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OSPF は表記の Step で設定していく。
基本設定は Process の設定と有効化 I/F の指定のみ。

Process は複数⽴ち上げることができるが、 1つアドレスを複数の process 
で有効化することはできない。
また、Network command では、 指定したアドレスの範囲に含まれる I/F が
指定した area で有効化される。

OSPF の基本設定は ”show ip protocols” にて確認できる。
また、 Router-ID は以下の優先度で決まる。

(1) ”router-id” command で設定された値
(2) Active な Loopback I/F の中で最も数字の⼤きいアドレス
(3) Active な I/F の中で最も数字の⼤きいアドレス

この例では、各 Router に Loopback 0 が設定されているため、その値が
router-id となってる。
※例えば RT1 では 「1.1.1.1」
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続いて、 OSPF が有効化された I/F の確認を⾏う。
「show ip ospf interface」 を実⾏することで、 OSPF が有効化された I/F の
各種パラメータを確認できる。

RT1 では前述した通り、 Loopback I/F と Ethernet 0/0 (SW1 に接続してい
る I/F) が network command で指定したアドレス範囲に含まれているため、
OSPF area 0 で有効化されている。
ここでは、各 I/F の network type や cost 、 Hello / Dead interval などが確
認できる。

また、 「show ip ospf interface brief」 を実⾏すると、これらの設定を簡易
的に確認することが可能。

5



続いて、 OSPF neigbor / adjacency を確認する。
「show ip ospf neighbor」 によって neighbor / adjacency が確認でき、 対
向の router-id と state 、 DR/BDR/DROther といった役割が記載されてい
る。

先ほどの出⼒から、 「192.168.0.0/24」 のマルチアクセスネットワークは
broadcast type で動作している。
そのため、 DR/BDR が選出されており、以下ルールに基づいて RT4 が
DR 、 RT3 が BDR 、 それ以外が DROther として動作している。

選出の際には以下の優先度で選定される。
(1) 最も priority が⾼い (default 100)
(2) 最も router-id が⼤きい

例えば RT1 の出⼒を⾒ると、 RT4 (4.4.4.4) と RT3 (3.3.3.3) に対しては
state Full となっており、 adjacency が確⽴している。
しかし、 RT2 (2.2.2.2) に対しては state 2WAY となっており、 adjacency で
はなく neighbor までが確⽴していることがわかる。
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続いて、 LSDB を確認する。

OSPF では adjacency と LSA を交換し、 同じ area 内では同⼀の LSDB を保
持する。
「show ip ospf database」 を実⾏することで、その Router の LSDB を確認
できる。

LSDB の詳細を確認する際は、 続いて option を指定する。

また、Router LSA を確認する際は “router option” を指定する。また、ここ
では router-id を指定することで、指定した router-id から学習している
Router LSA のみを表⽰している。
これを確認すると、 Loopback 0 と Ethernet 0/0 の情報が Router LSA で登
録されている。
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引き続き LSDB を確認していく。

Network LSA を確認する際は “router option” を指定する。
これは DR である RT4 (4.4.4.4) から広報されており、 「192.168.0.0/24」 の
ネットワークに存在する OSPF Router が Attached Router として列挙されて
いる。

また、先ほどの Router LSA では、 Ethernet 0/0 の情報が 「192.168.0.1」
とのみ記載されており Subnet mask が不明であった。
しかし、 Network LSA と合わせて確認することで、 「192.168.0.1」 は
「/24」 であることがわかる。
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最後に routing table を確認する。
OSPF で学習した経路は Codes にて⾚⽂字にて記載されたいずれかの flag で
⽰される。

Router / Network LSA (同⼀ area ) から学習した経路は O
Summary LSA (異なる area) から学習した経路は IA
AS External LSA (ASBR) から学習した経路は E1 or E2
NSSA External LSA (NSSA area の ASBR) から学習した経路は N1 or N2

で表される。

ここでは例として、 RT1 から⾒た RT4 の詳細経路を確認している。
AD 値は default である 110 が表⽰されており、 cost は以下のように計算さ
れる。

11 = 1 (RT4 の Loopback I/F の cost) + 10 (RT1 の Ethernet 0/0 の cost)
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OSPF network type は I/F mode で変更する。
※I/F type によって default の ospf network type は異なる。

Ethernet 0/0 は default が broadcast type であるため、今回はそれを point-
to-point に変更している。
「show ip ospf interface」 にて、 network type が point-to-point へ変更さ
れていることを確認。

また、 point-to-point では DR/BDR が選出されないため、 OSPF neighbor 
の status を確認すると 「Full / - 」 となっているtこおが確認できる。
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OSPF では passive interface を設定することで、対象の I/F から OSPF 
packet の送信を抑⽌することができる。
例えば、 PC が接続されている I/F (Ethernet 1/0) のネットワークは OSPF 
で広報したいが、この先には OSPF Router が存在しないため default では不
要な OSPF packet が流れてしまう。

そのため、 passive interface を設定することで不要な OSPF packet が送信
されることを抑⽌する。
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OSPF の Hello / Dead timer は network type により default 値が異なるが、
これを変更するもできる。
また、 Hello timer を変更した場合、 Dead interval は Hello interval x 4 とな
る。

「ip ospf dead-interval」 にて Dead timer のみの変更も可能。
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OSPF の Priority は I/F ごとに変更できる。
Default は priority 1。

また、 OSPF は preempt しないため、 priority を変更したとしても DR/BDR 
の選出が変更されることはない。
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