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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム

およびソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよび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には、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

双方向フォワーディング検出の前提条件
BFDの前提条件は次のとおりです。

•スイッチのフィーチャセットは、IP Baseまたはそれ以上です。IP Baseフィーチャセット
は Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）スタブルーティングのみをサポー
トします。BFDは使用しません。IP Serviceフィーチャセットは BFDを使用して EIGRP
をサポートします。

• IPルーティングは、参加しているすべてのスイッチでイネーブルにする必要があります。
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• BFDを展開する前に、スイッチの BFDでサポートされている IPルーティングプロトコ
ルのいずれかを設定します。また、使用する予定のルーティングプロトコルの高速コン

バージェンスも実装します。

双方向フォワーディング検出の制約事項
BFDの制約事項は次のとおりです。

• BFDは直接接続されたネイバーだけに対して動作します。BFDのネイバーは 1ホップ以
内に限られます。マルチホップのコンフィギュレーションはサポートされません。

•スイッチでは、最小 hello間隔 100 ms、倍率 3で最大 100の BFDセッションがサポートさ
れます。この倍率は、セッションがダウンしたと宣言される前に失われた可能性のある連

続するパケットの最小数を指定します。

•エコーモードをイネーブルにするには、ピアシステムを no ip redirectsコマンドで設定す
る必要があります。

双方向フォワーディング検出について

BFDの動作
BFDは、インターフェイス、データリンク、および転送プレーンを含めて、2つの隣接ルータ
間の転送パスで、オーバーヘッドの少ない短期間の障害検出方法を提供します。

BFDはインターフェイスレベルおよびルーティングプロトコルレベルでイネーブルにする検
出プロトコルです。シスコでは BFD非同期モードをサポートしています。これは、ルータ間
の BFDネイバーセッションをアクティブにして維持するための、2台のシステム間の BFD制
御パケットの送信に依存します。したがって、BFDセッションを作成するには、両方のシステ
ムで（または BFDピアで）BFDを設定する必要があります。適切なルーティングプロトコル
に対して、インターフェイスレベルおよびルータレベルで BFDがイネーブルになっている場
合、BFDセッションが作成されて BFDタイマーがネゴシエートされ、ネゴシエートされた間
隔で BFDピアが互いに BFD制御パケットの送信を開始します。

シスコは、BFDエコーモードをサポートしています。エコーパケットはフォワーディングエ
ンジンによって送信され、検出を実行するために同じパスに沿って返信されます。もう一方の

BFDセッションは、エコーパケットの実際のフォワーディングに参加しません。

ここでは、次の内容について説明します。

BFDバージョンの相互運用性
スイッチは、BFDバージョン1およびBFDバージョン0をサポートします。デフォルトでは、
すべての BFDセッションがバージョン 1で実行され、バージョン 0と相互運用可能です。シ
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ステムで自動的にFDバージョン検出が実行される場合、ネイバー間のBFDセッションがネイ
バー間の最も一般的なBFDバージョンで実行されます。たとえば、BFDネイバーがBFDバー
ジョン0を実行し、他のBFDネイバーがバージョン1を実行している場合、セッションでBFD
バージョン 0が実行されます。showbfdneighbors [details]コマンドの出力で、BFDネイバーが
実行している BFDバージョンを確認できます。

BFDセッションの制限
作成できる BFDセッションの最小数は、「hello」間隔によって異なることがあります。100
msの「hello」間隔では、100セッションが許可されます。より大きい hello間隔では、より多
くのセッションが許可されます。VLANインターフェイスでは、最小「hello」間隔は 600 ms
です。

非ブロードキャストメディアインターフェイスに対する BFDサポー
ト

BFD機能はスイッチの VLANインターフェイスでサポートされています。

bfd intervalコマンドは、BFDモニタリングを開始するインターフェイスで設定する必要があ
ります。

ステートフルスイッチオーバーでのノンストップフォワーディング

の BFDサポート
通常、ネットワーキングデバイスを再起動すると、そのデバイスのすべてのルーティングピ

アがデバイスの終了および再起動を検出します。この遷移によってルーティングフラップが発

生し、そのために複数のルーティングドメインに分散される可能性があります。ルーティング

の再起動によって発生したルーティングフラップによって、ルーティングが不安定になりま

す。これはネットワーク全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。ノンストップフォワー

ディング（NSF）は、ステートフルスイッチオーバー（SSO）がイネーブルになっているデバ
イスのルーティングフラップを抑制するのに役立ち、それによってネットワークの不安定さが

減少します。

NSFでは、ルーティングプロトコル情報がスイッチオーバー後に保存されるとき、既知のルー
タでデータパケットのフォワーディングを継続できます。NSFを使用すると、ピアネットワー
キングデバイスでルーティングフラップが発生しません。データトラフィックはインテリジェ

ントラインカードまたはデュアルフォワーディングプロセッサを介して転送されますが、ス

タンバイ RPでは、スイッチオーバー中に障害が発生したアクティブな RPからの制御と見な
されます。ラインカードおよびフォワーディングプロセッサの機能はスイッチオーバーによっ

て維持され、アクティブな RPの転送情報ベース（FIB）が NSF動作で最新状態が維持されま
す。

デュアル RPをサポートするデバイスでは、SSOが RPの 1つをアクティブなプロセッサとし
て確立し、他のRPはスタンバイプロセッサに割り当てられ、それらの間で情報が同期されま
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す。アクティブな RPに障害が発生したとき、ネットワーキングデバイスから削除されたと
き、または手動でメンテナンスから排除されたときに、アクティブなプロセッサとスタンバイ

プロセッサからのスイッチオーバーが発生します。

ステートフルスイッチオーバーの BFDサポート
BFDプロトコルでは、隣接するフォワーディングエンジン間でパスに短期間の障害検出が行
われます。デュアル RPスイッチ（冗長性のため）を使用するネットワーク導入では、スイッ
チにグレースフルリスタートメカニズムがあり、アクティブな RPとスタンバイ RPの間のス
イッチオーバー時にフォワーディング状態が保護されます。

スタンバイ RPのステートフル BFD

スタンバイRPへのスイッチオーバーを成功させるために、BFDプロトコルでチェックポイン
トメッセージを使用して、アクティブな RP Cisco IOSインスタンスからセッション情報をス
タンバイRPCisco IOSインスタンスに送信します。セッション情報には、ローカル識別子およ
びリモート識別子、隣接ルータのタイマー情報、BFDセットアップ情報、およびセッション固
有の情報（セッションのタイプやセッションのバージョンなど）が含まれます。さらに、BFD
プロトコルはセッションの作成および削除のチェックポイントメッセージを送信して、スタン

バイ RPでセッションを作成または削除します。

スタンバイRPのBFDセッションはパケットの送受信を行わず、期限切れになったタイマーを
処理しません。このようなセッションは、スイッチオーバーの発生を待ってからアクティブ

セッションのパケットを送信し、セッションが隣接スイッチでタイムアウトにならないように

します。

スタンバイRPのBFDプロトコルはスイッチオーバーの通知を受けると、状態をアクティブに
変更し、自分自身をシスコエクスプレスフォワーディングに登録することで、パケットを受

信し、期限切れになったすべての要素にパケットを送信できるようにします。

また、BFDではチェックポイントメッセージを使用して、アクティブなRPでクライアントに
よって作成されたセッションをスイッチオーバー時に維持します。スイッチオーバーが発生す

ると、BFDは SSO再要求タイマーを起動します。クライアントは再要求タイマーによって指
定された期間内のセッションを再要求する必要があります。そうしないと、セッションが削除

されます。

タイマーの値は、BFDセッションの数およびプラットフォームによって異なります。

表 1 :スイッチの BFDタイマー値

注クライアン

ト

最小タイマー値

（ms）
BFDセッションタイ
プ

BFDセッションの最大
数

SSOスイッチでは、5の倍数の使
用が推奨されます。

すべて

（All）
100 x 3非同期/エコー100
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スタティックルーティングの BFDサポート
OSPFや BGPなどの動的なルーティングプロトコルとは異なり、スタティックルーティング
にはピア検出の方法がありません。したがって、BFDが設定されると、ゲートウェイの到達可
能性は完全に指定されたネイバーへの BFDセッションの状態に依存します。BFDセッション
が開始されない限り、スタティックルートのゲートウェイは到達不能と見なされ、したがっ

て、影響を受けるルートが適切なルーティング情報ベース（RIB）にインストールされません。

BFDセッションが正常に確立されるように、ピア上のインターフェイスで BFDを設定し、ピ
ア上の BFDクライアントに BFDネイバーのアドレスを登録する必要があります。インター
フェイスがダイナミックルーティングプロトコルで使用される場合、後者の要件は通常、BFD
の各ネイバーでルーティングプロトコルインスタンスを設定することによって満たされます。

インターフェイスがスタティックルーティングに排他的に使用される場合、この要件はピア上

でスタティックルートを設定することによって満たす必要があります。

BFDセッションが起動状態のときにBFD設定がリモートピアから削除された場合、BFDセッ
ションの最新状態がスタティックスタティックに送信されません。その結果、スタティック

ルートがRIBに残ります。唯一の回避策は、IPv4スタティックBFDネイバー設定を削除して、
スタティックルートが BFDセッション状態を追跡しないようにすることです。

BFDエコーモードの設定
デフォルトでは BFDエコーモードがイネーブルになっていますが、方向ごとに個別に実行で
きるように、ディセーブルにすることもできます。

BFDエコーモードは非同期 BFDで動作します。エコーパケットはフォワーディングエンジ
ンによって送信され、検出を実行するために、同じパスで転送されます。反対側の BFDセッ
ションはエコーパケットの実際のフォワーディングに関与しません。エコー機能およびフォ

ワーディングエンジンが検出プロセスを処理するため、2つの BFDネイバー間で送信される
BFD制御パケットの数が減少します。また、フォワーディングエンジンが、リモートシステ
ムを介さずにリモート（ネイバー）システムの転送パスをテストするため、パケット内遅延が

向上する可能性があり、それによってBFDバージョン 0をBFDセッションのBFD制御パケッ
トで使用する場合に、障害検出時間を短縮できます。

エコーモードを両端で実行している（両方の BFDネイバーがエコーモードを実行している）
場合は、非対称性がないと表現されます。

前提条件

BFDは、参加しているすべてのスイッチで実行されている必要があります。

CPU使用率の上昇を避けるために、BFDエコーモードを使用する前に、noipredirectsコマン
ドを入力して、インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）リダイレクトメッセージ
の送信をディセーブルに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」の項を参照してください。
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[Restrictions（機能制限）]

BFDバージョン 1でサポートされる BFDエコーモード。

BFDエコーモードは、ユニキャストリバースパス転送（uRPF）の設定との組み合わせでは動
作しません。BFDエコーモードとuRPFの設定がイネーブルの場合、セッションはフラップし
ます。

（注）

双方向フォワーディング検出の設定方法
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プロセスが開始され
ると、隣接するデータベースにエントリが作成されません。つまり、BFD制御パケットが送受
信されません。BFDバージョン 1でサポートされる BFDエコーモード。

BFD制御パケットに加えて、BFDエコーパケットが送受信されます。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。ここでは、次の手順
について説明します。

インターフェイスでの BFDセッションパラメータの設定
ここでは、BFDセッションのベースラインパラメータをインターフェイスで設定して、イン
ターフェイスでBFDを設定する作業を行います。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、次の作業を繰り返します。

手順の概要

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

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Switch> 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

Switch# configure terminal

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバイ

スをインターフェイスコンフィギュレーションモー

ドにします。

interface type number

例：

Switch(config)# interface GigabitEthernet 6/1

ステップ 3

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

ステップ 4

ハードウェアオフロードをイネーブルにするため

に、BFDエコーモードをディセーブルにします。例：

Switch(config-if)# no bfd echo

ハードウェアオフロードをイネーブルにするため

に、BFDエコーモードをディセーブルにします。
nobfdecho

例：

ステップ 5

Switch(config-if)# no bfd echo

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、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 6

Switch(config-if)# end

スタティックルーティングに対する BFDサポートの設定
スタティックルーティングのためのBFDサポートを設定するには、このタスクを実行します。
各BFDネイバーに対してこの手順を繰り返します。詳細については、「例：スタティックルー
ティングのための BFDサポートの設定」の項を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. no switchport
5. ipaddress ip-address mask
6. bfd interval milliseconds min_rx milliseconds multiplier interval-multiplier
7. exit
8. iproutestaticbfd interface-type interface-number ip-address [group group-name [passive]]
9. iproute [vrf vrf-name] prefix mask {ip-address | interface-type interface-number [ip-address]}

[dhcp] [distance] [name next-hop-name] [permanent | track number] [tag tag]
10. exit
11. showipstaticroute
12. showipstaticroutebfd
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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モードをイネーブルにします。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）。

Switch> 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

Switch# configure terminal

インターフェイスを設定し、インターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

interface type number

例：

ステップ 3

Switch(config)# interface gigabitethernet 6/1

レイヤ 3にインターフェイスを変更します。no switchport

例：

ステップ 4

Switch(config)# no switchport

インターフェイスに IPアドレスを設定します。ipaddress ip-address mask

例：

ステップ 5

Switch(config-if)# ip address 10.201.201.1
255.255.255.0

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

ステップ 6

例：

Switch(config-if)# bfd interval 500 min_rx 500
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、グローバルコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

Switch(config-if)# exit

ステップ 7

スタティックルートの BFDネイバーを指定しま
す。

iproutestaticbfd interface-type interface-number
ip-address [group group-name [passive]]

例：

ステップ 8

• BFDが直接接続されたネイバーだけでサポー
トされているため、interface-type、

Switch(config)# ip route static bfd serial 2/0
10.1.1.1 group group1 passive interface-number、および ip-address引数は必須

です。
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目的コマンドまたはアクション

スタティックルートの BFDネイバーを指定しま
す。

iproute [vrf vrf-name] prefix mask {ip-address |
interface-type interface-number [ip-address]} [dhcp]
[distance] [name next-hop-name] [permanent | track
number] [tag tag]

ステップ 9

例：

Switch(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0
Gigabitethernet 6/1 10.201.201.2

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
exit

例：

ステップ 10

Switch(config)# exit

（任意）スタティックルートデータベース情報を

表示します。

showipstaticroute

例：

ステップ 11

Switch# show ip static route

（任意）設定されたBFDグループおよびnon-group
エントリからスタティック BFDの設定に関する情
報を表示します。

showipstaticroutebfd

例：

Switch# show ip static route bfd

ステップ 12

BFD低速タイマーの設定
このタスクでは、BFDの slow timer値を変更する方法を示します。各 BFDスイッチに対して
このタスクを繰り返します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. bfdslow-timer milliseconds
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Switch> enable

双方向フォワーディング検出の設定
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Switch# configure terminal

BFDの slow timerを設定します。bfdslow-timer milliseconds

例：

ステップ 3

Switch(config)# bfd slow-timer 12000

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 4

Switch(config)# end

非対称性のない BFDエコーモードのディセーブル化
このタスクでは、非対称性のない BFDエコーモードをディセーブルにする方法を示します。
スイッチからエコーパケットが送信されず、スイッチはネイバースイッチが受信した BFDエ
コーパケットを転送しません。

各 BFDスイッチに対してこのタスクを繰り返します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. no bfdecho
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Switch> 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

Switch# configure terminal

双方向フォワーディング検出の設定
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目的コマンドまたはアクション

BFDエコーモードをディセーブルにします。no bfdecho

例：

ステップ 3

• no形式を使用すると、BFDエコーモードをディ
セーブルにできます。

Switch(config)# no bfd echo

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 4

Switch(config)# end

BFDのモニタリングとトラブルシューティング
ここでは、維持とトラブルシューティングのために BFD情報を取得する方法について説明し
ます。これらのタスクのコマンドを必要に応じて任意の順序で入力できます。

BFDのモニタリングとトラブルシューティングを行うには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
2. showbfdneighbors[details]
3. debugbfd[packet | event]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Switch> enable

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

（任意）BFDパケットのデバッグ情報を表示しま
す。

debugbfd[packet | event]

例：

ステップ 3

Switch# debug bfd packet

双方向フォワーディング検出の設定
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双方向フォワーディング検出の設定例

例：インターフェイスでの BFDセッションパラメータの設定
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface GigabitEthernet 6/1
Switch(config-if)# bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 5
Switch(config-if)# no bfd echo

例：スタティックルーティングに対する BFDサポートの設定
次の例では、ネットワークはデバイス Aとデバイス Bで構成されています。デバイス Aのシ
リアルインターフェイス 2/0は、デバイス Bのシリアルインターフェイス 2/0と同じネット
ワークに接続されています。BFDセッションを起動するには、デバイス Bを設定する必要が
あります。

デバイス A

configure terminal
interface Serial 2/0
ip address 10.201.201.1 255.255.255.0
bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 5
ip route static bfd Serial 2/0 10.201.201.2
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Serial 2/0 10.201.201.2

デバイス B

configure terminal
interface Serial 2/0
ip address 10.201.201.2 255.255.255.0
bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 5
ip route static bfd Serial 2/0 10.201.201.1
ip route 10.1.1.1 255.255.255.255 Serial 2/0 10.201.201.1

デバイス Bのスタティックルートが単独で存在していて、10.201.201.1と 10.201.201.2の間で
BFDセッションをイネーブルにすることに注意してください。設定する必要のある有益なスタ
ティックルートがない場合、パケットの転送に影響しないプレフィックス、たとえば、ローカ

ルで設定されたループバックインターフェイスを選択します。

次の例では、BFDグループ testgroupのイーサネットインターフェイス 0/0を介して
209.165.200.225に到達するアクティブなスタティック BFD設定があります。設定されたスタ
ティック BFDによってトラッキングされるスタティックルートが設定されるとすぐに、単一
のホップ BFDセッションがイーサネットインターフェイス 0/0を介して 209.165.200.225に開
始されます。BFDセッションが正常に確立されると、プレフィックス 10.0.0.0/8が RIBに追加
されます。

configure terminal

双方向フォワーディング検出の設定
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ip route static bfd Ethernet 0/0 209.165.200.225 group testgroup
ip route 10.0.0.0 255.255.255.224 Ethernet 0/0 209.165.200.225

次の例では、イーサネットインターフェイス 0/0.1001を介した 209.165.200.226への BFDセッ
ションがグループ testgroupを使用するようにマークされます。つまり、この設定はパッシブな
スタティック BFDです。2つ目の BFD設定によってトラッキングされるスタティックルート
があるものの、209.165.200.226に対する BFDセッションはイーサネットインターフェイス
0/0.1001を介しては開始されません。プレフィックス 10.1.1.1/8と 10.2.2.2/8の存在は、アク
ティブなスタティックBFDセッション（イーサネットインターフェイス 0/0 209.165.200.225）
によって制御されます。

configure terminal
ip route static bfd Ethernet 0/0 209.165.200.225 group testgroup
ip route 10.0.0.0 255.255.255.224 Ethernet 0/0 209.165.200.225
ip route static bfd Ethernet 0/0.1001 209.165.200.226 group testgroup passive
ip route 10.1.1.1 255.255.255.224 Ethernet 0/0.1001 209.165.200.226
ip route 10.2.2.2 255.255.255.224 Ethernet 0/0.1001 209.165.200.226

例：BFD低速タイマーの設定
Switch# configure terminal
Switch(config)# bfd slow-timer 12000

双方向フォワーディング検出に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Command List, All Releases』Cisco IOSコマン
ド

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジー
に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、

マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを

提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、

Cisco Notification Service（Field Noticeからアクセス）、Cisco
Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際は、
Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。

双方向フォワーディング検出の設定
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双方向フォワーディング検出に関する機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

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

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 2 :双方向フォワーディング検出に関する機能情報

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）プロ
トコルは、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。

BFDは高速転送パス障害検出に加えて、ネッ
トワーク管理者向けの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。

この機能は、Cisco Catalyst 2960-XRシリー
ズスイッチに実装されました。

Cisco IOS 15.2(4)E1双方向フォワーディン

グ検出

双方向フォワーディング検出の設定
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