
BFDに対する BGPサポート

双方向フォワーディング検出（BFD）は、すべてのメディアタイプ、カプセル化、トポロジ、
およびルーティングプロトコルのために短時間での転送パス障害検出を提供するために設計さ

れた検出プロトコルです。高速転送パス障害検出に加えて、BFDはネットワーク管理者に整合
性のある障害検出方法を提供します。ネットワーク管理者はBFDを使用して、さまざまなルー
ティングプロトコルの helloメカニズムで、変動速度ではなく一定速度で転送パスの障害を検
出できるため、ネットワークプロファイリングおよびプランニングが容易になります。また、

再コンバージェンス時間の整合性が保たれ、予測可能になります。BGP用の BFDを実装する
主な利点は、再コンバージェンス時間が非常に短いことです。

•機能情報の確認（1ページ）
• BFDに対する BGPサポートに関する情報（2ページ）
• BFDを使用した BGPコンバージェンス時間の短縮方法（2ページ）
•その他の参考資料（6ページ）
• BFDに対する BGPサポートの機能情報（7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。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」および
ご使用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してくださ

い。このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリ

リースのリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してくだ

さい。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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BFDに対する BGPサポートに関する情報

BGPの BFD
双方向フォワーディング検出（BFD）は、すべてのメディアタイプ、カプセル化、トポロジ、
およびルーティングプロトコルのために短時間での転送パス障害検出を提供するために設計さ

れた検出プロトコルです。高速転送パス障害検出に加えて、BFDはネットワーク管理者に整合
性のある障害検出方法を提供します。ネットワーク管理者はBFDを使用して、さまざまなルー
ティングプロトコルの helloメカニズムで、変動速度ではなく一定速度で転送パスの障害を検
出できるため、ネットワークプロファイリングおよびプランニングが容易になります。また、

再コンバージェンス時間の整合性が保たれ、予測可能になります。BGP用の BFDを実装する
主な利点は、再コンバージェンス時間の著しい短縮です。

「BGPネイバーセッションオプションの設定」の章の「BGP IPv6ネイバーの BFDの設定」
の項も参照してください。

BFDの詳細については、『Cisco IOS IP Routing: BFD Configuration Guide』を参照してくださ
い。

BFDを使用した BGPコンバージェンス時間の短縮方法

前提条件

•関与するすべてのルータでCisco Express Forwarding（CEF）と IPルーティングをイネーブ
ルにする必要があります。

• BFDを配置する前に、ルータで BGPを設定する必要があります。使用しているルーティ
ングプロトコルの高速コンバージェンスを実装する必要があります。高速コンバージェン

スの設定については、お使いのバージョンの Cisco IOSソフトウェアの IPルーティングの
マニュアルを参照してください。

機能制限

• Cisco IOS Release15.1(1)SGでの BGPに対する BFDサポートのシスコによる実装に関して
は、非同期モードのみがサポートされています。非同期モードでは、どちらの BFDピア
も BFDセッションを開始できます。

• IPv6カプセル化がサポートされています。

• BFDマルチホップがサポートされています。
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BFDを使用した BGPコンバージェンス時間の短縮
インターフェイスで BFDを設定して、BFDプロセスを開始します。BFDプロセスの開始時
に、隣接データベースにはエントリは作成されません。言い換えれば、BFD制御パケットは送
受信されません。適用可能なルーティングプロトコルの BFDサポートを設定すると、隣接作
成が実行されます。BGPコンバージェンス時間を短縮するためにBGPに対するBFDサポート
を実装するには、最初の 2つの作業を設定する必要があります。3番目の作業は、BFDのモニ
タまたはトラブルシューティングに役立つ任意の作業です。

「BGPネイバーセッションオプションの設定」モジュールの「BGP IPv6ネイバーの BFDの
設定」の項も参照してください。

インターフェイスでの BFDセッションパラメータの設定
この手順では、インターフェイスで基本BFDセッションパラメータを設定することによって、
インターフェイスでBFDを設定する方法を示します。BFDネイバーに対してBFDセッション
を実行するインターフェイスごとに、この手順を繰り返します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. bfd interval milliseconds min_rx milliseconds multiplier interval-multiplier
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

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：

ステップ 2

Router# configure terminal

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 type number

例：

ステップ 3

Router(config)# interface FastEthernet 6/0

インターフェイスで BFDをイネーブルにします。bfd interval milliseconds min_rx milliseconds
multiplier interval-multiplier

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

例：

Router(config-if)# bfd interval 50 min_rx 50
multiplier 5

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了します。

end

例：

ステップ 5

Router(config-if)# end

BGPに対する BFDサポートの設定
この作業は、BGPが BFDに登録済みのプロトコルになり、BFDから転送パス検出障害メッ
セージを受信するように、BGPに対する BFDサポートを設定する場合に実行します。

始める前に

• BGPは、関連するすべてのルータで実行する必要があります。

• BFDセッションを BFDネイバーに対して実行するインターフェイスで、BFDセッション
の基本パラメータを設定する必要があります。詳細については、「インターフェイスでの

BFDセッションパラメータの設定」を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. router bgp autonomous-system-number
4. neighbor ip-address fall-over bfd
5. end
6. show bfd neighbors [details]
7. show ip bgp neighbors [ip-address [received-routes | routes | advertised-routes | paths [regexp]

| dampened-routes | flap-statistics | received prefix-filter | policy [detail]]]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

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：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

Router# configure terminal

BGPプロセスを指定し、ルータコンフィギュレー
ションモードを開始します。

router bgp autonomous-system-number

例：

ステップ 3

Router(config)# router bgp tag1

フェールオーバーに対するBFDサポートをイネーブ
ルにします。

neighbor ip-address fall-over bfd

例：

ステップ 4

Router(config-router)# neighbor 172.16.10.2
fall-over bfd

ルータを特権 EXECモードに戻します。end

例：

ステップ 5

Router(config-router)# end

BFDネイバーがアクティブになっていることを確認
し、BFDが登録されているルーティングプロトコル
を表示します。

show bfd neighbors [details]

例：

Router# show bfd neighbors detail

ステップ 6

ネイバーに対する BGP接続と TCP接続に関する情
報を表示します。

show ip bgp neighbors [ip-address [received-routes |
routes | advertised-routes | paths [regexp] |
dampened-routes | flap-statistics | received prefix-filter
| policy [detail]]]

ステップ 7

例：

Router# show ip bgp neighbors

BFDのモニタリングとトラブルシューティング
BFDのモニタリングまたはトラブルシューティングを実行するには、この項の1つ以上の手順
に従います。

手順の概要

1. enable
2. show bfd neighbors [details]
3. debug bfd [event | packet | ipc-error | ipc-event | oir-error | oir-event]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

（任意）BFD隣接関係データベースを表示します。show bfd neighbors [details]

例：

ステップ 2

• detailsキーワードを指定すると、すべてのBFD
プロトコルパラメータとネイバーごとにタイ

マーが表示されます。
Router# show bfd neighbors details

（任意）BFDパケットのデバッグ情報を表示しま
す。

debug bfd [event | packet | ipc-error | ipc-event |
oir-error | oir-event]

例：

ステップ 3

Router# debug bfd packet

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Routing: BGP Command
Reference』

BGPコマンド

『Cisco IOS IP Routing: Protocol Independent
Command Reference』

BFDコマンド

『IP Routing: BFD Configuration Guide』別のルーティングプロトコルに対する BFD
サポートの設定

BFDに対する BGPサポート
6

BFDに対する BGPサポート

その他の参考資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_pi/command/iri-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_pi/command/iri-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-2s/irb-15-2s-book.html


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シスコのサポートならびにドキュメントの

Webサイトではリソースをオンラインで提供
しており、マニュアル、ソフトウェア、およ

びツールをダウンロードできます。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。

BFDに対する BGPサポートの機能情報
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、http://www.cisco.com/go/cfnに進みます。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 1 : BFDに対する BGPサポートの機能情報

機能情報リリース機能名

双方向フォワーディング検出

（BFD）は、すべてのメディ
アタイプ、カプセル化、トポ

ロジ、およびルーティングプ

ロトコルのために短時間での

転送パス障害検出を提供する

ために設計された検出プロト

コルです。高速転送パス障害

検出に加えて、BFDはネット
ワーク管理者に整合性のある

障害検出方法を提供します。

ネットワーク管理者はBFDを
使用して、さまざまなルー

ティングプロトコルのhelloメ
カニズムで、変動速度ではな

く一定速度で転送パスの障害

を検出できるため、ネット

ワークプロファイリングおよ

びプランニングが容易になり

ます。また、再コンバージェ

ンス時間の整合性が保たれ、

予測可能になります。BGP用
の BFDを実装する主な利点
は、再コンバージェンス時間

が非常に短いことです。

この機能により、次のコマン

ドが導入または変更されまし

た。bfd、neighbor fall-over、
show bfd neighbors、show ip
bgp neighbors
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