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OSPF (Open Shortest Path First) はリンクステート型の routing protocol で
ある。 OSPF ではエリアの概念が存在し、 neighbor に対して同⼀エリア内の
I/F 情報を LSA (Link State Advertisement) として広報する。そして LSDB 
(Link State DataBase) に格納し、SPF (Shortest Path First) tree を形成す
る。最後に、SPF Tree に基づき Routing table が作成される。

動作の概要として、まず OSPF が有効化された Router は隣接機器と
Neighbor 関係を確⽴する。
※neighbor 確⽴の動きや条件などは後述。
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Neighbor が確⽴できると、各 Router は OSPF に参加している I/F の情報を
LSA (Link State Advertisement) で Neighbor router に送信する。
そして、 各 Router は LSDB (Link State Database) に情報を格納していく。

OSPF では、同⼀エリアの OSPF Router は同⼀の LSDB を保持する。
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続いて、 Router は Dijkstra SPF (Shortest Path First) アルゴリズムを実⾏
し、 SPF tree を⽣成する。
SPF tree は⾃⾝が Root となり、コストに基づき最短パス且つ loop free とな
るように⽣成される。

また、障害などで topology change が発⽣した場合、 LSDB が更新され SPF 
tree も再⽣成される。

※例えば、 RT1 から 「192.168.23.0/24」 へは RT2 経由 (コスト 20) と RT3 
経由 (コスト 15) が存在するが、 RT3 経由のほうが低コストとなるため、
SPF tree では RT3 の先に 「192.168.23.0/24」 があるように⾒える。
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そして、 SPF tree に基づき RIB が⽣成される。
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OSPF では neighbor 確⽴後に adjacency が確⽴される。
まずは Hello packet によりお互いを認識することで、 2WAY (neighbor) のス
テータスへ移⾏していく。

また、 2WAY になるためには以下のステータスが⼀致している必要がある。

・Hello / Dead interval
・network mask 
・area id
・password (設定している場合)
・stub area flag
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2WAY (neighbor) に移⾏したのち、 FULL (adjacency) となるためステータ
ス移⾏していく。
EXSTART では DBD (DataBase Description) を交換し、どちらから LSDB 
の情報を送付するかを決定する。
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EXSTART で交換した DBD に基づき、Router id が⼤きい Router が Master 、
⼩さい⽅が Slave となる。 (この場合では RT2 が Master)
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Master (RT2) が送付した LSDB に対し、 Slave (RT1) は LSR (Link State 
Request) で⾜りない情報を要求する。
そして、 Master (RT2) はそれに対して LSU (Link State Update) で応答する。
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続いて、 Master (RT2) は Slave (RT1) に対して⾜りない情報を LSR で要求
し、 Slave (RT1) は LSU で応答する。
これにより、 LSDB の情報が同期され OSPF status がどちらも FULL となり、
adjacency が確⽴する。
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ここからは、各⼿順を詳細に確認していく。

RT1 から OSPF が起動したと仮定し、 RT1 は Hello packet を 「224.0.0.5」
宛に送信する。
Hello packet には表記の情報が含まれている。
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RT2 は RT1 からの Hello packet を受信し、中⾝を確認する。
そして、以下が⼀致していることを確認すると、 neighbor の条件を満たして
いると認識する。

・Hello / Dead interval
・network mask 
・area id
・password (設定している場合)
・stub area flag

すると、 RT2 から送信される Hello packet には 「Active Neighbor」 として
「1.1.1.1 (RT1) 」 が追加される。
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続いて、 RT1 は RT2 からの Hello packet を受信し、中⾝を確認する。
そして、以下が⼀致していることを確認すると、 neighbor の条件を満たして
いると認識する。

・Hello / Dead interval
・network mask 
・area id
・password (設定している場合)
・stub area flag

すると、 RT1 から送信される Hello packet には 「Active Neighbor」 として
「2.2.2.2 (RT2) 」 が追加される。

これによって、 RT1 と RT2 はお互いが neighbor 条件を⾒てしていることを
確認し、 2WAY となることができた。
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続いて、 Adjacency 確⽴のために DBD (DataBase Descrption) packet をや
りとりしていく。

ここでは Master / Slave という Status が存在し、 Master 側の LSDB に対
して Slave が同期を⾏なっていく動作となる。
Master は Router-id が⼤きい Router が選出される。

まずはお互いが Master を主張するため、 DBD packet を送信する。

また、ここで Interface MTU が異なる場合、 EXSTART / EXCHANGE から先
に進むことができないため、 Interface MTU は⼀致させる必要がある。
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RT2 からも同様に、⾃⾝を Master を主張するため DBD packet が送信され
る。
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DBD packet の交換により RT1 は RT2 が Master (Router-id が⼤きい) こと
を認識する。
すると、 (MS) flag を 0 として DBD packet を送信する。

また、ここで LSDB の情報が合わせて送付される。
※ LSA type の詳細については後述。
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RT2 は⾃⾝が Master であることを認識し、(MS) flag を 1 として DBD 
packet を送信する。
また、ここで LSDB の情報が合わせて送付される。
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Slave である RT1 は RT2 に対して、 (7) で受け取った LSDB を元に LSR 
(Link State Request) で⾜りない情報を要求する。
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RT2 は LSR を受け取ったため、 LSU (Link State Update) で LSA 情報を送
信する。
RT1 はこれを受け取ることで、 LSDB が補完される。
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Master である RT2 は RT1 に対して、 (6) で受け取った LSDB を元に LSR 
(Link State Request) で⾜りない情報を要求する。
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RT１ は LSR を受け取ったため、 LSU (Link State Update) で LSA 情報を送
信する。
RT２ はこれを受け取ることで、 LSDB が補完される。

これによって、両機器の LSDB が完全に同期され、 OSPF の convergence が
完了する。
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