
BFD の設定

この章の内容は、次のとおりです。

• BFDの概要, 1 ページ

• BFDのライセンス要件, 4 ページ

• 前提条件, 4 ページ

• 注意事項と制約事項, 5 ページ

• BFDのデフォルト設定, 6 ページ

• BFDの設定, 7 ページ

• BFD設定の確認, 29 ページ

• BFDのモニタ, 29 ページ

• BFDの設定例, 30 ページ

• 関連資料, 30 ページ

• 関連の標準, 31 ページ

BFD の概要
Bidirectional Forwarding Detection（BFD）は、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転送パス障害を高速で検出します。BFDを使用することで、さまざま
なプロトコルの Helloメカニズムにより、変動速度ではなく一定速度で転送パス障害を検出でき
ます。BFDはプロファイリングおよびプランニングを簡単にし、再コンバージェンス時間の一貫
性を保ち、予測可能にします。

BFDでは、レイヤ3Helloメッセージの隣接検出を単一プロセスにオフロードすることによってす
べてのルーティングおよびコントロールプレーンの CPU使用率を低くします。BFDプロセスは
すべてのアプリケーションに対して均等に実行され、1秒未満の間隔で障害を検出します。
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fabricpathインターフェイスには、BFDグローバルコンフィギュレーションコマンドが使用でき
ます。config-farbicpath-isisコマンドモードの bfdキーワードは、すべての FabricPathイ
ンターフェイスでBFDをイネーブルにします。インターフェイス固有のコマンドは、グローバル
値を上書きします。

FabricPath BFDでは、fabricpath-isisがクライアントです。FabricPath-ISISは、機能セット fabricpath
の一部です。

非同期モード

Cisco NX-OSは、BFD非同期モードをサポートします。BFD非同期モードでは、2個の隣接する
デバイス間で BFD制御パケットが送信され、デバイス間の BFDネイバーセッションがアクティ
ベートされ、維持されます。両方のデバイス（または BFDネイバー）で BFDを設定できます。
インターフェイスおよび適切なプロトコルで BFDがイネーブルになると、Cisco NX-OSは BFD
セッションを作成し、BFDセッションパラメータをネゴシエートし、BFD制御パケットをネゴシ
エートされた間隔で各 BFDネイバーに送信し始めます。BFDセッションパラメータは、次のと
おりです。

•目的の最小送信間隔：このデバイスが BFD Helloメッセージを送信する間隔。

•必要最小受信間隔：このデバイスが別のBFDデバイスからのBFDHelloメッセージを受け付
ける最小間隔。

•検出乗数：転送パスの障害を検出するまでに喪失した、別の BFDデバイスからの BFD Hello
メッセージの数。

次の図は、BFDセッションがどのように確立されているかを示します。この図は、Open Shortest
Path First（OSPF）と BFDを実行する 2台のルータがある単純なネットワークを示します。OSPF
がネイバーを検出すると（1）、OSPF隣接ルータでBFDネイバーセッションを開始する要求が、
ローカル BFDプロセスに送信されます（2）。OSPFネイバールータとの BFDネイバーセッショ
ンが確立されました（3）。

図 1：BFD ネイバー関係の確立

障害検出

BFDセッションが確立され、タイマーネゴシエーションが終了すると、BFDネイバーは、より速
い速度の場合を除き IGP Helloプロトコルと同じ動作をする BFD制御パケットを送信し、活性度
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を検出します。BFDは障害を検出しますが、プロトコルが障害の発生したピアをバイパスするた
めの処置を行う必要があります。

BFDは転送パスに障害を検出したとき、障害検出通知をBFD対応プロトコルに送信します。ロー
カルデバイスは、プロトコル再計算プロセスを開始してネットワーク全体の収束時間を削減でき

ます。

次の図は、ネットワークで障害が発生した場合を示します（1）。OSPFネイバールータでのBFD
ネイバーセッションが停止されます（2）。BFDはローカル OSPFプロセスに BFDネイバーに接
続できなくなったことを通知します（3）。ローカル OSPFプロセスは OSPFネイバー関係を解除
します（4）。代替パスが使用可能な場合、ルータはただちにそのパスでコンバージェンスを開始
します。

BFD障害検出は 1秒未満で行われます。これは OSPF Helloメッセージが同じ障害を検出する
より高速です。

（注）

図 2：OSPF ネイバー関係の解除

BFD エコー機能
BFDエコー機能は、転送エンジンからリモート BFDネイバーにエコーパケットを送信します。
BFDネイバーは検出を実行するために同じパスに沿ってエコーパケットを返送します。BFDネイ
バーは、エコーパケットの実際の転送に参加しません。エコー機能および転送エンジンが検出の

処理を行います。BFDはエコー機能がイネーブルになっている場合に非同期セッションの速度を
低下させ、2台の BFDネイバー間で送信される BFD制御パケット数を減らすために、slow timer
を使用できます。また、転送エンジンは、リモートシステムを含めないでリモート（ネイバー）

システムの転送パスをテストするので、パケット間遅延の変動が少なくなり、障害検出時間が短

縮されます。

エコー機能は BFDネイバーの両方がエコー機能を実行しているときに非対称です。

ユニキャストリバースパス転送チェック（uRPF）はデフォルトではディセーブルです。これ
を BFDのあるインターフェイス機能でイネーブルにする必要がある場合は、BFDエコー機能
がディセーブルになっている必要があります。

（注）
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セキュリティ

Cisco NX-OSは BFDパケットを隣接する BFDピアから受信したことを確認するためにパケット
の存続可能時間（TTL）値を使用します。すべての非同期およびエコー要求パケットの場合、BFD
ネイバーは TTL値を 255に設定し、ローカル BFDプロセスは着信パケットを処理する前に TTL
値を 255として確認します。エコー応答パケットの場合、BFDは TTL値を 254に設定します。

BFDパケットの SHA-1認証を設定できます。

仮想化のサポート

BFDは、仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスをサポートします。

BFD のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

BFDには、LANBase Servicesライセンスが必要
です。Cisco NX-OSライセンス方式の詳細と、
ライセンスの取得および適用の方法について

は、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参照して
ください。

Cisco NX-OS

前提条件
BFDには、次の前提条件があります。

• BFD機能をイネーブルにする必要があります。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を
参照してください。

• BFDをイネーブルにする任意のクライアントプロトコルでは、そのクライアントプロトコ
ルの BFDをイネーブルにします。ルーティングプロトコルに対する BFDサポートの設定,
（17ページ）を参照してください。

• Cisco Nexus 5548および Cisco Nexus 5596プラットフォームの BFDレイヤ 3インターフェイ
スで ICMPv4および ICMPv6リダイレクトメッセージをディセーブルにします。

•設定作業とともに一覧表示されているその他の詳細な前提条件を参照してください。
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注意事項と制約事項
BFDでは、Cisco Nexus 5500シリーズスイッチについて次の注意事項と制約事項があります。

• BFDは BFDバージョン 1をサポートします。

• BFDは IPv4をサポートします。

• BFDは、シングルホップ BFDをサポートします。

• BFDは Border Gateway Protocol（BGP）をサポートします。

• BGPの BFDは、シングルホップ External Border Gateway Protocol（EBGP）および internal
Border Gateway Protocol（iBGP）ピアをサポートします。

• BFDは、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）をサポートします。

• BFDは、Open Shortest Path First（OSPF）ルーティングプロトコルをサポートします。

• BFDは、キー付き SHA-1認証をサポートします。

• BFDは、物理インターフェイス、ポートチャネル、サブインターフェイス、および VLAN
インターフェイスのレイヤ 3インターフェイスをサポートします。

• BFDはレイヤ 3隣接情報に応じて、レイヤ 2のトポロジ変更を含むトポロジ変更を検出しま
す。レイヤ 3隣接情報が使用できない場合、VLANインターフェイス（SVI）の BFDセッ
ションはレイヤ 2トポロジのコンバージェンス後に稼働しない可能性があります。

•ポートチャネル設定の制限は次のとおりです。

◦ BFDで使用されるレイヤ 3ポートチャネルでは、ポートチャネルの Link Aggregation
Control Protocol（LACP）をイネーブルにする必要があります。

◦ SVIのセッションで使用されるレイヤ 2ポートチャネルでは、ポートチャネルの LACP
をイネーブルにする必要があります。

• BFDは、仮想ポートチャネル（vPC）、vPCピアリンク、および FabricPathリンク全体に形
成されている SVIインターフェイス上でサポートされます。

• SVIの制限は次のとおりです。

◦ ASICをリセットすると、別のポートのトラフィックの中断の原因となり、別のポート
の SVIセッションがフラップする原因となる可能性があります。

◦トポロジを変更すると（たとえば、VLANへのリンクを追加または削除するとき、また
はレイヤ 2ポートチャネルからのメンバーを削除するとき）、SVIセッションが影響を
受ける場合があります。SVIセッションはダウンした後、トポロジディスカバリの終了
後に起動する場合があります。
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SVIのセッションがフラップしないようにし、トポロジを変更する必要がある場合は、変更を
加える前に BFD機能をディセーブルにして、変更後、BFDを再度イネーブルにできます。ま
た、大きな値（たとえば、5秒）になるようにBFDタイマーを設定し、トポロジ変更の完了後
に高速なタイマーに戻すこともできます。

ヒント

•分散レイヤ 3ポートチャネルで BFDエコー機能を設定した場合、メンバーモジュールをリ
ロードすると、そのモジュールでホストされたBFDセッションがフラップされ、そのためパ
ケット損失が発生します。

レイヤ 2スイッチを間に入れずに BFDピアを直接接続する場合、代替策として BFD per-link
を使用できます。

BFD per-linkモードとサブインターフェイス最適化をレイヤ 3ポートチャネルで同時に使用す
ることはサポートされていません。

（注）

BFD のデフォルト設定
次の表に、BFDパラメータのデフォルト設定を示します。

デフォルトパラメータ

ディセーブルBFD機能

250ミリ秒必要最小受信間隔

250ミリ秒目的の最小送信間隔

3検出乗数

イネーブルエコー機能

非同期モード

論理モード（送信元/宛先ペアのアドレスごとに
1セッション）

ポートチャネル

2000ミリ秒slow timer

ディセーブルサブインターフェイスの最適化
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BFD の設定

BFD 設定階層

BFD per-linkモードとサブインターフェイス最適化をレイヤ 3ポートチャネルで同時に使用す
ることはサポートされていません。

（注）

ポートチャネルのメンバーである物理ポートについては、メンバーポートはマスターポートチャ

ネルの BFD設定を継承します。メンバーポートサブインターフェイスは、サブインターフェイ
スの最適化がイネーブルになっていない限りマスターポートチャネルの BFD設定より優先する
ことができます。

BFD 設定のタスクフロー

手順

ステップ 1 BFD機能をイネーブルにします。

ステップ 2 インターフェイス上に、グローバルな BFDパラメータを設定するかまたは BFDを設定します。

ステップ 3 ルーティングプロトコルをサポートする BFDを設定します。

BFD 機能のイネーブル化について

BFD 機能のイネーブル化

はじめる前に

デバイスVRF内のインターフェイスおよびプロトコルでBFDを設定する前に、BFD機能をイネー
ブルにする必要があります。

（たとえば、OSPFまたは BGPに対して）プロトコルグローバルレベルで BFDを変更するとき
に正しい VRFを使用しているかどうかを確認します。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

BFDをイネーブルにします。switch(config)# feature bfdステップ 2   

（任意）

イネーブルおよびディセーブルにされた機能を

表示します。

switch(config)# show feature |
include bfd

ステップ 3   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 4   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次に、BFDをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature bfd
switch(config)# show feature | include bfd
switch(config)# copy running-config startup-config

グローバル BFD パラメータの設定について
デバイスのすべての BFDセッションの BFDセッションパラメータを設定できます。BFDセッ
ションパラメータは、スリーウェイハンドシェイクの BFDピア間でネゴシエートされます。

インターフェイスのグローバルなセッションパラメータを無効にするには、「インターフェイス

での BFDの設定」を参照してください。

グローバルな BFD パラメータの設定

はじめる前に

デバイスのすべての BFDセッションの BFDセッションパラメータを設定できます。BFDセッ
ションパラメータは、スリーウェイハンドシェイクの BFDピア間でネゴシエートされます。

インターフェイスでグローバルなセッションパラメータを上書きするには、インターフェイスで

の BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。
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手順

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。

switch# configure terminalステッ

プ 1   

デバイスのすべてのBFDセッションのBFDセッ
ションパラメータを設定します。インターフェ

switch(config)# bfd [fabricpath]
intervalmintxmin_rxmsecmultipliervalue

ステッ

プ 2   
イスで BFDセッションパラメータを設定する
ことにより、これらの値を無効にすることがで

きます。fabricpath BFDセッションのグローバ
ルパラメータを設定するには、オプションの

fabricpathキーワードを使用します。mintxおよ
び min_rxmsecの範囲は 250～ 999ミリ秒で、
デフォルトは 250です。multipliervalueの範囲
は、3～ 50です。乗数のデフォルトは 3です。

エコー機能で使用される slow timerを設定しま
す。この値はエコー機能がイネーブルの場合、

switch(config)# bfd [fabricpath]
slow-timer [milliseconds]

ステッ

プ 3   
BFDが新しいセッションを開始する速度および
非同期セッションがBFD制御パケットに使用す
る速度を決定します。slow-timer値は新しい制
御パケット間隔として使用されますが、エコー

パケットは設定されたBFD間隔を使用します。
エコーパケットはリンク障害検出に使用されま

すが、低速の制御パケットはBFDセッションを
維持します。指定できる範囲は 1000～ 30000
ミリ秒です。デフォルトは 2000です。

BFDのエコーフレームに使用するインターフェ
イスを設定します。このコマンドは、指定され

switch(config)# bfd echo-interface
loopbackinterface number

ステッ

プ 4   
たループバックインターフェイスで設定される

アドレスに、エコーパケットの送信元アドレス

を変更します。指定できるインターフェイス番

号の範囲は 0～ 1023です。

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config)# show running-config bfdステッ

プ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステッ

プ 6   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。
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目的コマンドまたはアクション

次に、グローバル BFDパラメータを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# bfd interval 250 min_rx 250 multiplier 3
switch(config)# bfd slow-timer 2000
switch(config)# bfd echo-interface loopback 1 3
switch(config-if)# show running-config bfd
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスでの BFD の設定について
インターフェイスのすべてのBFDセッションのBFDセッションパラメータを設定できます。BFD
セッションパラメータは、スリーウェイハンドシェイクのBFDピア間でネゴシエートされます。

この設定は、設定されたインターフェイスのグローバルセッションパラメータより優先されま

す。

インターフェイスでの BFD の設定
インターフェイスのすべてのBFDセッションのBFDセッションパラメータを設定できます。BFD
セッションパラメータは、スリーウェイハンドシェイクのBFDピア間でネゴシエートされます。

この設定は、設定されたインターフェイスのグローバルセッションパラメータより優先されま

す。

fabricpathモードのインターフェイスで bfd [fabricpath]コマンドを使用することができます。
fabricpathモードをイネーブルにするには、インターフェイスが switchport mode fabricpathを
使用して設定されている必要があります。

（注）

はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

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。?キーワードを使用し
switch(config)# interfaceint-ifステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

て、サポートされるインターフェイスを表示

します。

インターフェイスレベルで fabricpath BFDを
イネーブルにします。

switch(config-if)# bfd [fabricpath]ステップ 3   

インターフェイスのすべての BFDセッション
のBFDセッションパラメータを設定します。

switch(config-if)# bfd [fabricpath]
intervalmintxmin_rxmsecmultipliervalue

ステップ 4   

この値はグローバルな BFDセッションパラ
メータより優先されます。fabricpath BFDセッ
ションのグローバルパラメータを設定するに

は、オプションの fabricpathキーワードを使
用します。mintxおよび msecの範囲は 50～
999ミリ秒で、デフォルトは250です。乗数の
範囲は 3～ 50です。乗数のデフォルトは 3で
す。

（任意）

インターフェイスですべての BFDセッション
の SHA-1認証を設定します。ascii_key文字列

switch(config-if)# bfd [fabricpath]
authenticationkeyed-SHA1 key-id id
{hex-keyhex-key | keyascii-key }

ステップ 5   

は BFDピア間で共有される秘密キーです。0
～ 255の数値の id値が、この特定の ascii_key
に割り当てられます。BFDパケットは、複数
のアクティブキーの使用を許可する IDでキー
を指定します。インターフェイスの SHA-1認
証をディセーブルにするには、このコマンド

の no形式を使用します。

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示し
ます。

switch(config-if)# show running-config
bfd

ステップ 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステップ 7   

レーションにコピーして、変更を継続的に保

存します。

次に、インターフェイスで BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# bfd interval 250 min_rx 250 multiplier 3
switch(config-if)# bfd authentication keyed-SHA1 key-id 1 key cisco123
switch(config-if)# show running-config bfd
switch(config-if)# copy running-config startup-config
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ポートチャネルの BFD の設定について
ポートチャネルのすべての BFDセッションの BFDセッションパラメータを設定できます。パー
リンクモードがレイヤ 3ポートチャネルに使用される場合、BFDにより、ポートチャネルの各
リンクのセッションが作成され、集約結果がクライアントプロトコルへ提供されます。たとえ

ば、ポートチャネルの 1つのリンクの BFDセッションが稼働している場合、OSPFなどのクライ
アントプロトコルにポートチャネルが稼働していることが通知されます。BFDセッションパラ
メータは、スリーウェイハンドシェイクの BFDピア間でネゴシエートされます。

この設定は、設定されたポートチャネルのグローバルセッションパラメータより優先されます。

ポートチャネルのメンバーポートはメンバーポートのサブインターフェイスレベルで BFDパラ
メータを設定しない限り、ポートチャネルの BFDセッションパラメータを継承します。その場
合、サブインターフェイス最適化がイネーブルにされていなければ、メンバーポートサブイン

ターフェイスはサブインターフェイスBFDコンフィギュレーションを使用します。詳細について
は、「サブインターフェイスの BFDの最適化」を参照してください。

ポートチャネルの BFD の設定
ポートチャネルのすべての BFDセッションの BFDセッションパラメータを設定できます。レイ
ヤ 3ポートチャネルにパーリンクモードを使用する場合、BFDにより、ポートチャネルの各リ
ンクのセッションが作成され、集約結果がクライアントプロトコルへ提供されます。たとえば、

ポートチャネルの 1つのリンクの BFDセッションが稼働している場合、OSPFなどのクライアン
トプロトコルにポートチャネルが稼働していることが通知されます。BFDセッションパラメー
タは、スリーウェイハンドシェイクの BFDピア間でネゴシエートされます。

この設定は、設定されたポートチャネルのグローバルセッションパラメータより優先されます。

ポートチャネルのメンバーポートはメンバーポートのサブインターフェイスレベルで BFDパラ
メータを設定しない限り、ポートチャネルの BFDセッションパラメータを継承します。その場
合、サブインターフェイス最適化がイネーブルにされていなければ、メンバーポートサブイン

ターフェイスはサブインターフェイスBFDコンフィギュレーションを使用します。詳細について
は、サブインターフェイスの BFDの最適化, （16ページ）を参照してください。

はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFDをイネーブルにする前に、ポートチャネルの Link Aggregation Control Protocol（LACP）がイ
ネーブルにされていることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。「BFD機能のイネーブル化」を参照してください。
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手順

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。

switch# configure terminalステッ

プ 1   

ポートチャネルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。?キーワードを使用して、サ
ポートされる数値の範囲を表示します。

switch(config)# interface
port-channelnumber

ステッ

プ 2   

（任意）

ポートチャネルのすべての BFDセッションの
BFDセッションパラメータを設定します。こ

switch(config-if)# bfd [fabricpath]
intervalmintxmin_rxmsecmultipliervalue

ステッ

プ 3   

の値はグローバルな BFDセッションパラメー
タより優先されます。fabricpath BFDセッショ
ンのグローバルパラメータを設定するには、

オプションの fabricpathキーワードを使用しま
す。mintxおよび min_rxmsecの範囲は 250～
999ミリ秒で、デフォルトは 250です。乗数の
範囲は 1～ 50です。乗数のデフォルトは 3で
す。

（任意）

インターフェイスですべての BFDセッション
の SHA-1認証を設定します。ascii_key文字列

switch(config-if)# bfd [fabricpath]
authenticationkeyed-SHA1 key-id id
{hex-keyhex-key | keyascii-key }

ステッ

プ 4   

は BFDピア間で共有される秘密キーです。0
～ 255の数値の id値が、この特定の ascii_key
に割り当てられます。BFDパケットは、複数
のアクティブキーの使用を許可する IDでキー
を指定します。インターフェイスの SHA-1認
証をディセーブルにするには、このコマンドの

no形式を使用します。

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示し
ます。

switch(config-if)# show running-config
bfd

ステッ

プ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

switch(config-if)# copy running-config
startup-config

ステッ

プ 6   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。
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次に、ポートチャネルに BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 2
switch(config-if)# bfd interval 250 min_rx 250 multiplier 3
switch(config-if)# bfd authentication keyed-SHA1 key-id 1 key cisco123
switch(config-if)# show running-config bfd
switch(config-if)# copy running-config startup-config

BFD エコー機能の設定について
BFDモニタ対象リンクの一端または両端でBFDエコー機能を設定できます。エコー機能は設定さ
れた slow timerに基づいて必要最小受信間隔を遅くします。RequiredMinEchoRx BFDセッション
パラメータは、エコー機能がディセーブルの場合、ゼロに設定されます。slow timerは、エコー機
能がイネーブルの場合、必要最小受信間隔になります。

BFDエコーは、fabricpathインターフェイスではイネーブルにできません。（注）

BFD エコー機能の設定
BFDモニタ対象リンクの一端または両端でBFDエコー機能を設定できます。エコー機能は設定さ
れた slow timerに基づいて必要最小受信間隔を遅くします。RequiredMinEchoRx BFDセッション
パラメータは、エコー機能がディセーブルの場合、ゼロに設定されます。slow timerは、エコー機
能がイネーブルの場合、必要最小受信間隔になります。

fabricpathモードでデフォルト VLAN（VLAN 1）が設定されている場合は、任意の VLANに属す
る任意のポートで fabricpath（L2）BFDセッションを設定することができます。起動する fabricpath
BFDセッションのデフォルト VLAN 1が fabricpathモードであることが必要です。

エコーモードは、fabricpathインターフェイスではサポートされません。（注）

はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

ICMPのリダイレクトメッセージが BFD対応インターフェイスでディセーブルであることを確認
します。インターフェイスで no ip redirectsコマンドまたは no ipv6 redirectsコマンドを使用しま
す。

同一の送信元アドレスおよび宛先アドレスを調べる IPパケット検証チェックがディセーブルに
なっていることを確認します。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

エコー機能で使用される slow timerを設定します。こ
の値は BFDが新しいセッションを開始する速度を決

switch(config)# bfd
[fabricpath]
slow-timer[milliseconds]

ステップ 2   

定し、BFDエコー機能がイネーブルの場合に非同期
セッションの速度を低下させるために使用されます。

この値は、エコー機能がイネーブルの場合、必要最小

受信間隔より優先されます。指定できる範囲は 1000
～ 30000ミリ秒です。デフォルトは 2000です。

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。?キーワードを使用して、サポートされ
るインターフェイスを表示します。

switch(config)# interface
int-if

ステップ 3   

エコー機能をイネーブルにします。デフォルトではイ

ネーブルになっています。

switch(config-if)# bfd echoステップ 4   

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示します。
switch(config-if)# show
running-config bfd

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレー

ションをスタートアップコンフィギュレーションに

コピーして、変更を継続的に保存します。

switch(config-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 6   

次に、BFDエコー機能を設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# bfd slow-timer 2000
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# bfd echo
switch(config-if)# show running-config bgp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

サブインターフェイスの BFD の最適化について
サブインターフェイスでBFDを最適化できます。BFDにより、設定されているすべてのサブイン
ターフェイスのセッションが作成されます。BFDにより、設定されている最小の VLAN IDを持
つサブインターフェイスがマスターサブインターフェイスとして設定され、そのサブインター

フェイスは親インターフェイスのBFDセッションパラメータを使用します。残りのサブインター
フェイスは slow timerを使用します。最適化されたサブインターフェイスセッションでエラーが
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検出されると、BFDにより、その物理インターフェイスのすべてのサブインターフェイスがダウ
ンとマークされます。

サブインターフェイスの BFD の最適化
サブインターフェイスでBFDを最適化できます。BFDにより、設定されているすべてのサブイン
ターフェイスのセッションが作成されます。BFDにより、設定されている最小の VLAN IDを持
つサブインターフェイスがマスターサブインターフェイスとして設定され、そのサブインター

フェイスは親インターフェイスのBFDセッションパラメータを使用します。残りのサブインター
フェイスは slow timerを使用します。最適化されたサブインターフェイスセッションでエラーが
検出されると、BFDにより、その物理インターフェイスのすべてのサブインターフェイスがダウ
ンとマークされます。

はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

これらのサブインターフェイスが別の Cisco NX-OSデバイスに接続するようにしてください。こ
の機能は、Cisco NX-OSでだけサポートされます。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

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。?キーワードを使用して、サポー
トされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 2   

BFD対応インターフェイスのサブインターフェイ
スを最適化します。デフォルトではディセーブル

になっています。

switch(config-if)# bfd optimize
subinterface

ステップ 3   

（任意）

BFDの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-if)# show
running-config bfd

ステップ 4   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

ションにコピーして、変更を継続的に保存します。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   
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次の例では、インターフェイスで BFDを最適化する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# bfd optimize subinterface
switch(config-if)# show running-config bfd
switch(config-if)# copy running-config startup-config

ルーティングプロトコルに対する BFD サポートの設定
Cisco Nexus 5500では、以下のルーティングプロトコルの BFDサポートを提供しています。

• Border Gateway Protocol（BGP）

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）

• Open Shortest Path Firstバージョン 2（OSPFv2）

•ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）

•仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）

•スタティックルート

•プロトコル独立型マルチキャスト（PIM）

• Intermediate System to Intermediate System（IS-IS）の FabricPath

BGP 上での BFD の設定について
Border Gateway Protocol（BGP）の BFDを設定できます。

BGP での BFD の設定
Border Gateway Protocol（BGP）の BFDを設定できます。

はじめる前に

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

BGP機能をイネーブルにします。

詳細については、『Cisco Nexus 5500 Switch NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 6.x』
を参照してください。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

BGPをイネーブルにして、ローカルBGPスピー
カに AS番号を割り当てます。AS番号は 16

switch(config)# router
bgpas-number

ステップ 2   

ビット整数または 32ビット整数にできます。
上位 16ビット 10進数と下位 16ビット 10進数
による xx.xxという形式です。

リモート BGPピアの IPv4アドレスおよび AS
番号を設定します。ip-addressの形式は x.x.x.x
です。

switch(config-router)# neighbor
{ip-address} remote-asas-number

ステップ 3   

この BGPピアの BFDをイネーブルにします。switch(config-router-neighbor)#bfdステップ 4   

この BGPピアに対する BFDを起動します。switch(config-router-neighbor)#
update-source interface-type
number

ステップ 5   

（任意）

BGPの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-router-neighbor)#
show running-config bgp

ステップ 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

switch(config-router-neighbor)#
copy running-config
startup-config

ステップ 7   

レーションにコピーして、変更を継続的に保存

します。

次に、BGP上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router bgp 64496
switch(config-router)# neighbor 209.165.201.1 remote-as 64497
switch(config-router-neighbor)# bfd
switch(config-router-neighbor)# update-source ethernet 2/1
switch(config-router-neighbor)# show running-config bgp
switch(config-router-neighbor)# copy running-config startup-config

EIGRP 上での BFD の設定について
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）の BFDを設定できます。
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EIGRP 上での BFD の設定

はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

EIGRP機能をイネーブルにします。

詳細については、『Cisco Nexus 5500 Switch NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 6.x』
を参照してください。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

インスタンスタグを設定して、新しいEIGRPプロセス
を作成します。インスタンスタグには最大 20文字の
英数字を使用できます。大文字と小文字を区別します。

switch(config)# router
eigrpinstance-tag

ステップ 2   

AS番号であると認められていない instance-tagを設定
する場合は、autonomous-systemコマンドを使用して
AS番号を明示的に設定する必要があります。そうしな
いと、このEIGRPインスタンスはシャットダウン状態
のままになります。

（任意）

この EIGRPルータの BFDをイネーブルにします。
switch(config-router)# bfdステップ 3   

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。?キーワードを使用して、サポートされる
インターフェイスを表示します。

switch(config-router)#
interfaceint-if

ステップ 4   

（任意）

EIGRPインターフェイスで BFDをイネーブルまたは
ディセーブルにします。インスタンスタグには最大20

switch(config-if)# ip
eigrpinstance-tagbfd

ステップ 5   

文字の英数字を使用できます。大文字と小文字を区別

します。

デフォルトではディセーブルになっています。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

EIGRPの実行コンフィギュレーションを表示します。
switch(config-if)# show ip
eigrp [vrfvrf-name]
[interface if]

ステップ 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレー

ションをスタートアップコンフィギュレーションにコ

ピーして、変更を継続的に保存します。

switch(config-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 7   

次に、EIGRP上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router eigrp Test1
switch(config-router)# bfd
switch(config-router)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip eigrp Test1 bfd
switch(config-if)# show ip eigrp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

OSPF 上での BFD の設定について
Open Shortest Path Firstバージョン 2（OSPFv2）で BFDを設定できます。

OSPF での BFD の設定
Open Shortest Path Firstバージョン 2（OSPFv2）で BFDを設定できます。

はじめる前に

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

OSPF機能をイネーブルにします。

詳細については、『Cisco Nexus 5500 Switch NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 6.x』
を参照してください。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

新規 OSPFv2インスタンスを作成して、設定済みの
インスタンスタグを割り当てます。インスタンスタ

switch(config)# router
ospfinstance-tag

ステップ 2   

グには最大20文字の英数字を使用できます。大文字
と小文字を区別します。

（任意）

このOSPFv2インスタンスの BFDをイネーブルにし
ます。また、各 OSPFv2インターフェイスはイネー
ブルかディセーブルである必要があります。

switch(config-router)# bfdステップ 3   

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。?キーワードを使用して、サポートさ
れるインターフェイスを表示します。

switch(config-router)#
interfaceint-if

ステップ 4   

（任意）

OSPFv2インターフェイスで BFDをイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトではディセー

ブルになっています。

switch(config-if)# ip ospf bfdステップ 5   

（任意）

OSPFの実行コンフィギュレーションを表示します。
switch(config-if)# show ip
ospf [vrfvrf-name] [interface
if]

ステップ 6   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレー

ションをスタートアップコンフィギュレーションに

コピーして、変更を継続的に保存します。

switch(config-if)# copy
running-config
startup-config

ステップ 7   

次に、OSPF上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# router ospf 201
switch(config-router)# bfd
switch(config-router)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip ospf bfd
switch(config-if)# show ip ospf
switch(config-if)# copy running-config startup-config

HSRP 上での BFD の設定について
HotStandbyRouter Protocol（HSRP）のBFDを設定できます。アクティブおよびスタンバイのHSRP
ルータは BFDを介して相互に追跡しています。

スタンバイ HSRPルータ上の BFDがアクティブ HSRPルータが動作していないことを検知する
と、スタンバイ HSRPはこのイベントをアクティブタイマー失効として取り扱い、アクティブ
HSRPルータとして役割を引き継ぎます。show hsrp detailでは、このイベントが BFD@Act-down
または BFD@Sby-downとして表示されます。
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HSRP での BFD の設定
HotStandbyRouter Protocol（HSRP）のBFDを設定できます。アクティブおよびスタンバイのHSRP
ルータは BFDを介して相互に追跡しています。

スタンバイ HSRPルータ上の BFDがアクティブ HSRPルータが動作していないことを検知する
と、スタンバイ HSRPはこのイベントをアクティブタイマー失効として取り扱い、アクティブ
HSRPルータとして役割を引き継ぎます。show hsrp detailコマンドでは、このイベントが
BFD@Act-downまたは BFD@Sby-downとして表示されます。

はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

HSRP機能をイネーブルにします。詳細については、『CiscoNexus 5500 SeriesNX-OSUnicast Routing
Configuration Guide, Release 6.x』を参照してください。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

（任意）

HSRPインターフェイスですべてのBFDをイネーブ
ルまたはディセーブルにします。デフォルトでは

ディセーブルになっています。

switch(config)# hsrp bfd
all-interfaces

ステップ 2   

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。?キーワードを使用して、サポート
されるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 3   

（任意）

HSRPインターフェイスでBFDをイネーブルまたは
ディセーブルにします。デフォルトではディセーブ

ルになっています。

switch(config-if)# hsrp bfdステップ 4   

（任意）

HSRPの実行コンフィギュレーションを表示します。
switch(config-if)# show
running-config hsrp

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして、変更を継続的に保存します。

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

次に、HSRP上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# hsrp bfd all-interfaces
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# hsrp bfd
switch(config-if)# show running-config hsrp
switch(config-if)# copy running-config startup-config

VRRP 上での BFD の設定について
仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）の BFDを設定できます。アクティブおよびスタンバイの
VRRPルータは BFDを介して相互に追跡しています。スタンバイ VRRPルータ上の BFDがアク
ティブ VRRPルータが動作していないことを検知すると、スタンバイ VRRPはこのイベントをア
クティブタイマー失効として取り扱い、アクティブ VRRPルータとして役割を引き継ぎます。

show vrrp detailでは、このイベントが BFD@Act-downまたは BFD@Sby-downとして表示されま
す。

VRRP での BFD の設定
仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）の BFDを設定できます。アクティブおよびスタンバイの
VRRPルータは BFDを介して相互に追跡しています。スタンバイ VRRPルータ上の BFDがアク
ティブ VRRPルータが動作していないことを検知すると、スタンバイ VRRPはこのイベントをア
クティブタイマー失効として取り扱い、アクティブ VRRPルータとして役割を引き継ぎます。

show vrrp detailコマンドでは、このイベントが BFD@Act-downまたは BFD@Sby-downとして表
示されます。

はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

VRRP機能をイネーブルにします。

詳細については、『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 6.x』
を参照してください。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

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。?キーワードを使用して、サ
ポートされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interface int-ifステップ 2   

VRRPグループ番号を指定します。switch(config-if)# vrrpgroup-noステップ 3   

VRRPインターフェイスで BFDをイネーブルま
たはディセーブルにします。デフォルトではディ

セーブルになっています。

switch(config-if-vrrp)# vrrp
bfdaddress

ステップ 4   

（任意）

VRRPの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-if-vrrp)# show
running-config vrrp

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

switch(config-if-vrrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

次に、VRRP上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# vrrp 1
switch(config-if-vrrp)# vrrp bfd 10.0.0.10
switch(config-if-vrrp)# show running-config vrrp
switch(config-if-vrrp)# copy running-config startup-config

スタティックルートでの BFD の設定について
インターフェイスのスタティックルータの BFDを設定できます。仮想ルーティングおよび転送
（VRF）インスタンス内のスタティックルートでの BFDを任意で設定できます。

スタティックルートでの BFD の設定
インターフェイスのスタティックルータの BFDを設定できます。仮想ルーティングおよび転送
（VRF）インスタンス内のスタティックルートでの BFDを任意で設定できます。
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はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。
BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

HSRP機能をイネーブルにします。詳細については、『CiscoNexus 5500 SeriesNX-OSUnicast Routing
Configuration Guide, Release 6.x』を参照してください。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

（任意）

VRFコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

switch(config)# vrf
contextvrf-name

ステップ 2   

スタティックルートを作成します。?キーワー
ドを使用して、サポートされているインター

フェイスを表示します。

switch(config-vrf)# ip route route
interface {nh-address|nh-prefix}

ステップ 3   

インターフェイスのすべてのスタティックルー

トのBFDをイネーブルにします。?キーワード
switch(config-vrf)# ip route static
bfd interface
{nh-address|nh-prefix}

ステップ 4   

を使用して、サポートされるインターフェイス

を表示します。

（任意）

スタティックルートを表示します。

switch(config-vrf)# show ip route
static[vrfvrf-name]

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィ

ギュレーションをスタートアップコンフィギュ

switch(config-vrf)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

レーションにコピーして、設定を永続的に保存

します。

次に、スタティックルート上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# vrf context Red
switch(config-vrf)# ip route route interface 192.0.2.1 ethernet 2/1 192.0.2.4
switch(config-vrf)# ip route static bfd ethernet 2/1 192.0.2.4
switch(config-vrf)# show ip route static vrf Red
switch(config-vrf)# copy running-config startup-config
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PIM 上での BFD の設定について
PIM（Protocol Independent Multicast）プロトコルの BFDを設定できます。

PIM 上での BFD の設定
PIM（Protocol Independent Multicast）プロトコルの BFDを設定できます。

はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

PIM機能をイネーブルにします。詳細については、『CiscoNexus 5500 SeriesNX-OSMulticast Routing
Configuration Guide, Release 6.x』を参照してください。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

PIMの BFDをイネーブルにします。switch(config)# ip pim bfdステップ 2   

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。?キーワードを使用して、サポー
トされるインターフェイスを表示します。

switch(config)# interfaceint-ifステップ 3   

（任意）

PIMインターフェイスの BFDをイネーブルまた
はディセーブルにします。デフォルトではディ

セーブルになっています。

switch(config-if)# ip pim
bfd-instance [disable]

ステップ 4   

（任意）

PIMの実行コンフィギュレーションを表示しま
す。

switch(config-if)# show
running-config pim

ステップ 5   

（任意）

リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ

レーションをスタートアップコンフィギュレー

switch(config-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 6   

ションにコピーして、設定を永続的に保存しま

す。
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次に、PIM上で BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# ip pim bfd
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip pim bfd-instance
switch(config-if)# show running-config pim
switch(config-if)# copy running-config startup-config

インターフェイスにおける BFD のディセーブル化
グローバルまたは VRFレベルで BFDがイネーブルになっているルーティングプロトコルのイン
ターフェイスで BFDを選択的にディセーブルにできます。

インターフェイスでBFDを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
モードで次のコマンドのいずれかを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

EIGRPインターフェイスでBFDをディセー
ブルにします。インスタンスタグには最大

switch(config)# ip eigrp instance-tag bfd
disable

例：
switch(config)# ip eigrp Test1 bfd
disable

ステップ 1   

20文字の英数字を使用できます。大文字と
小文字を区別します。

OSPFv2インターフェイスでBFDをディセー
ブルにします。

switch(config-if)# ip ospf bfd disable

例：
switch(config-if)# ip ospf bfd
disable

ステップ 2   

すべての IS-IS インターフェイスでの FabricPath BFD の設定

はじめる前に

正しい VRFを使用していることを確認します。

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

ISIS機能は、feature-set fabricpathコマンドを入力したときにデフォルトでイネーブルになりま
す。

詳細については、『Cisco Nexus 5500 Switch NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 7.x』
を参照してください。
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手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

グローバル FabricPathレイヤ 2 Intermediate
System to Intermediate System（IS-IS）コンフィ
ギュレーションモードを開始します。

switch(config)# fabricpath
domain default

ステップ 2   

すべての IS-ISインターフェイスで FabricPath
BFDをイネーブルにします。

switch(config-fabricpath-isis)#bfdステップ 3   

次に、すべての IS-ISインターフェイスで FabricPath BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# fabricpath domain default
switch(config-fabricpath-isis)# bfd

特定のインターフェイスでの FabricPath BFD の設定

はじめる前に

BFD機能をイネーブルにします。BFD機能のイネーブル化, （7ページ）を参照してください。

BFDセッションパラメータを設定します。グローバルな BFDパラメータの設定, （8ページ）
またはインターフェイスでの BFDの設定, （10ページ）を参照してください。

ISIS機能は、feature-set fabricpathコマンドを入力したときにデフォルトでイネーブルになりま
す。

詳細については、『Cisco Nexus 5500 Switch NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 7.x』
を参照してください。

手順

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。

switch# configure terminalステップ 1   

ユーザがセッションごとに L2BFDフレームのカプ
セル化モードを選択できるようにします。コマンド

switch(config)# [no] bfd
fabricpath encap-ce

ステップ 2   

をイネーブルにすると、Fabricpathのカプセル化な
しでフレームを送信します。デフォルトモードで

は、Fabricpathカプセル化を使用してフレームを送
信します。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスで FabricPath BFDをイネーブルに
します。

switch(config-if)# fabricpath
isis bfd

ステップ 3   

次に、特定のインターフェイスで FabricPath BFDを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# [no] bfd fabricpath encap-ce
switch(config-if)# fabricpath isis bfd

BFD 設定の確認
BFDを確認するには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

BGPや OSPFv2などのサポートされるアプリ
ケーションのBFDに関する情報を表示します。

switch# show running-config bfd

起動時に適用されるBFDコンフィギュレーショ
ンに関する情報を表示します。

switch# show startup-config bfd

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Interfaces
Command Reference』を参照してください。

BFD のモニタ
BFDをモニタするには、次のコマンドを使用します。

目的コマンド

BGPや OSPFv2などのサポートされるアプリ
ケーションのBFDに関する情報を表示します。

switch# show bfd neighbors [applicationname]
[details]

指定したインターフェイスでの BFDに関する
情報を表示します。

switch# show bfd neighbors [interfaceint-if]
[details]

指定したインターフェイスでのセッションの

BFDに関する情報を表示します。
switch# show bfd neighbors [dest-ipip-address]
[src-ipip-address] [details]

VRFの BFDに関する情報を表示します。switch# show bfd neighbors [vrfvrf-name] [details]
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目的コマンド

指定したインターフェイスでのセッションの

BFDに関する情報を表示します。オプションの
fabricpathキーワードを使用して特定の
fabricpathネイバーに関する情報を表示します。

switch# show bfd neighbors [fabricpath]
[dest-ipip-address] [src-ipip-address] [details]

特定の FabricPathネイバーに関する情報を表示
します。

switch# show bfd neighbors
[dest-sys-iddest-sys-id-value]

詳細については、『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Switch Interfaces Command Reference』を参照し
てください。

BFD の設定例
次に、デフォルト BFDセッションパラメータを使用した、Ethernet 2/1上の OSPFv2の BFD設定
例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature bfd
switch(config)# feature ospf
switch(config)# router ospf Test1
switch(config-router)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip ospf bfd
switch(config-if)# no shutdown

次に、デフォルト BFDセッションパラメータを使用した、EIGRPインターフェイスの BFD設定
例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature bfd
switch(config)# feature eigrp
switch(config)# bfd interval 250 min_rx 250 multiplier 4
switch(config)# router eigrp Test2
switch(config-router)# bfd

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

詳細については、『Cisco Nexus 5500 Switch
NX-OSUnicast RoutingCommandReference, Release
6.x』を参照してください。

BFDコマンド
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関連の標準
以下の業界標準は双方向フォワーディング検出に対応しています。

タイトルRFC

『Bidirectional Forwarding Detection (BFD)』RFC 5880

『BFD for IPv4 and IPv6 (Single Hop)』RFC 5881
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