイネーブルにした
場合、BFDはこのエリアのすべてのインターフェイスでイネーブルになります。このエリアのい
ずれか 1つのインターフェイスでBFDを実行しない場合は、そのインターフェイスに対してのみ
bfd fast-detect disableコマンドを指定する必要があります。

BFDをディセーブルにするか、BFDが IS-ISルータコンフィギュレーションモードおよびMPLS-TE
コンフィギュレーションモードでイネーブルになっていないデフォルト状態にソフトウェアを戻

すには、no bfd fast-detectコマンドを入力する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeisis

read, writempls-te

read, writeospf

read, writemulticast

___________________
例 次に、BGPルータ上で BFDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 65000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# neighbor 192.168.70.24
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# remote-as 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-nbr)# bfd fast-detect

次に、san_joseという名前の OSPFv3ルーティングプロセスの設定例を示します。この例では、
それぞれギガビットイーサネットインターフェイスを含む 2つのエリアを示します。エリア 0
では、BFDがエリアレベルでイネーブルです。つまり、継承ルールによって、BFDが明示的に
ディセーブルにされた場合を除き、エリア内のすべてのインターフェイスでBFDがイネーブルに
なっています。このルールでは、BFDはギガビットイーサネットインターフェイス 1/0/0/0およ
び 2/0/0/0でイネーブルになり、インターフェイス 3/0/0/0でディセーブルになります。

エリア 1では、BFDがギガビットイーサネットインターフェイス 5/0/0/0でのみイネーブルにな
ります。BFDはエリアレベルでイネーブルではなく、インターフェイス4/0/0/0で明示的にイネー
ブルにされないため、このインターフェイスでディセーブルとなります。

router ospfv3 san_jose
area 0

bfd fast-detect
...
int gige 1/0/0/0
!
int gige 2/0/0/0

...
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int gige 3/0/0/0
bfd fast-detect disable

!
!
area 1

int gige 4/0/0/0
!
int gige 5/0/0/0

bfd fast-detect
!

!

___________________
関連コマンド 説明コマンド

特定の IPV4ユニキャスト宛先アドレスプレフィックスお
よびフォワーディングネクストホップアドレスでBFD高
速検出をイネーブルにします。

address-family ipv4 unicast（BFD）, （
3ページ）

対応する BFD設定範囲の BFDセッションの最小制御パ
ケット間隔を指定します。

bfd minimum-interval, （25ページ）

BFD係数を設定します。bfd multiplier, （31ページ）

特定の場所の BFD情報を表示します。show bfd, （57ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンス
リリース 4.3.x

24 OL-28479-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの双方向フォワーディング検出コマンド
bfd fast-detect



bfd minimum-interval
対応する BFD設定範囲の BFDセッションの最小制御パケット間隔を指定するには、適切なコン
フィギュレーションモードで bfdminimum-intervalコマンドを使用します。ルータをデフォルト
設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

bfd minimum-interval milliseconds

no bfd minimum-interval [ milliseconds ]

___________________
構文の説明

ネイバーへの BFD helloパケットの送信間隔。範囲は 15～ 30000ミリ秒
です。MPLS-TEに指定できる範囲は 15～ 200ミリ秒です。

milliseconds

___________________
コマンドデフォルト BGP interval：50ミリ秒

IS-IS interval：150ミリ秒

OSPFおよび OSPFv3 interval：150ミリ秒

MPLS-TE interval：15ミリ秒

PIM interval：150ミリ秒

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

インターフェイスコンフィギュレーション

MPLS TEコンフィギュレーション

ルータコンフィギュレーション

エリアコンフィギュレーション

エリアインターフェイスコンフィギュレーション

ルータコンフィギュレーション

エリアコンフィギュレーション

エリアインターフェイスコンフィギュレーション

インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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変更箇所リリース

bfd minimum-intervalコマンドは、OSPFv3ルータコンフィギュレー
ションモード、OSPFv3エリアコンフィギュレーションモード、お
よび OSPFv3エリアインターフェイスコンフィギュレーションモー
ドでサポートされました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

OSPFおよび OSPFv3環境では、bfd minimum-intervalコマンドの設定は、コマンドを設定した最
高レベルコンフィギュレーションモードから継承されます。最も低いコンフィギュレーション

モードから最も高いコンフィギュレーションモードへの継承ルールは次のとおりです。

•エリアインターフェイスコンフィギュレーションモードで最小間隔を設定すると、更新さ
れた間隔は指定されたインターフェイスのみの BFDセッションに影響します。

•エリアコンフィギュレーションモードで最小間隔を設定すると、更新された間隔は指定さ
れたエリアのすべてのインターフェイスの BFDセッションに影響します。

•ルータコンフィギュレーションモードで最小間隔を設定すると、更新された間隔は指定さ
れたルーティングプロセスのすべてのエリアおよびすべての関連インターフェイスの BFD
セッションに影響します。

必要に応じて、特定のエリアインターフェイスまたはエリアに bfd minimum-intervalコマンドを
設定することによって、これらの継承ルールを上書きできます。

複数のアプリケーションが同じ BFDセッションを共有するとき、最も強力なタイマーのある
アプリケーションがローカルで優先されます。その結果は、次にピアルータとネゴシエート

されます。

（注）

BFDの最小間隔設定時には、次のルータ固有のルールに留意してください。

• BFDセッションの 1秒あたりのパケット数（pps）の最大レートはラインカードによって異
なります。 BFDをサポートする複数のラインカードがある場合、システムごとの BFDセッ
ションの最大レートは、サポートされるラインカードレートにラインカードの数を掛けた値

です。

◦ラインカードごとの BFDセッションの最大レートは 9600 ppsです。

•セッションがエコーなしで非同期モードで実行されている場合、このセッションに使用され
る PPSは、（1000/ミリ秒単位の非同期間隔）です。
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•セッションがエコーありの非同期モードで実行されている場合、このセッションに使用され
る PPSは、（1000/ミリ秒単位のエコー間隔）です。
これは、「1000 / bfd minimum-intervalコマンドの値」で計算されます。

バンドルメンバリンクのBFDセッションのレートは、異なる方法で計算されます。詳細につ
いては、bfd address-family ipv4 minimum-intervalコマンドを参照してください。

（注）

•ラインカードごとのすべての BFDセッションの最大数は 1024です。

•ラインカードごとのすべての BFDセッションの最大数は 1440です。

•非同期モードを使用できる場合、ラインカードでの 100セッションまでの最小間隔が 15ミ
リ秒以上である必要があります。最大1024セッションを実行する場合、障害検出間隔が150
ミリ秒以上である必要があります。

•非同期モードを使用できる場合、ラインカードでの 100セッションまでの最小間隔が乗数 3
の 250ミリ秒以上である必要があります。

•非同期モードを使用できる場合、ラインカードでの 100セッションまでの最小間隔が 15ミ
リ秒以上である必要があります。最大1440セッションを実行する場合、障害検出間隔が150
ミリ秒以上である必要があります。

•エコーモードを使用できる場合、ラインカードでの 100セッションまでの最小間隔が 15ミ
リ秒以上である必要があります。最大1024セッションを実行する場合、障害検出間隔が150
ミリ秒以下である必要があります。

•エコーモードが利用できる場合、最小間隔は乗数 3の 50ミリ秒である必要があります。

•エコーモードを使用できる場合、ラインカードでの 100セッションまでの最小間隔が 15ミ
リ秒以上である必要があります。最大1440セッションを実行する場合、障害検出間隔が150
ミリ秒以下である必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeisis

read, writempls-te

read, writeospf

read, writemulticast
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___________________
例 次に、BGPルーティングプロセスに対する BFD最小間隔を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 6500
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bfd minimum-interval 275

次に、san_joseという名前の OSPFv3ルーティングプロセスの設定例を示します。この例では、
それぞれギガビットイーサネットインターフェイスを含む 2つのエリアを示します。エリア 0
では、最小間隔はエリアレベルで 200に設定されます。つまり、継承ルールによって、異なる値
が明示的に設定された場合を除き、同じ値がエリア内のすべてのインターフェイスで設定されま

す。このルールを前提として、ギガビットイーサネットインターフェイス 1/0/0/0は、エリアか
ら継承された間隔 200を使用し、インターフェイス 2/0/0/0は、明示的に設定された値 300を使用
します。

エリア 1では、最小間隔はエリアまたはインターフェイスレベルで設定されていません。つま
り、インターフェイス 3/0/0/0および 4/0/0/0は、デフォルトの間隔 150を使用します。

router ospfv3 san_jose
bfd fast-detect

area 0
bfd minimum-interval 200
int gige 1/0/0/0

!
int gige 2/0/0/0
bfd minimum-interval 300

!
!
area 1

int gige 3/0/0/0
!

int gige 4/0/0/0
!

!

___________________
関連コマンド 説明コマンド

特定の IPV4ユニキャスト宛先アドレスプレフィックスお
よびフォワーディングネクストホップアドレスで BFD高
速検出をイネーブルにします。

address-family ipv4 unicast（BFD）, （
3ページ）

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するために、

BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect, （21ページ）

BFD係数を設定します。bfd multiplier, （31ページ）

特定の場所の BFD情報を表示します。show bfd, （57ページ）
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bfd multipath include location
BFDマルチパスセッションをホストする特定のラインカードを含めるには、グローバルコンフィ
ギュレーションモードで bfd multipath include locationコマンドを使用します。設定を削除する
には、このコマンドの no形式を使用します。

bfd multipath include location node-id

no bfd multipath include location node-id

___________________
構文の説明

指定した場所の BFDマルチパスを設定します。 node-id変数は、
rack/slot/moduleの形式で示されます。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

このコマンドがBFDIPv6マルチホップ（BFDv6Mhop）コンフィ
ギュレーションでサポートされました。

リリース 4.3.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf

read, writeisis

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
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操作タスク ID

read, writempls-te

___________________
例 次に、特定の場所で bfd multipath include locationコマンドを実行する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd multipath include location 0/5/CPU0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd, （5ページ）

BFDマルチパスセッションに関する情報を表示します。show bfd multipath, （69ページ）
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bfd multiplier
双方向フォワーディング検出（BFD）乗数を設定するには、適切なコンフィギュレーションモー
ドで bfd multiplierコマンドを使用します。ルータをデフォルト設定に戻すには、このコマンド
の no形式を使用します。

bfd multiplier multiplier

no bfd multiplier [ multiplier ]

___________________
構文の説明 BFDがネイバーのダウンを宣言する前に、パケットが失われた回数。範囲は

次のとおりです。

• BGP：2～ 16

• IS-IS：2～ 50

• MPLS-TE：2～ 10

• OSPFおよび OSPFv3：2～ 50

• PIM：2～ 50

multiplier

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの乗数は 3です。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

インターフェイスコンフィギュレーション

MPLS-TEコンフィギュレーション

ルータコンフィギュレーション

エリアコンフィギュレーション

エリアインターフェイスコンフィギュレーション

ルータコンフィギュレーション

エリアコンフィギュレーション

エリアインターフェイスコンフィギュレーション

インターフェイスコンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

bfd multiplierコマンドは、OSPFv3ルータコンフィギュレーション
モード、OSPFv3エリアコンフィギュレーションモード、および
OSPFv3エリアインターフェイスコンフィギュレーションモードで
サポートされました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

OSPFおよび OSPFv3環境では、bfd multiplierコマンドの設定は、コマンドを設定した最高レベ
ルコンフィギュレーションモードから継承されます。最も低いコンフィギュレーションモード

から最も高いコンフィギュレーションモードへの継承ルールは次のとおりです。

•エリアインターフェイスコンフィギュレーションモードで乗数を設定すると、更新された
乗数は指定されたインターフェイスのみの BFDセッションに影響します。

•エリアコンフィギュレーションモードで乗数を設定すると、更新された乗数は指定された
エリアのすべてのインターフェイスの BFDセッションに影響します。

•ルータコンフィギュレーションモードで乗数を設定すると、更新された乗数は指定された
ルーティングプロセスのすべてのエリアおよびすべての関連インターフェイスの BFDセッ
ションに影響します。

必要に応じて、特定のエリアインターフェイスまたはエリアに bfd multiplierコマンドを設定す
ることによって、これらの継承ルールを上書きできます。

bfdmultiplierコマンドにより乗数が変更されている場合、新しい値は、プロトコル（BGP、IS-IS、
MPLS-TE、OSPF、またはOSPFv3）の既存のすべてのBFDセッションのアップデートに使用され
ます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeisis

read, writempls-te

read, writeospf
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操作タスク ID

read, writemulticast

___________________
例 次に、BGPルーティングプロセスに対する BFD乗数を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router bgp 65000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp)# bfd multiplier 2

次に、san_joseという名前の OSPFv3ルーティングプロセスの設定例を示します。この例では、
それぞれギガビットイーサネットインターフェイスを含む 2つのエリアを示します。エリア 0
では、乗数はエリアレベルで 5に設定されます。つまり、継承ルールによって、異なる値が明示
的に設定された場合を除き、同じ値がエリア内のすべてのインターフェイスで設定されます。こ

のルールを前提として、ギガビットイーサネットインターフェイス 1/0/0/0は、エリアから継承
された乗数 5を使用し、インターフェイス 2/0/0/0は、明示的に設定された乗数 2を使用します。

エリア 1では、乗数はエリアまたはインターフェイスレベルで設定されていません。つまり、イ
ンターフェイス 3/0/0/0および 4/0/0/0は、デフォルトの値 3を使用します。

router ospfv3 san_jose
bfd fast-detect

area 0
bfd multiplier 5
int gige 1/0/0/0

!
int gige 2/0/0/0
bfd multiplier 2

!
!
area 1

int gige 3/0/0/0
!

int gige 4/0/0/0
!

!

___________________
関連コマンド 説明コマンド

特定の IPV4ユニキャスト宛先アドレスプレフィックスおよ
びフォワーディングネクストホップアドレスで BFD高速
検出をイネーブルにします。

address-family ipv4 unicast（BFD）,
（3ページ）

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するために、

BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect, （21ページ）

対応するBFD設定範囲のBFDセッションの最小制御パケッ
ト間隔を指定します。

bfd minimum-interval, （25ページ）

特定の場所の BFD情報を表示します。show bfd, （57ページ）
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clear bfd counters
双方向フォワーディング検出（BFD）カウンタをクリアするには、EXECモードでclearbfdcounters
コマンドを使用します。

clear bfd counters {ipv4| [singlehop|multihop]| ipv6| [singlehop|multihop]| all| label} [packet] [timing]
[interface type interface-path-id] location node-id

___________________
構文の説明

（任意）IPv4上の BFD情報だけをクリアします。ipv4

（任意）IPv6上の BFD情報だけをクリアします。ipv6

（任意）BFDシングルホップ情報だけをクリアします。singlehop

（任意）BFDマルチホップ情報だけをクリアします。multihop

（任意）IPv4上の BFD情報および IPv6上の BFD情報の両方をクリアし
ます。

all

（任意）パケットカウンタをクリアすることを指定します。packet

（任意）タイミングカウンタをクリアすることを指定します。timing

（任意）BFDパケットカウンタをクリアするインターフェイスを指定し
ます。

interface

インターフェイスタイプを指定します。詳細については、疑問符（?）
オンラインヘルプ機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用してください。

interface-path-id

指定した場所からの BFDカウンタをクリアします。 node-id引数は、
rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは、set default-afiコマンドで設定したデフォルトのアドレスファミリ識別子（AFI）

で、IPv4または IPv6です。___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

ipv6キーワードのサポートが追加されました。リリース 4.0.0

singlehopおよび multihopキーワードのサポートが追加され
ました。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

同一ラインカード上で、IPv4と IPv6の両方のBFDセッションを同時に実行することができます。

___________________
例 次に、POSインターフェイスで BFD IPv6パケットカウンタをクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear bfd counters packet ipv6 interface POS 0/1/0/0 location 0/1/cpu0

次に、BFD IPv4タイミングカウンタをクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear bfd counters ipv4 timing location 0/5/cpu0
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するために、

BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect, （21ページ）

対応する BFD設定範囲の BFDセッションの最小制御パ
ケット間隔を指定します。

bfd minimum-interval, （25ページ）

BFD係数を設定します。bfd multiplier, （31ページ）

特定の場所の BFD情報を表示します。show bfd, （57ページ）
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dampening（BFD）
BFDセッション起動の遅延を指定するには、双方向フォワーディング検出（BFD）コンフィギュ
レーションモードで dampeningコマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマ
ンドを使用します。

dampening [bundle-member] {initial-wait| maximum-wait| secondary-wait} milliseconds

no dampening [bundle-member] {initial-wait| maximum-wait| secondary-wait} milliseconds

___________________
構文の説明

（任意）BFDバンドルメンバの BFDセッション起動の初期遅延、最大遅
延、またはセカンダリ遅延をミリ秒単位で指定します。

bundle-member

BFDセッションの開始前の初期遅延をミリ秒単位で指定します。バンド
ルメンバの場合、デフォルトは 16000です。非バンドルインターフェイ
スの場合、デフォルトは 2000です。

initial-wait

BFDセッションの開始前の最大遅延をミリ秒単位で指定します。バンド
ルメンバの場合、デフォルトは 600000です。非バンドルインターフェイ
スの場合、デフォルトは 12000です。

最大遅延は初期遅延よりも大きな値にする必要がありま

す。

（注）

maximum-wait

BFDセッションの開始前のセカンダリ遅延をミリ秒単位で指定します。
バンドルメンバの場合、デフォルトは 20000です。非バンドルインター
フェイスの場合、デフォルトは 5000です。

secondary-wait

1～ 3600000の数字。milliseconds

___________________
コマンドデフォルト BFDセッション起動遅延は設定されておらず、デフォルトタイマーは無制限です。

___________________
コマンドモード BFDコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

bundle-memberキーワードが追加されました。リリース 4.0.0
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変更箇所リリース

他のダンプニングオプションに l3-only-modeが追加されま
した。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

BFD起動タイマーを設定する必要はありません。初期待機起動タイマーを設定する（initial-wait
キーワードを使用）場合は、最大待機タイマーの値未満にする必要があります。

デフォルトでは、BFDダンプニングは、すべてのセッションに次のように適用されます。

•セッションがダウンした場合、ダンプニングが適用されてから、セッションは初期/起動状態
に移行できます。

•セッションがダンプされる時間の長さは、連続的なセッションフラップにより急激に増加し
ます。

•セッションが最小で 2分間起動している場合、次のセッションフラップでセッションがダン
プされる時間は、最初のダンプニング値にリセットされます。

バンドルメンバの BFDは、検出された障害がレイヤ 3.に固有のものである場合に限り、ダンプ
ニングを適用します。BFDダンプニングは、L1またはL2障害の場合は呼び出されません。BFD
はレイヤ 1の後に開始され、レイヤ 2（LACP）が起動してレースコンディションと誤トリガーを
回避します。BFDは、L1または L2がダウンし、指定された/影響を受けるリンク/メンバの L1ま
たは L2が回復したときに開始/再開するよう通知される必要がある場合に停止/無視するよう停止
されます。

BFDは、セッションがアップからダウン状態に移行し、削除されなくなるまでダンプニングを適
用します。 L1または L2で障害が検出されるたびに、バンドルマネージャはメンバの BFDセッ
ションを削除します。

ダンプニングが削除されると、syslogメッセージ「Exponential backoff dampening for BFD session
has been cleared for specified BFD session.When/if same session gets created by application(s), only calculated
initial wait time will be applied」が生成されます。これが目的の動作である場合は、コマンド bfd
dampening bundle-member l3-failure-onlyを使用して BFD設定を設定することによって、ダンプ
ニングをイネーブルにできます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf
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操作タスク ID

read, writeisis

read, writempls-te

___________________
例 次に、BFDバンドルメンバの BFDセッション起動の初期遅延および最大遅延を設定する例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# dampening bundle-member initial-wait 8000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# dampening bundle-member maximum-wait 15000

次に、非バンドルインターフェイスのBFDのデフォルトの initial-waitを変更する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# dampening initial-wait 30000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# dampening maximum-wait 35000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd, （5ページ）
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echo disable
ルータまたは個別のインターフェイスまたはバンドルでエコーモードをディセーブルにするに

は、双方向フォワーディング検出（BFD）コンフィギュレーションモードで echo disableコマン
ドを使用します。エコーモードがイネーブルになっているデフォルト設定にルータを戻すには、

このコマンドの no形式を使用します。

echo disable

no echo disable

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード BFDコンフィギュレーション

BFDインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ユニキャストリバースパス転送（uRPF）とともにBFDを使用している場合は、echo disableコマ
ンドを使用してエコーモードをディセーブルにする必要があります。そうしないと、エコーパ

ケットが拒否されます。

IPv4インターフェイスでの IPv4 uRPFチェックをイネーブル/ディセーブルにするには、イン
ターフェイスコンフィギュレーションモードで [no] ipv4 verify unicast source reachable-viaコ
マンドを使用します。 IPv6インターフェイスでの loose方式 IPv6 uRPFチェックをイネーブル
またはディセーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで [no] ipv6
verify unicast source reachable-via anyコマンドを使用します。

（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf

read, writeisis

read, writempls-te

___________________
例 次に、ルータでエコーモードをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# echo disable

次に、個別のインターフェイスでエコーモードをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)# echo disable

___________________
関連コマンド

説明コマンド

BFDコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

bfd, （5ページ）

BFD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。

interface（BFD）, （49ページ）

IPv4インターフェイスでの IPv4 uRPFチェック
をイネーブルまたはディセーブルにします。

ipv4 verify unicast source reachable-via

IPv6インターフェイスでの loose方式 IPv6 uRPF
チェックをイネーブルまたはディセーブルにし

ます。

ipv6 verify unicast source reachable-via any

BFD情報を表示します。show bfd, （57ページ）

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
ス 4.3.x    

   OL-28479-01-J 41

Cisco ASR 9000 シリーズルータの双方向フォワーディング検出コマンド
echo disable



echo ipv4 source
BFDエコーパケットの送信元アドレスとして使用する IPアドレスを指定するには、BFDまたは
BFDインターフェイスコンフィギュレーションモードで echo ipv4 sourceコマンドを使用しま
す。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

echo ipv4 source ip-address

no echo ipv4 source ip-address

___________________
構文の説明

ドット付き 10進数形式の 32ビット IPv4アドレス（A.B.C.D）。ip-address

___________________
コマンドデフォルト echo ipv4 sourceコマンドが設定されていない場合、出力インターフェイスの IPアドレス、または

router-idコマンドの IPアドレス（設定されている場合）がエコーパケットに使用されるデフォ
ルトのアドレスとなります。

___________________
コマンドモード BFDコンフィギュレーション

BFDインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

エコーパケットの IPv4送信元アドレスを設定しない場合、BFDは router-idコマンドでアドレス
の出力インターフェイスの IPアドレスを使用します（指定されている場合）。

ルータおよび個々のインターフェイスですべての BFDセッションのエコーパケットの IPv4送信
元アドレスをグローバルに指定することによって、BFDエコーパケットのデフォルトのアドレス
を上書きできます。個々のインターフェイスの IPアドレスを指定すると、ルータで BFDに対し
てグローバルに指定された値が上書きされます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf

read, writeisis

read, writempls-te

___________________
例 次に、ルータのすべての BFDセッションの BFDエコーパケットの送信元アドレスとして、IPア

ドレス 10.10.10.1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# echo ipv4 source 10.10.10.1

次に、個々のギガビットイーサネットインターフェイスの BFDエコーパケットの送信元アドレ
スとして、IPアドレス 10.10.10.1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)# echo ipv4 source 10.10.10.1

次に、個々の Packet-over-SONET（POS）インターフェイスの BFDエコーパケットの送信元アド
レスとして、IPアドレス 10.10.10.1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# interface pos 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)# echo ipv4 source 10.10.10.1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd, （5ページ）

ルータまたは個別のインターフェイスまたはバンドルでエコー

モードをディセーブルにします。

echo disable, （40ページ）
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echo latency detect
BFDエコーパケットの遅延検出をイネーブルにするには、BFDコンフィギュレーションモード
で echo latency detectコマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用
します。

echo latency detect [percentage percent-value [count packet-count]]

no echo latency detect [percentage percent-value [count packet-count]]

___________________
構文の説明

（任意）不良遅延として検出されたエコー障害検出時間の割合。指

定できる範囲は 100～ 250です。デフォルトは 100です。
percentage percent-value

（任意）BFDセッションがダウンする不良遅延とともに受信された
連続するパケットの数。範囲は 1～ 10です。デフォルトは 1です。

count packet-count

___________________
コマンドデフォルト エコー遅延検出がディセーブルになります。

___________________
コマンドモード BFDコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

遅延検出は、エコーモードがBFDでサポートされている場合にだけ有効です。ただし、バン
ドルインターフェイスではサポートされません。

（注）

遅延検出のない標準BFDエコー障害検出では、カウンタに基づいて一定期間内のエコーパケット
の受信がない場合だけが追跡されます。ただし、この標準エコー障害検出は、BFDセッション内
の許容範囲を超えて作成される可能性がある特定のエコーパケットの送信と受信間の遅延には対

応しません。
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遅延検出をイネーブルにすると、割合がエコー障害検出値（I x M x %）に乗算され、ラウンドト
リップ遅延がエコーパケット用に計算されます。この遅延が（I x M x %）よりも大きい場合、
BFDセッションがダウンします。

パケット数を指定した場合は、不良遅延とともにバックツーバックで受信したパケット数が追跡

されてから、セッションがダウンします。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf

read, writeisis

read, writempls-te

___________________
例 次の例では、BFD最小間隔は 50 ms、また BFDセッションの係数は 3とします。

次に、パケット数 1のエコー障害期間（I x M）のデフォルト値 100%を使用して、エコー遅延検
出をイネーブルにする例を示します。この例では、ラウンドトリップ遅延が 150msを超える 1つ
のエコーパケットを検出すると、セッションはダウンします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# echo latency detect

次に、200%（2倍）のパケット数 1のエコー障害期間に基づくエコー遅延検出をイネーブルにす
る例を示します。この例では、ラウンドトリップ遅延が 300msを超える 1つのパケットを検出す
ると、セッションはダウンします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# echo latency detect percentage 200

次に、100%のパケット数3のエコー障害期間に基づくエコー遅延検出をイネーブルにする例を示
します。この例では、ラウンドトリップ遅延が 150 msを超えるエコーパケットを 3回連続して
検出すると、セッションはダウンします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# echo latency detect percentage 100 count 3

___________________
関連コマンド 説明コマンド

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd, （5ページ）
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説明コマンド

対応する BFD設定範囲の BFDセッションの最小制御パ
ケット間隔を指定します。

bfd minimum-interval, （25ページ）

BFD係数を設定します。bfd multiplier, （31ページ）

BFDセッションを開始する前にエコーパケットパスの検
証をイネーブルにします。

echo startup validate, （47ページ）
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echo startup validate
BFDセッションを開始する前にエコーパケットパスの検証をイネーブルにするには、BFDコン
フィギュレーションモードで echo startup validateコマンドを使用します。デフォルトに戻るに
は、no形式のコマンドを使用します。

echo startup [force]

no echo startup [force]

___________________
構文の説明

（任意）リモートの「Required Min Echo RX Interval」設定を無視します。force

___________________
コマンドデフォルト エコー起動検証はディセーブルです。

___________________
コマンドモード BFDコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

エコー検査は、エコーモードがBFDでサポートされている場合にだけ有効です。ただし、バ
ンドルインターフェイスではサポートされません。

（注）

BFDセッションがダウンし、echo startup validateコマンドが設定されている場合、エコーパケッ
トは、BFDセッションの状態の変更が許可される前に遅延内の正常な送信を確認するためにダウ
ンしている間、リンクで定期的に送信されます。

forceオプションを使用しない場合、エコー検証テストは、最後に受信した制御パケットにゼロ以
外の「RequiredMin Echo RX Interval」値が含まれている場合にのみ実行されます。 forceキーワー
ドが設定されている場合、この値に関係なく、エコー検証テストが実行されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf

read, writeisis

read, writempls-te

___________________
例 次に、最後に受信した制御パケットにゼロ以外の「Required Min Echo RX Interval」値が含まれて

いる場合に、非バンドルインターフェイスのBFDセッションのエコー起動検証をイネーブルにす
る例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# echo startup validate

次に、最後の制御パケットの「RequiredMinEchoRXInterval」値に関係なく、非バンドルインター
フェイスの BFDセッションのエコー起動検証をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# echo startup validate force

___________________
関連コマンド 説明コマンド

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd, （5ページ）

BFDエコーパケットの遅延検出をイネーブルにします。echo latency detect, （44ページ）
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interface（BFD）
インターフェイス上でエコーモードをディセーブルにできる双方向フォワーディング検出（BFD）
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するには、BFDコンフィギュレーション
モードで interfaceコマンドを使用します。 BFDコンフィギュレーションモードに戻すには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

interface type interface-path-id

no interface type interface-path-id

___________________
構文の説明

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード BFDコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。
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•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

特定のインターフェイスでユニキャストリバースパス転送（uRPF）とともに BFDを使用してい
る場合、そのインターフェイスでのエコーモードをディセーブルにするには、BFDインターフェ
イスコンフィギュレーションモードで echo disableコマンドを使用する必要があります。そうし
ないと、エコーパケットはインターフェイスによって拒否されます。

IPv4インターフェイスでの IPv4 uRPFチェックをイネーブル/ディセーブルにするには、イン
ターフェイスコンフィギュレーションモードで [no] ipv4 verify unicast source reachable-viaコ
マンドを使用します。 IPv6インターフェイスでの loose方式 IPv6 uRPFチェックをイネーブル
またはディセーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで [no] ipv6
verify unicast source reachable-via anyコマンドを使用します。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf

read, writeisis

read, writempls-te

___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスでBFDインターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)#
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次に、Packet-over-SONET/SDH（POS）インターフェイスで BFD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する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# interface pos 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

BFDコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

bfd, （5ページ）

個別のインターフェイスまたはルータ全体でエ

コーモードをディセーブルにします。

echo disable, （40ページ）

IPv4インターフェイスでの IPv4 uRPFチェック
をイネーブルまたはディセーブルにします。

ipv4 verify unicast source reachable-via

IPv6インターフェイスでの loose方式 IPv6 uRPF
チェックをイネーブルまたはディセーブルにし

ます。

ipv6 verify unicast source reachable-via any

BFD情報を表示します。show bfd, （57ページ）

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
ス 4.3.x    

   OL-28479-01-J 51

Cisco ASR 9000 シリーズルータの双方向フォワーディング検出コマンド
interface（BFD）



ipv6 checksum
BFD UDPパケットの IPv6チェックサム計算をグローバルに、または BFDインターフェイスでイ
ネーブルおよびディセーブルにするには、双方向フォワーディング検出（BFD）インターフェイ
スコンフィギュレーションモードで ipv6 checksumコマンドを使用します。デフォルトに戻るに
は、no形式のコマンドを使用します。

BFD Configuration

ipv6 checksum disable

no ipv6 checksum disable

BFD Interface Configuration

ipv6 checksum [disable]

no ipv6 checksum [disable]

___________________
構文の説明

（BFDインターフェイスコンフィギュレーションの場合のみ任意）IPv6チェッ
クサム計算をディセーブルにします。

disable

___________________
コマンドデフォルト BFD UDPパケットの IPv6チェックサム計算はディセーブルです。

___________________
コマンドモード BFDコンフィギュレーション

BFDインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

UDPパケットの IPv6チェックサム計算は、BFDセッションのデフォルトではディセーブルです。
すべての BFDセッションの IPv6チェックサムのサポートをグローバルにイネーブルにしたり、
個々のインターフェイスの IPv6チェックサムのサポートをイネーブルにしたりできます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf

read, writeisis

read, writempls-te

___________________
例 次に、ルータのすべての BFDセッションの UDPパケットの IPv6チェックサム計算をイネーブル

にする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# no ipv6 checksum disable

次に、ルータのすべての BFDセッションの UDPパケットの IPv6チェックサム計算をディセーブ
ルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# ipv6 checksum disable

次に、個別のインターフェイスのBFDセッションでエコーモードをイネーブルにする例を示しま
す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)# ipv6 checksum

次に、個別のインターフェイスのBFDセッションでエコーモードをディセーブルにする例を示し
ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# bfd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bfd-if)# ipv6 checksum disable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

BFDコンフィギュレーションモードを開始します。bfd, （5ページ）
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説明コマンド

インターフェイス上でエコーモードをディセーブルにできる

BFD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。

interface（BFD）, （49ページ）

特定の場所の BFD情報を表示します。show bfd, （57ページ）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンス
リリース 4.3.x

54 OL-28479-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの双方向フォワーディング検出コマンド
ipv6 checksum



multihop ttl-drop-threshold
システムごとのマルチホップセッションに対して存続可能時間（TTL）の最大値を指定するには、
BFDコンフィギュレーションモードでmultihop ttl-drop-thresholdコマンドを使用します。デフォ
ルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

multihop ttl-drop-threshold value

no multihop ttl-drop-threshold value

___________________
構文の説明 TTLの値の設定可能な範囲を指定します。範囲は 0～ 254です。value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード BFDコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコンフィギュレーションコマンドはBFDマルチホップセッションだけに適用されます。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebgp

read, writeospf

read, writeisis
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操作タスク ID

read, writempls-te

___________________
例 次に、multihop-ttl-drop-thresholdコマンドを使用して TTLの最大値を 2に設定する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:routerconfigure
RP/0/RSP0/CPU0:routerbfd multihop ttl-drop threshold 2

___________________
関連コマンド 説明コマンド

BFDのカウンタ情報を表示します。show bfd counters, （62ページ）

BFDマルチパスセッションに関する情報を表示しま
す。

show bfd multipath, （69ページ）
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show bfd
特定の場所の双方向フォワーディング検出（BFD）情報を表示するには、EXECモードで showbfd
コマンドを使用します。

show bfd [ipv4| [singlehop|multihop ]| ipv6 [singlehop|multihop ]| all|label]interface[destination| source
] [location node-id]

___________________
構文の説明

（任意）IPv4上の BFD情報だけを表示します。ipv4

（任意）BFDマルチホップ情報だけを表示します。multihop

（任意）BFDシングルホップ情報だけを表示します。singlehop

（任意）IPv6上の BFD情報だけを表示します。ipv6

（任意）BFDマルチホップ情報だけを表示します。multihop

（任意）IPv4上の BFD情報および IPv6上の BFD情報の両方を表示し
ます。

all

（任意）BFDのラベル情報を表示します。label

BFDインターフェイスを指定します。interface

（任意）宛先 IPv4ユニキャストアドレスを指定します。destination

（任意）送信元 IPv4ユニキャストアドレスを指定します。source

指定した場所のBFD情報を表示します。node-id引数は、rack/slot/module
の形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは、set default-afiコマンドで設定したデフォルトのアドレスファミリ識別子（AFI）

で、IPv4または IPv6です。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

ipv6キーワードのサポートが追加されました。リリース 4.0.0

multihopキーワードのサポートが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbgp

readospf

readisis

readmpls-te

___________________
例 次に、show bfdコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd

IPV4 Sessions Up: 0, Down: 0, Total: 0

次に、show bfd allコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd all

IPv4:
-----
IPV4 Sessions Up: 20, Down: 0, Unknown/Retry: 2, Total: 22
IPv6:
-----
IPV6 Sessions Up: 128, Down: 2, Unknown/Retry: 1, Total: 131
Label:
-----
Label Sessions Up: 10, Down: 0, Unknown/Retry: 1, Total: 11
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次に、show bfd ipv4コマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd ipv4

IPV4 Sessions Up: 0, Down: 0, Total: 0

次に、show bfd ipv6コマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd ipv6

IPV6 Sessions Up: 0, Down: 0, Total: 0

次に、show bfd ipv4 locationコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd ipv4 location 0/3/cpu0

IPV4 Sessions Up: 0, Down: 1, Standby: 0, Total: 1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するために、

BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect, （21ページ）

対応する BFD設定範囲の BFDセッションの最小制御パ
ケット間隔を指定します。

bfd minimum-interval, （25ページ）

BFD係数を設定します。bfd multiplier, （31ページ）
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show bfd client
双方向フォワーディング検出（BFD）クライアント情報を表示するには、EXECモードで showbfd
clientコマンドを使用します。

show bfd client [detail]

___________________
構文の説明

（任意）セッションおよびクライアントの再接続の数を含むクライアント詳

細情報を指定します。

detail

___________________
コマンドデフォルト detailキーワードを指定せずに show bfd clientコマンドを入力すると、要約された BFDクライア

ント情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbgp

readospf

readisis

readmpls-te
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___________________
例 次に、show bfd clientコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd client

Name Node Num sessions
--------------- ---------- --------------
bgp 0/RSP0/CPU0 0
isis 0/RSP0/CPU0 0
isis 0/RSP0/CPU0 0

表 1：show bfd client のフィールドの説明

説明フィールド

BFDクライアントの名前。Name

BFDクライアントの場所。Node

BFDクライアントのアクティブなセッションの
数。

Num sessions

___________________
関連コマンド 説明コマンド

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するために、

BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect, （21ページ）

対応する BFD設定範囲の BFDセッションの最小制御パ
ケット間隔を指定します。

bfd minimum-interval, （25ページ）

BFD係数を設定します。bfd multiplier, （31ページ）

特定の場所の BFD情報を表示します。show bfd, （57ページ）
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show bfd counters
双方向フォワーディング検出（BFD）カウンタ情報を表示するには、EXECモードで show bfd
countersコマンドを使用します。

show bfd counters [ipv4| [singlehop|multihop]| ipv6 [singlehop|multihop]| all| label] packet [interface
type interface-path-id] location node-id

___________________
構文の説明

（任意）IPv4上の BFD情報だけを表示します。ipv4

（任意）IPv6上の BFD情報だけを表示します。ipv6

（任意）BFDシングルホップ情報だけを表示します。singlehop

（任意）BFDマルチホップ情報だけを表示します。multihop

（任意）IPv4上の BFD情報および IPv6上の BFD情報の両方を表示しま
す。

all

パケットカウンタを表示することを指定します。packet

（任意）カウンタを表示するインターフェイスを指定します。interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘ
ルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

指定した場所からの BFDカウンタを表示します。 node-id引数は、
rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは、set default-afiコマンドで設定したデフォルトのアドレスファミリ識別子（AFI）

で、IPv4または IPv6です。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

ipv6キーワードのサポートが追加されました。リリース 4.0.0

singlehopおよびmultihopキーワードのサポートが追加され
ました。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbgp

readospf

readisis

readmpls-te
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___________________
例 次に、IPv4と IPv6両方の show bfd counters packetコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd counters packet all interface POS 0/1/0/0 location 0/1/cpu0

Mon Nov 5 08:49:51.950 UTC
IPv4:
-----
POS 0/1/0/0 Recv Xmit Recv Xmit

Async: 520 515 Echo: 9400 9400

IPv6:
-----
POS 0/1/0/0 Recv Xmit Recv Xmit

Async: 237 237 Echo: 0 0

次に、IPv4の show bfd counters packetコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd counters ipv4 packet

IPv4 Singlehop:
GigabitEthernet0/0/1/2 Recv Xmit Recv Xmit

Async: 4148 4137 Echo: ( 47136) 80192
GigabitEthernet0/1/1/2 Recv Xmit Recv Xmit

Async: 116876 125756 Echo: ( 2268192) 2301312
Bundle-Ether10 Recv Xmit Recv Xmit

Async: 2 0 Echo: 0 0
Bundle-Ether20 Recv Xmit Recv Xmit

Async: 91 0 Echo: 0 0

IPv4 Multihop: (Src IP/Dst IP/Vrf Id)
33.15.151.4/33.16.151.4/0x12345678 Recv Xmit

Async: 0 570337

表 2：show bfd counters packet のフィールドの説明

説明フィールド

指定したインターフェイスで受信または送信さ

れた非同期モード（制御）パケットの数。

Async

指定したインターフェイスで受信または送信さ

れたエコーパケットの数。

Echo

___________________
関連コマンド 説明コマンド

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するために、

BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect, （21ページ）

対応する BFD設定範囲の BFDセッションの最小制御パ
ケット間隔を指定します。

bfd minimum-interval, （25ページ）

BFD係数を設定します。bfd multiplier, （31ページ）
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show bfd mib session
IPv4および IPv6双方向フォワーディング検出（BFD）MIBセッション情報を表示するには、EXEC
モードで show bfd mib sessionコマンドを使用します。

show bfd mib session [location node-id]

___________________
構文の説明

（任意）指定されたノードに保存されているすべての IPv4および IPv6
BFD MIBセッション情報を表示します。 node-id引数は、rack/slot/module
の形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト node-idを指定しない場合、ルートプロセッサノードに保存されているすべての IPv4および IPv6

BFD MIBセッションの情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

IPv6 BFDMIBセッション情報の表示のサポートが追加され
ました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

node-idを指定しない場合、ルートプロセッサノードに保存されているすべての IPv4および IPv6
BFD MIBセッションの情報が表示され、これらの BFD MIBセッションの SNMP操作が実行され
た後にだけ、この情報は入力され更新されます。

node-idを指定すると、指定されたノード（ラインカード）に保存されているすべての IPv4および
IPv6 BFDMIBセッションの情報が表示され、この情報は、SNMP操作なしで自動的に更新されま
す。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbgp

readospf

readisis

readmpls-te

___________________
例 次に、RPノードに保存されているすべての IPv4および IPv6 BFDMIBセッション情報を表示する

例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd mib session

Tue Sep 9 07:49:30.828 PST DST
Local Discr: 327681(0x50001), Remote Discr: 0(0x0)
BFD session: GigabitEthernet0_1_5_2(0x11800c0), 10.27.4.7
Current State: ADMIN DOWN, Number of Times UP: 0
Running Version: 0, Last Down Diag: None
Last Up Time (s.ns): 0.0
Last Down Time (s.ns): 0.0
Detection Multiplier: 0
Desired Min TX Interval: 0
Required Min RX Interval: 0
Required Min RX Echo Interval: 0
Packets in/out: 0/0
Current Trap Bitmap: 0x0
Last Time Cached: Not yet cached

次に、0/1/CPU0に保存されているすべての IPv4および IPv6 BFDMIBセッション情報を表示する
例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd mib session location 0/1/CPU0

Tue Sep 9 07:44:49.190 PST DST
Local Discr: 327681(0x50001), Remote Discr: 0(0x0)
BFD session: GigabitEthernet0_1_5_2(0x11800c0), 10.27.4.7
Number of times UP: 0
Last Down Diag: None
Last Up Time (s.ns): 0.0
Last Down Time (s.ns): 0.0
Packets in/out: 0/1140134

表 3：show bfd mib のフィールドの説明

説明フィールド

BFDMIBセッション情報のスナップショットを
取得する日時タイムスタンプ。

date and timestamp
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説明フィールド

BFDMIBセッションを一意に識別するローカル
識別子（10進数または 16進数）。

Local Discr

BFDMIBセッションのリモートシステムによっ
て選択されたセッション識別子（10進数または
16進数）。

Remote Discr

BFDMIBセッションが実行されているインター
フェイスの索引。また、BFD MIBセッション
でモニタされているネイバー IPアドレス。

BFD session

BFD MIBセッションの現在の状態。Current State

ルータが最後に再起動されてからBFDMIBセッ
ションが起動状態になった回数。

Number of Times UP

BFD MIBセッションが実行されている BFDプ
ロトコルバージョン番号。

Running Version

最後にダウンした BFD MIBセッションに関連
付けられた診断値。

Last Down Diag

BFD MIBセッションが最後に起動した
sysUpTimeの値（seconds.nanoseconds）。この
ようなイベントがない場合、ゼロが表示されま

す。

Last Up Time (s.ns)

ネイバーとの通信が最後に切断されたsysUpTime
の値（seconds.nanoseconds）。このようなイベ
ントがない場合、ゼロが表示されます。

Last Down Time (s.ns)

障害検出の乗数。Detection Multiplier

BFD制御パケットを送信する場合に論理システ
ムにより優先される最小間隔（マイクロ秒単

位）

Desired Min TX Interval

論理システムによりサポートされる受信 BFD
制御パケット間の最小間隔（マイクロ秒単位）

Required Min RX Interval

論理システムによりサポートされる受信 BFD
エコーパケット間の最小間隔（マイクロ秒単

位）

Required Min RX Echo Interval
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説明フィールド

BFD MIBセッションで送受信された BFDメッ
セージの合計数。

Packets in/out

BFDMIBセッションのトラップを制御するビッ
ト。ゼロ以外の値は、次のトラップイベント

がトリガーされたときにトラップが生成される

ことを指定します。

Current Trap Bitmap

BFDMIBセッションの情報が最後にキャッシュ
された時期。通常、情報は、BFDMIBセッショ
ンのSNMP操作が実行されるときにキャッシュ
されます。

Last Time Cached

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bfd session, （71ページ）
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show bfd multipath
BFDマルチパスセッションだけに関連する情報を表示するには、EXECモードで showbfdmultipath
コマンドを使用します。

show bfd multipath{ipv4| ipv6| label| all} location node-id

___________________
構文の説明 IPv4上の BFD情報だけを表示します。ipv4

IPv6上の BFD情報だけを表示します。ipv6

BFDラベル情報を表示します。label

IPv4上のBFD情報および IPv6上のBFD情報
の両方を表示します。

all

指定した場所からのBFDカウンタを表示しま
す。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で
入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbgp
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操作タスク ID

readospf

readisis

readmpls-te

___________________
例 次に、show bfd multipathコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:routershow bfd multipath location 0/5/cpu0

Int/Src Addr Label/Dest Addr VRF ID Discr Node State
--------------- --------------- ---------- ---------- -------- --------
pw-ether 1 10.10.10.10 0x00000002 0x4 0/5/CPU0 DOWN
tunnel-ip 1 1.1.1.1 0x8 0x5 0/5/CPU0 UP
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show bfd session
双方向フォワーディング検出（BFD）セッション情報を表示するには、EXECモードで show bfd
sessionコマンドを使用します。

show bfd [ipv4| [singlehop|multihop]| ipv6| [singlehop|multihop]| all| label] session [interface type
interface-path-id [destination ip-address] [detail][in-label]] location node-id

___________________
構文の説明

（任意）IPv4上の BFD情報だけを表示します。ipv4

（任意）IPv6上の BFD情報だけを表示します。ipv6

（任意）BFDシングルホップ情報だけを表示します。singlehop

（任意）BFDマルチホップ情報だけを表示します。multihop

（任意）IPv4上の BFD情報および IPv6上の BFD情報の両方を表示しま
す。

all

（任意）MPLS転送プロファイル（MPLS-TP）ラベル BFD情報だけを表
示します。

label

（任意）情報を表示するインターフェイスを指定します。interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘ
ルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

（任意）指定した IPアドレスを宛先とする BFDセッションを表示しま
す。

destination ip-address

（任意）統計情報および状態遷移の回数など、詳細なセッション情報を

表示します。

detail

（任意）特定の着信MPLS-TPラベルを持つ BFDセッションを表示しま
す。

in-label

（任意）指定した場所からホストされる BFDセッションを表示します。
node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id
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___________________
コマンドデフォルト デフォルトは、set default-afiコマンドで設定したデフォルトのアドレスファミリ識別子（AFI）

で、IPv4または IPv6です。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

ipv6キーワードのサポートが追加されました。リリース 4.0.0

singlehopおよびmultihopキーワードのサポートが追加され
ました。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。
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VRF IDのみは要約CLI（show bfdmultiple-path、show bfd all session、show bfd countersなど）
で表示され、VRF名およびVRF IDは詳細なCLI（showbfd all session detail、showbfd all session
statusなど）で表示されます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbgp

readospf

readisis

readmpls-te

___________________
例 次に、デフォルトとして detailキーワードおよび IPv4を指定した show bfd sessionコマンドの出

力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd session detail

I/f:TenGigE0/2/0/0.6, Location:0/2/CPU0, dest:10.0.6.2, src:10.0.6.1
State:UP for 0d:0h:3m:4s, number of times UP:1
Received parameters:
Version:1, desired tx interval:2 s, required rx interval:2 s
Required echo rx interval:1 ms, multiplier:3, diag:None
My discr:589830, your discr:590028, state UP, D/F/P/C/A:0/0/0/1/0
Transmitted parameters:
Version:1, desired tx interval:2 s, required rx interval:2 s
Required echo rx interval:1 ms, multiplier:3, diag:None
My discr:590028, your discr:589830, state UP, D/F/P/C/A:0/0/0/1/0
Timer Values:
Local negotiated async tx interval:2 s
Remote negotiated async tx interval:2 s
Desired echo tx interval:250 ms, local negotiated echo tx interval:250 ms
Echo detection time:750 ms(250 ms*3), async detection time:6 s(2 s*3)
Local Stats:
Intervals between async packets:
Tx:Number of intervals=100, min=952 ms, max=2001 ms, avg=1835 ms

Last packet transmitted 606 ms ago
Rx:Number of intervals=100, min=1665 ms, max=2001 ms, avg=1828 ms

Last packet received 1302 ms ago
Intervals between echo packets:
Tx:Number of intervals=100, min=250 ms, max=252 ms, avg=250 ms

Last packet transmitted 188 ms ago
Rx:Number of intervals=100, min=250 ms, max=252 ms, avg=250 ms

Last packet received 187 ms ago
Latency of echo packets (time between tx and rx):
Number of packets:100, min=1 ms, max=2 ms, avg=1 ms

Session owner information:
Client Desired interval Multiplier
---------------- -------------------- --------------
bgp- 250 ms 3

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
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IPv4および IPv6の両方の情報を表示する allキーワードを指定した show bfd sessionコマンドの出
力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bfd all session location 0/1/CPU0

Mon Nov 5 08:51:50.339 UTC
IPv4:
-----
Interface Dest Addr Local det time(int*mult) State

Echo Async
-------------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------
PO0/1/0/0 10.0.0.2 300ms(100ms*3) 6s(2s*3) UP

IPv6:
-----
Interface Dest Addr

Local det time(int*mult) State
Echo Async

------------------- ----------------------------------------------
PO0/1/0/0 abcd::2

0s(0s*0) 15s(5s*3) UP

表 4：show bfd session detail コマンドフィールドの説明

説明フィールド

インターフェイスタイプ。I/f

rack/slot/moduleの表記で表示される接続のロー
カルエンドポイントをホストするノードの場

所。

Location

宛先エンドポイントの IPアドレス。dest

送信元エンドポイントの IPアドレス。src

接続の現在の状態、およびこの接続がアクティ

ブであった日数、時間、分、秒。

State

この接続がアクティブになった回数。number of times UP

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンス
リリース 4.3.x

74 OL-28479-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの双方向フォワーディング検出コマンド
show bfd session



説明フィールド

セッションに最後に送信された制御パケットに

関する情報を提供します。

• Version：BFDプロトコルのバージョン番
号。

• desired tx interval：目的の送信間隔。

• required rx interval：必須受信間隔。

• Required echo rx interval：必須エコー受信
間隔。

• multiplier：BFDがネイバーのダウンを宣言
する前に、パケットが失われた回数。

• diag：セッションが起動から他の状態に最
後に移行したピアシステムの理由を指定

する診断コード。

• My discr：同じペアのシステム間で複数の
BFDセッションを逆多重化するために使
用される送信システムが生成する、ゼロ以

外の一意の識別子。

• your discr：対応するリモートシステムか
ら受信した識別子。このフィールドは、

受信した値であるMydiscrを示すか、この
値が不明な場合はゼロとなります。

Received parameters

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
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説明フィールド

セッションに最後に送信された制御パケットに

関する情報を提供します。

• Version：BFDプロトコルのバージョン番
号。

• desired tx interval：目的の送信間隔。

• required rx interval：必須受信間隔

• Required echo rx interval：必須エコー受信
間隔

• multiplier：BFDがネイバーのダウンを宣言
する前に、パケットが失われた回数。

• diag：セッションが起動から他の状態に最
後に移行したローカルシステムの理由を

指定する診断コード。

• My discr：同じペアのシステム間で複数の
BFDセッションを逆多重化するために使
用される送信システムが生成する、ゼロ以

外の一意の識別子。

• your discr：対応するリモートシステムか
ら受信した識別子。このフィールドは、

受信した値であるMydiscrを示すか、この
値が不明な場合はゼロとなります。

Transmitted parameters
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説明フィールド

ローカルおよびリモートエンドで使用されるタ

イマー値に関する情報を次のように提供しま

す。

• Local negotiated async tx interval：制御パケッ
トがローカルエンドによって送信される

間隔。

• Remote negotiated async tx interval：制御パ
ケットがリモートエンドによって送信さ

れる間隔。

• Desired echo tx interval：ローカルエンドが
エコーパケットの送信元となる間隔。

• local negotiated echo tx interval：エコーパ
ケットがローカルエンドによって送信さ

れる間隔。

• Echo detection time：エコーパケットのロー
カル障害検出時間。これは、ネゴシエー

トされたローカルエコー tx間隔とローカ
ル乗数の積です。

• async detection time：非同期モード（制御
パケット）のローカル障害検出時間。こ

れは、ネゴシエートされたリモート非同期

tx間隔とリモート乗数の積です。

Timer Values
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説明フィールド

ローカル送信を表示し、統計情報を受信します

• Intervals between async packets：制御パケッ
ト間の間隔の測定を提供します（txおよび
rx）。

◦ Number of intervals：制御パケット間
でサンプリングされた間隔の数。

◦ min：2つの連続した制御パケット間
で測定された最小間隔。

◦ max：2つの連続した制御パケット間
で測定された最大間隔。

◦ avg：2つの連続した制御パケット間
で測定された平均間隔。

◦ Last packet received/transmitted：最後
の制御パケットの受信/送信がどれく
らい前に行われたかを示します。

• Intervals between echo packets：エコーパ
ケット間の間隔の測定を提供します（txお
よび rx）。測定の意味は非同期パケット
の場合と同じです。

• Latency of echo packets (time between tx and
rx)：エコーパケットの遅延の測定（エコー
パケットの txと rxの間の時間）を提供し
ます。

◦ Number of packets：サンプリングされ
たエコーパケットの数。

◦ min：エコーパケットの測定された最
小遅延。

◦ max：エコーパケットの測定された
最大遅延。

◦ avg：エコーパケットの測定された平
均遅延。

Local Stats
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説明フィールド

セッションのオーナーに関する次の情報を提供

します。

• Client：クライアントアプリケーションプ
ロセスの名前。

• Desired interval：クライアントによって提
供される適切な間隔（ミリ秒単位）。

• Multiplier：クライアントが提供する乗数
値。

Session owner information

___________________
関連コマンド 説明コマンド

隣接する転送エンジン間のパスで障害を検出するため

に、BFDをイネーブルにします。
bfd fast-detect, （21ページ）

対応する BFD設定範囲の BFDセッションの最小制御パ
ケット間隔を指定します。

bfd minimum-interval, （25ページ）

BFD係数を設定します。bfd multiplier, （31ページ）

BFDのMIBセッション情報を表示します。show bfd mib session, （65ページ）
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show bfd summary
ラインカードごとの使用中の PPSレートのパーセンテージ、PPSの最大使用率、およびセッショ
ンの合計数を表示するには、EXECモードで show bfd summaryコマンドを使用します。

show bfd summary [private]locationnode-id

___________________
構文の説明

プライベート情報を表示します。private

指定した場所からのBFDカウンタを表示しま
す。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で
入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbgp

readospf

readisis

readmpls-te
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___________________
例 次に、特定の場所に show bfd summaryコマンドを使用した場合の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:routershow bfd summary location 0/1/cpu0

Node PPS rate usage Session number
% Used Max Total Max

---------- --------------- --------------
0/1/CPU0 0 80 9600 4 4000

次に、show bfd summaryコマンドの出力例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:routershow bfd summary
Node PPS rate usage Session number

% Used Max Total Max
---------- --------------- --------------
0/0/CPU0 0 0 9600 0 4000
0/1/CPU0 0 0 9600 0 4000
0/2/CPU0 0 0 9600 0 4000
0/5/CPU0 0 0 9600 0 4000
0/6/CPU0 0 0 9600 0 4000
0/7/CPU0 0 0 9600 0 4000
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