
Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の
実装

Open Shortest Path First（OSPF）は、Internet Engineering Task Force（IETF）の OSPFワーキング
グループによって開発された内部ゲートウェイプロトコル（IGP）です。OSPFは特に IPネット
ワーク向けに設計されており、IPサブネット化、および外部から取得したルーティング情報のタ
ギングをサポートしています。OSPFを使用するとパケット認証も可能になり、パケットを送受
信するときに IPマルチキャストが使用されます。

OSPF Version 3（OSPFv3）は OSPF Version 2を拡張し、IPv6ルーティングプレフィックスのサ
ポートを提供します。

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでOSPFの両方のバージョンを実装するた
めに必要な概念と作業について説明します。特に記載のないかぎり、用語「OSPF」は両方のバー
ジョンのルーティングプロトコルを意味します。

Cisco IOS XRソフトウェアのOSPFについての詳細情報、およびこのモジュールに記載されて
いるOSPFコマンドの詳細説明については、このモジュールの関連資料,（122ページ）の項を
参照してください。設定作業を実行中に表示されることのある他のコマンドのドキュメント

を検索するには、オンラインで 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Commands
Master List』を検索してください。

（注）

OSPF の実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2
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変更内容リリース

次の機能に対するサポートが追加されました。

• OSPFv2SPFプレフィックスのプライオリティ付け。

• IP高速再ルーティングループフリー代替の計算

• OSPF Version 3のウォームスタンバイ

リリース 3.9.0

次の機能に対するサポートが追加されました。

•プレフィックスごとの OSPFv2高速再ルーティング
の計算

• OSPFv3ノンストップルーティング（NSR）

リリース 4.2.0

次の機能に対するサポートが追加されました。

• OSPFv2 VRF Lite

• OSPFv3タイマーの更新

リリース 4.3.0

• OSPFの実装の前提条件 , 2 ページ

• OSPFの実装に関する情報 , 3 ページ

• OSPFの実装方法 , 31 ページ

• IP高速再ルーティングループフリー代替の設定, 110 ページ

• OSPFの実装の設定例 , 114 ページ

• 次の作業, 122 ページ

• その他の関連資料, 122 ページ

OSPF の実装の前提条件
次に、Cisco IOS XRソフトウェアで OSPFを実装するための前提条件を示します。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれ
ます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA
管理者に連絡してください。

• OSPFv3の設定作業では、IPv6のアドレッシングと基本概念について精通していることを前
提としています。 IPv6のルーティングとアドレッシングの情報については、『CiscoASR9000
Series Aggregation Services Router IP Addresses and Services Configuration Guide』の「Implementing
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Network Stack IPv4 and IPv6 on Cisco ASR 9000シリーズルータ」モジュールを参照してくだ
さい。

•インターフェイスでOSPFv3をイネーブルにする前に、次の手順を実行する必要があります。

◦ご使用の IPv6ネットワークに対する OSPFネットワーク戦略と計画を完成させます。
たとえば、複数のエリアが必要かどうかを決定します。

◦インターフェイスで IPv6をイネーブルにします。

•認証（IPセキュリティ）の設定はオプションの作業です。認証を設定する場合、プレーン
テキスト認証とMessageDigest 5（MD5）認証のどちらを設定するかについて、また、認証を
エリア全体に適用するか特定のインターフェイスに適用するかについて最初に決定する必要

があります。

OSPF の実装に関する情報
OSPFを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

OSPF 機能の概要
OSPFは、IP用のルーティングプロトコルです。これは、ディスタンスベクトルプロトコルでは
なく、リンクステートプロトコルです。リンクステートプロトコルは、送信元マシンと宛先マ

シンを接続するリンクの状態に基づいて、ルーティングの決定を行います。リンクステートは、

インターフェイスと、その隣接ネットワーキングデバイスとの関係を説明するものです。イン

ターフェイス情報には、インターフェイスの IPアドレス、ネットワークマスク、接続されている
ネットワークの種類、そのネットワークに接続されているルータなどがあります。この情報は、

さまざまなタイプのリンクステートアドバタイズメント（LSA）によって伝播します。

ルータは受信した LSAデータの集まりをリンクステートデータベースに格納します。このデー
タベースにはこのルータのリンクの LSAデータが含まれます。ダイクストラアルゴリズムが採
用されている場合、データベースの内容からデータが抽出されて OSPFルーティングテーブルが
作成されます。データベースとルーティングテーブルの違いは、データベースにはすべての raw
データが含まれており、ルーティングテーブルには特定のルータインターフェイスポートを介

した既知の宛先への最短パスのリストが含まれていることです。

OSPFは大規模ネットワークにまで拡張できるため、IGPとして適しています。エリアを使用し
てネットワークをより管理しやすい大きさに分割すると共に、ネットワークに階層を導入します。

ルータはネットワークの 1つのエリアまたは複数のエリアに接続されます。エリア内のすべての
ネットワーキングデバイスは、デバイスが属するエリア内のみのリンクステートがすべて揃っ

た、同じデータベース情報を維持します。ネットワーク内のすべてのリンクステートについての

情報は持ちません。エリア内のルータ間におけるデータベース情報の合意はコンバージェンスと

呼ばれます。

ドメイン内レベルで、OSPFは Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）を使用して取得
したルートを取り込むことができます。 OSPFルートを IS-ISに伝達することもできます。ドメ
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イン間レベルで、OSPFはボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を使用して取得したルート
を取り込むことができます。 OSPFルートを BGPに伝達することもできます。

Routing Information Protocol（RIP）とは異なり、OSPFは定期的なルーティングアップデートを送
信しません。 OSPFルータはネイバーになると、データベースを交換および同期することによっ
て隣接関係を確立します。その後、変更されたルーティング情報だけが伝播されます。エリア内

のすべてのルータは自分のリンクのコストとステートをアドバタイズします。この情報はLSA内
で送られます。このステート情報は、1ホップ先のすべての OSPFネイバーに送られます。その
後すべてのOSPFネイバーは、ステート情報を変更せずに送信します。このフラッディングプロ
セスは、エリア内のすべてのデバイスが同じリンクステートデータベースを持つまで続けられま

す。

宛先への最適なルートを決定するために、宛先へのルートに含まれるリンクのすべてのコストが

ソフトウェアによって合計されます。各ルータが別のネットワーキングデバイスからルーティン

グ情報を受信した後で、Shortest Path First（SPF）アルゴリズムが実行されて、データベース内の
各宛先ネットワークへの最適なパスが計算されます。

OSPFを実行しているネットワーキングデバイスは、ネットワーク内のトポロジの変化を検出し
て、リンクステートアップデートをネイバーにフラッディングし、新しいトポロジビューをすぐ

に収束させます。ネットワーク内の各OSPFルータは、すぐに再び同じトポロジビューを持ちま
す。 OSPFは、同じ宛先に対する複数の等コストのパスを許容します。すべてのリンクステート
情報がフラッディングされて SPF計算に使用されるため、複数の等コストパスが計算されてルー
ティングに使用されることがあります。

ブロードキャストネットワークおよび非ブロードキャストマルチアクセス（NBMA）ネットワー
クでは、指定ルータ（DR）またはバックアップ DRが LSAフラッディングを実行します。ポイ
ントツーポイントネットワークでは、フラッディングは単にインターフェイスからネイバーに直

接送信されます。

OSPFは直接 IPの上で実行され、TCPやユーザデータグラムプロトコル（UDP）を使用しませ
ん。OSPFはパケットヘッダーおよび LSAのチェックサムを使用してそれ自体でエラー訂正を実
行します。

OSPFv3は、基本概念はOSPFVersion2と同じですが、IPv6の拡大されたアドレスサイズのサポー
トが追加されています。 IPv6のアドレスとプレフィックスを伝送するために新しい LSAタイプ
が作成され、個々の IPサブネットベースではなく、個々のリンクベースでプロトコルが実行さ
れます。

OSPFは通常多くの内部ルータ間の調整を必要とします。このようなルータには、複数のエリアに
接続されたエリア境界ルータ（ABR）や、他のソース（IS-IS、BGP、静的ルートなど）からの再
ルーティングを OSPFトポロジに伝達する自律システム境界ルータ（ASBR）があります。 OSPF
ベースのルータまたはアクセスサーバの最小設定では、すべてのデフォルトパラメータ値、およ

びエリアに割り当てられたインターフェイスが使用され、認証は行われません。環境をカスタマ

イズする場合は、すべてのルータの調和が取れた設定が必要です。

Cisco IOS XR ソフトウェアの OSPF 実装でサポートされる主要機能
Cisco IOS XRソフトウェアの OSPF実装は、Internet RFC 2328および RFC 2740で詳述されている
OSPF Version 2および OSPF Version 3の仕様にそれぞれ準拠しています。
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次の主要な機能がCisco IOS XRソフトウェアの実装でサポートされています。

•階層：CLI階層がサポートされます。

•継承：CLI継承がサポートされます。

•スタブエリア：スタブエリアの定義がサポートされています。

• NSF：ノンストップフォワーディングがサポートされています。

• SPFスロットリング：Shortest Path Firstスロットリング機能がサポートされています。

• LSAスロットリング：LSAスロットリング機能がサポートされています。

•高速コンバージェンス：SPFおよびLSAのスロットルタイマーが設定されると高速コンバー
ジェンスが設定されます。 OSPF LSAスロットリング機能は、ネットワークが不安定な間、
OSPFでの LSAアップデートを低速化するためのダイナミックメカニズムを提供します。
さらにLSAスロットリングは、LSAのレート制限をミリ秒単位で指定することにより、OSPF
コンバージェンス時間の短縮が可能になります。

•ルート再配布：任意の IPルーティングプロトコルを使用して学習されたルートを、別の IP
ルーティングプロトコルで再配布できます。

•認証：エリア内の隣接ルータ間でのプレーンテキスト認証およびMD5認証がサポートされ
ています。

•ルーティングインターフェイスパラメータ：サポートされる設定可能なパラメータには、
インターフェイス出力コスト、再送信インターバル、インターフェイス送信遅延、ルータプ

ライオリティ、ルータの「dead」インターバルとhelloインターバル、認証キーなどがありま
す。

•仮想リンク：仮想リンクがサポートされています。

• Not-So-Stubby Area（NSSA）：RFC 1587がサポートされます。

•デマンド回線上の OSPF：RFC 1793がサポートされています。

Cisco IOS XR ソフトウェアの OSPFv3 と OSPFv2 の比較
OSPFv3プロトコルの大半は OSPFv2と同じです。 OSPFv3は RFC 2740に記載されています。

Cisco IOS XRソフトウェアの OSPFv3プロトコルと OSPFv2プロトコルの主な相違点は、次のと
おりです。

• OSPFv2を拡張した OSPFv3では、IPv6ルーティングプレフィックスとサイズの大きい IPv6
アドレスのサポートを提供しています。

• NBMAインターフェイスをOSPFv3で使用する場合、ユーザは、ネイバーのリストを使用し
てルータを手動で設定する必要があります。隣接ルータはネイバーに接続されたインター

フェイスのリンクローカルアドレスによって識別されます。

• OSPFv2とは異なり、複数の OSPFv3プロセスをリンク上で実行できます。
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• OSPFv3の LSAは、「アドレスとマスク」ではなく、「プレフィックスとプレフィックス
長」として表現されます。

•ルータ IDは IPv6アドレスとは無関係な 32ビットの数値です。

OSPF の階層 CLI および CLI 継承
Cisco IOS XRソフトウェアには、階層 CLIおよび CLI継承で構成される新しい OSPFコンフィ
ギュレーションの基礎が導入されています。

階層 CLIとは、定義された階層レベル（ルータレベル、エリアレベル、インターフェイスレベ
ルなど）で、ネットワークコンポーネント情報がグループ化されたものです。階層 CLIを使う
と、OSPFの設定、メンテナンス、トラブルシューティングをより簡単に行えます。コンフィギュ
レーションコマンドが一緒に階層コンテキストに表示されると、視覚的な検査が簡単になりま

す。階層 CLIはサポートされる CLI継承自体に備わっています。

CLI継承を使うと、エリアやインターフェイスのパラメータを明示的に設定する必要がありませ
ん。 Cisco IOS XRソフトウェアでは、同じエリアのインターフェイスのパラメータだけを 1つの
コマンドで設定できます。また、エリアコンフィギュレーションレベルやルータOSPFコンフィ
ギュレーションレベルなどの高い階層レベルからパラメータ値を継承できます。

たとえば、インターフェイスの hello interval値は、IFステートメントの優先順位によって次のよ
うに決まります。

インターフェイスコンフィギュレーションレベルでhello intervalコマンドが設定されている場合
は、インターフェイスに設定されている値を使用します。

エリアコンフィギュレーションレベルでhello intervalコマンドが設定されている場合は、エリア
に設定されている値を使用します。

ルータコンフィギュレーションレベルでhello intervalコマンドが設定されている場合は、ルータ
設定されている値を使用します。

その他の場合は、コマンドのデフォルト値を使用します。

階層 CLIおよび CLI継承を理解すると、設定時間を大幅に短縮できます。これらの基礎を理
解するには、OSPF Version 2の異なる階層レベルでの認証の設定, （43ページ）を参照してく
ださい。また、Cisco IOSXRソフトウェアの例については、OSPFの実装の設定例 ,（114ペー
ジ）を参照してください。

ヒント

OSPF ルーティングコンポーネント
OSPFを実装する前に、ルーティングコンポーネントの概要とその使用目的を把握する必要があ
ります。これらは自律システム、エリアタイプ、内部ルータ、ABR、およびASBRで構成されま
す。
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次の図に、OSPFネットワークのトポロジのルーティングコンポーネントを示します。

図 1：OSPF ルーティングコンポーネント

自律システム

自律システムは、同じ管理制御下で、相互にルーティング情報を共有するネットワークの集合で

す。自律システムは、ルーティングドメインとも呼ばれます。図 1：OSPFルーティングコン
ポーネント, （7ページ）には、2つの自律システムである 109と 65200が示されています。 AS
は 1つまたは複数の OSPFエリアで構成されます。

エリア

エリアでは、自律システムをより小さく管理しやすいネットワークや隣接ネットワークのセット

に再分割できます。図 1：OSPFルーティングコンポーネント, （7ページ）で示されるように、
自律システム 109はエリア 0、エリア 1、エリア 2の 3つのエリアから構成されます。

OSPFは 1つのエリアのトポロジをその他の自律システムから見えないようにします。 1つのエリ
アのネットワークトポロジはそのエリア内のルータにのみ認識されます。 OSPFルーティングが
エリア内にある場合、そのルーティングはエリア内ルーティングと呼ばれます。このルーティン

グは、ネットワークにフラッディングするリンクステート情報量を制限して、ルーティングトラ

フィックを少なくします。各ルータのトポロジ情報のサイズも小さくし、各ルータの処理と必要

なメモリを節約します。
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また、エリア内のルータはエリア外の詳細なネットワークトポロジを見ることはできません。こ

のようにトポロジ情報の開示が制限されているため、自律システム全体が 1つのルーティングド
メインであるときに、エリア間のトラフィックフローを制御して、ルーティングトラフィックを

少なくすることができます。

バックボーンエリア

バックボーンエリアは、自律システムの複数エリア間でルーティング情報を配布する役割を担当

します。エリアの外で発生する OSPFルーティングをエリア間ルーティングと呼びます。

エリアのプロパティはすべてバックボーン自体にあります。これは、バックボーンだけにある

ABR、ルータ、ネットワークで構成されます。図 1：OSPFルーティングコンポーネント, （7
ページ）に示されるように、エリア 0は OSPFバックボーンエリアです。すべての OSPFバック
ボーンエリアでは、0.0.0.0の IDが予約されています。

スタブエリア

スタブエリアは、ルートアドバタイズメントや、エリアの外部にあるネットワークの詳細情報を

受け入れないエリアです。スタブエリアには、通常、エリアと他の自律システムとのインター

フェイスになるルータが 1つだけがあります。スタブ ABRは、外部の宛先への単一のデフォル
トルートをスタブエリアにアドバタイズします。スタブエリア内のルータはエリア外の宛先お

よび自律システムに対してこのルートを使用します。この関係は、エリアにフラッディングされ

た外部 LSAを格納するためにも使用される LSAデータベースのスペースを節約します。図 1：
OSPFルーティングコンポーネント, （7ページ）で、エリア 2は ABR 2を経由してのみ到達す
るスタブエリアです。エリア 0はスタブエリアにはできません。

Not So Stubby Area

Not-So-Stubby Area（NSSA）はスタブエリアに似ています。 NSSAはコアからエリアへとタイプ
5の外部 LSAをフラッディングしませんが、限定的に自律システム外部ルートをエリア内にイン
ポートできます。

NSSAは、再配布によって、タイプ7の自律システムの外部ルートをNSSAエリア内部にインポー
トできます。これらのタイプ 7の LSAは、NSSAの ABRによってタイプ 5の LSAに変換され、
ルーティングドメイン全体にフラッディングされます。変換中は集約とフィルタリングがサポー

トされます。

異なるルーティングプロトコルを使用するリモートサイトにOSPFを使用する中央サイトを接続
する必要があるネットワーク管理者であれば、管理を簡素化するために NSSA使用します。

スタブエリアにはリモートサイトのルートが再配布されないため、NSSAが実装される前は、企
業サイトの境界ルータとリモートルータ間の接続にOSPFスタブエリアを利用できず、2つのルー
ティングプロトコルを維持する必要がありました。 RIPのようなシンプルなプロトコルを実行し
て再配布を処理する方法が一般的でした。 NSSAが実装されたことで、企業ルータとリモート
ルータ間のエリアを NSSAとして定義することにより、NSSAで OSPFを拡張してリモート接続
をカバーできます。エリア 0を NSSAにすることはできません。
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ルータ

OSPFネットワークは ABR、ASBR、内部ルータで構成されます。

エリア境界ルータ

エリア境界ルータ（ABR）は複数のエリアのネットワークに直接接続する複数のインターフェイ
スを持つルータです。ABRはOSPFアルゴリズムのコピーを個別に実行し、バックボーンエリア
を含む、アタッチされる各エリアに対する個別のルーティングデータを保持します。また、ABR
はアタッチされたエリアの設定の集約をバックボーンエリアに送り、バックボーンエリアではこ

の情報を自律システム内の他の OSPFエリアに配布します。図 1：OSPFルーティングコンポー
ネント, （7ページ）には 2つの ABRがあります。 ABR 1はバックボーンエリアに対するエリ
ア 1のインターフェイスとなります。ABR 2はスタブエリアであるエリア 2に対するバックボー
ンエリア 0のインターフェイスとなります。

自律システム境界ルータ（ASBR）

自律システム境界ルータ（ASBR）を使用すると、1つの自律システムから別のシステムに接続で
きるようになります。ASBRは自律システムルーティング情報を他の自律システムの境界ルータ
と交換します。自律システム内のすべてのルータは、その自律システムの境界ルータに到達する

方法を情報として保有しています。

ASBRは、BGPなどの他のプロトコルから外部ルーティング情報をインポートして、それらをネッ
トワークにAS-External（ASE）タイプ 5LSAとして再配布できます。Cisco IOSXRルータがASBR
の場合、コンテンツの VIPアドレスを自律システムの外部ルートとしてアドバタイズするように
ルータを設定できます。このようにして、ASBRは OSPFネットワーク内のルータに外部ネット
ワークに関する情報をフラッディングします。

ASBRルートは、タイプ 1またはタイプ 2の ASEとしてアドバタイズできます。タイプ 1とタイ
プ 2ではコストの計算方法が異なります。タイプ 2 ASEでは、同じ宛先への複数パスを比較する
とき、外部コスト（メトリック）のみが考慮されます。タイプ 1 ASEでは、外部コストと ASBR
に到達するためのコストの組み合わせが使用されます。タイプ 2の外部コストがデフォルトであ
り、常にOSPFルートよりコストがかかるため、OSPFルートが存在しない場合にのみ使用されま
す。

内部ルータ

内部ルータ（図 1：OSPFルーティングコンポーネント, （7ページ）の R1など）は 1領域に
接続されます（たとえば、すべてのインターフェイスを同じエリアに存在します）。

OSPF プロセスおよびルータ ID
OSPFプロセスは、物理ルータで OSPFを実行している論理ルーティングエンティティです。シ
ステム管理者（Cisco IOS XRソフトウェアの所有者と呼ばれる）が物理ボックスをパーティショ
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ンで個別のルータに区切ることができる論理ルーティング機能がありますが、その機能とこの論

理ルーティングエンティティを混同しないでください。

物理ルータは複数の OSPFプロセスを実行できます。ただし、複数のプロセスを実行するのは、
複数のOSPFドメインに接続する場合のみです。各プロセスにはそれぞれのリンクステートデー
タベースがあります。ルーティングテーブルのルートはリンクステートデータベースから計算

されます。ルートが再配布されないかぎり、1つの OSPFプロセスは別の OSPFプロセスとルー
トを共有しません。

各OSPFプロセスは、ルータ IDで識別されます。ルータ IDはルーティングドメイン全体で一意
である必要があります。 OSPFはルータ IDを優先度の高い順に次の送信元から取得します。

•デフォルトでは、OSPFプロセスが初期化されると、チェックポイントデータベースにrouter-id
があるかどうかをチェックします。

•ルータコンフィギュレーションモードでOSPF router-idコマンドによって指定された 32ビッ
トの数値。（この値には任意の 32ビット値を指定できます。このルータのインターフェイ
スに割り当てられた IPv4アドレス以外のアドレスを設定できます。また、ルーティング可能
な IPv4アドレスでなくてもかまいません。）

• ITALが選択した router-id。

• OSPFプロセスが実行されているインターフェイスのプライマリ IPv4アドレス。 OSPFイン
ターフェイスの最初のインターフェイスアドレスが選択されます。

ルータコンフィギュレーションモードで router-idコマンドを使用してルータ IDを設定すること
を推奨します。個別のOSPFプロセスは同じルータ IDを共有できますが、その場合、それらのプ
ロセスは同じ OSPFルーティングドメインには存在できません。

サポート対象 OSPF ネットワークタイプ
OSPFは異なるメディアを次のタイプのネットワークに分類します。

• NBMAネットワーク

•ポイントツーポイントネットワーク（POS）

•ブロードキャストネットワーク（ギガビットイーサネット）

•ポイントツーマルチポイント

ブロードキャストまたは NBMAネットワークで Cisco IOS XRネットワークを設定できます。た
とえば、ユーザのネットワークにあるルータでマルチキャストアドレッシングがサポートされな

い場合に、この機能を使用してブロードキャストネットワークを NBMAネットワークとして設
定できます。
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OSPF のルート認証方法
OSPFVersion 2は 2種類の認証（プレーンテキスト認証とMD5認証）をサポートします。デフォ
ルトでは、認証はイネーブルになっていません（RFC 2178ではヌル認証と呼ばれます）。

OSPV Version 3では、キーロールオーバーを除くすべてのタイプの認証がサポートされていま
す。

プレーンテキスト認証

プレーンテキスト認証（タイプ 1認証とも呼ばれる）では、物理メディアを移動するパスワード
を使用します。この認証は、アクセス権限を持ないユーザや、ネットワークに接続するパスワー

ドを使用できないユーザでも簡単に見ることができます。そのため、プレーンテキスト認証はセ

キュリティで保護されません。プレーンテキスト認証はOSPFインターフェイスの誤った実装や
設定ミスにより、間違った OSPFパケットが送信されることを防止できる場合があります。

MD5 認証
MD5認証はセキュリティで保護されます。パスワードは物理メディアに移動されません。その
代わり、ルータではMD5を使用して、OSPFパケットとキーのメッセージダイジェストが生成さ
れ、このメッセージダイジェストが物理メディアに送信されます。MD5認証を使用すると、未
認証または悪意のあるルーティングアップデートをルータで受け取らないようにできますが、ト

ラフィックを迂回させることによってネットワークセキュリティが危険にさらされる可能性があ

ります。

MD5認証では複数のキーがサポートされています。キー番号をキーに関連付ける必要があり
ます。

（注）

OSPF認証のメッセージダイジェスト管理, （28ページ）を参照してください。

認証方法

プロセスまたはエリアの全体に対して、またはインターフェイスまたは仮想リンク上に認証を指

定できます。インターフェイスまたは仮想リンクには 1種類の認証だけを設定でき、両方とも設
定することはできません。エリアまたはプロセス用に設定されたインターフェイスまたは仮想リ

ンクのオーバーライド認証用に設定された認証。

エリアのすべてのインターフェイスで同じ認証タイプを使用する場合、エリアコンフィギュレー

ションサブモードで authenticationコマンドを使用すると（また、エリア全体でMD5認証を使用
する場合は message-digestキーワードを指定すると）、より少ないコマンドを設定できます。こ
の方法を使用すると、各インターフェイスに認証を指定するときに必要なコマンドよりも少ない

コマンドで設定できます。
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キーロールオーバー

OSPF隣接関係（およびトポロジ）を中断することなく、操作用ネットワークでMD5キーを変更
するために、キーロールオーバーメカニズムがサポートされています。ネットワーク管理者が

新しいキーを複数のネットワーキングデバイスに設定するとき、異なるデバイスで新しいキーと

古いキーの両方が使用されていることがあります。インターフェイスに新しいキーが設定されて

いる場合、ソフトウェアから 2つの同じパケットのコピーが送信されます。それぞれのパケット
は古いキーと新しいキーによって認証されます。ソフトウェアではどのデバイスが新しいキーの

使用を開始したかを追跡し、すべてのネイバーで新しいキーが使用されていることを検出すると、

重複パケットの送信を停止します。次に、ソフトウェアでは古いキーを廃棄します。ネットワー

ク管理者は、各ルータの各コンフィギュレーションファイルから古いキーを削除する必要があり

ます。

OSPF のネイバーおよび隣接関係
セグメントを共有するルータ（2つのインターフェイス間のレイヤ 2リンク）は、そのセグメン
ト上でネイバー同士となります。OSPFではHelloプロトコルをネイバー探索およびキープアライ
ブメカニズムとして使用します。Helloプロトコルでは定期的に helloパケットを各インターフェ
イスで送受信します。 helloパケットは、インターフェイス上のすべての既知のOSPFネイバーを
リストします。ルータがネイバーの Helloパケット内に自身がリストされていることを認識する
と、それらのルータはネイバー同士となります。 2つのルータがネイバーになると、データベー
スの交換や同期化を行うことができるようになります。これにより、隣接が作成されます。ブ

ロードキャストおよび NBMAネットワークのすべての隣接ルータに隣接があります。

OSPF の指定ルータ（DR）
ポイントツーポイントネットワークおよびポイントツーマルチポイントネットワーク上では、

Cisco IOS XRソフトウェアによってルーティングアップデートがすぐ隣のネイバーにフラッディ
ングされます。DRまたはバックアップDR（BDR）はありません。すべてのルーティング情報が
各ルータにフラッディングされます。

OSPFは、1つのルータを DRに、もう 1つのルータを BDRに選択することで、ブロードキャス
トセグメントまたは NBMAセグメント上でのみ、セグメント上で交換される情報量を最小化し
ます。このため、セグメント上のルータには、情報交換のための中央接続ポイントがあります。

各ルータは、セグメント上の他の各ルータとルーティングアップデートを交換するのではなく、

DRおよび BDRと情報を交換します。 DRおよび BDRは、情報を他のルータに中継します。ブ
ロードキャストネットワークセグメントでは、ネットワークセグメントにあるすべての OSPF
ルータがでリッスンしているマルチキャスト IPアドレスに、DRおよび BDRからそれらの OSPF
アップデートが送信されることによって、OSPFパケットの数が大幅に削減されます。

ソフトウェアによってセグメント上の各ルータのプライオリティが確認され、DRおよび BDRと
なるルータが決定されます。最も高いプライオリティのルータがDRとして選択されます。プラ
イオリティが同じ場合、よりの高位ルータ IDを持つルータが優先されます。 DRが選択される
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と、BDRも同様の方法で選択されます。プライオリティが 0に設定されているルータは、DRま
たは BDRになる資格がありません。

OSPF のデフォルトルート
タイプ 5（ASE）LSAが生成され、スタブエリアを除くすべてのエリアにフラッディングされま
す。スタブエリアにあるルータから、スタブエリア外の宛先にパケットをルーティングできる

ようにするために、スタブエリアにアタッチされている ABRによってデフォルトルートが挿入
されます。

デフォルトルートのコストは 1です（デフォルト）。または、default-costコマンドに指定されて
いる値によって決まります。

OSPF Version 2 のリンクステートアドバタイズメントタイプ
次の各 LSAタイプには、個別の目的があります。

•ルータ LSA（タイプ 1）：1つのエリア内にルータが持つリンクと各リンクのコストを表し
ます。これらの LSAは、エリア内でのみフラッディングされます。 LSAは、QoS（Quality
of Service）に基づいてルータがパスを計算できるかどうか、ルータが ABRまたは ASBRの
どちらであるか、ルータが仮想リンクの一端であるかどうかを示します。また、タイプ 1の
LSAは、スタブネットワークへのアドバタイズにも使用されます。

•ネットワークLSA（タイプ2）：マルチアクセスネットワークセグメントにアタッチされて
いるすべてのルータに関するリンクステートとコストの情報を表します。このLSAではネッ
トワークセグメントにアタッチされているインターフェイスを持つすべてのルータを一覧に

します。この LSAのコンテンツを生成して追跡するのは、ネットワークセグメントの指定
ルータの仕事です。

• ABRのサマリーLSA（タイプ 3）：他のエリア内のルータ（エリア間ルート）に内部ネット
ワークをアドバタイズします。タイプ 3の LSAは、1つのネットワークを表すことも、1つ
のプレフィックスに集約された一連のネットワークを表すこともあります。サマリー LSA
を生成するのは ABRだけです。

• ASBRのサマリー LSA（タイプ 4）：ASBRおよび ASBRに到達するまでのコストをアドバ
タイズします。外部ネットワークにアクセスしようとするルータは、これらのアドバタイズ

メントを使用して、ネクストホップへの最適パスを決定します。 ABRはタイプ 4 LSAを生
成します。

•自律システム外部 LSA（タイプ 5）：別の自律システムからルートを再配布します。通常は
別のルーティングプロトコルから OSPFに再配布します。

•自律システム外部 LSA（タイプ 7）：外部ルート情報を NSSA内で伝搬するために提供され
ます。タイプ 7 LSAは NSSAで生成およびアドバタイズできます。 NSSAはタイプ 5 LSA
を受信または生成しません。タイプ 7 LSAは 1つのNSSA内でのみアドバタイズされます。
境界ルータによってバックボーンエリアや他のエリアにフラッディングされることはありま

せん。
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•内部エリアプレフィックス LSA（タイプ 9）：ルータは各ルータまたは中継ネットワークに
複数の内部エリアプレフィックス LSAを生成できます。それぞれの内部エリアプレフィッ
クスLSAには固有のリンクステート IDがあります。それぞれの内部エリアプレフィックス
LSAのリンクステート IDには、ルータLSAまたはネットワークLSAに対する関係と、スタ
ブおよび中継ネットワークのプレフィックスが記されています。

•エリアローカルスコープ（タイプ 10）：Opaque LSAは関連付けられているエリアの境界を
越えてフラッディングされません。

•リンクステート（タイプ11）：LSAはASを通してフラッディングされます。タイプ11LSA
のフラッディングスコープは、AS-External（タイプ 5）LSAのフラッディングスコープと同
じです。タイプ 5 LSAと同様、タイプ 11 Opaque LSAがスタブエリア内の隣接ルータから
スタブエリアに受信されると、LSAは拒否されます。タイプ 11 Opaque LSAには、次のよ
うな属性があります。

◦ LSAはすべての中継エリアを超えてフラッディングされます。

◦ LSAはバックボーンからのスタブエリアにはフラッディングされません

◦ LSAはルータから、ルータが接続されたスタブエリアには発信されません。

OSPFv3 のリンクステートアドバタイズメントタイプ
次の各 LSAタイプには、個別の目的があります。

•ルータLSA（タイプ1）：リンクステートおよびエリアに対するルータリンクのコストを表
します。これらの LSAは、エリア内でのみフラッディングされます。 LSAは、ルータが
ABRまたはASBRのどちらであるか、および仮想リンクの一端であるかどうかを示します。
また、タイプ1のLSAは、スタブネットワークへのアドバタイズにも使用されます。OSPFv3
では、これらの LSAはアドレス情報を持たず、ネットワークプロトコルに依存しません。
OSPFv3では、ルータインターフェイス情報は複数のルータ LSA間で拡散されます。受信
者は、SPF計算を実行する前に、特定のルータから発信されたすべてのルータLSAを連結す
る必要があります。

•ネットワークLSA（タイプ2）：マルチアクセスネットワークセグメントにアタッチされて
いるすべてのルータに関するリンクステートとコストの情報を表します。このLSAではネッ
トワークセグメントにアタッチされているインターフェイスを持つすべてのOSPFルータを
一覧にします。ネットワークセグメントに選択された指定ルータだけが、セグメントのネッ

トワーク LSAを生成して追跡できます。 OSPFv3では、ネットワーク LSAはアドレス情報
を持たず、ネットワークプロトコルに依存しません。

• ABRのエリア間プレフィックス LSA（タイプ 3）：他のエリア内のルータ（エリア間ルー
ト）に内部ネットワークがアドバタイズされます。タイプ 3のLSAは、1つのネットワーク
を表すことも、1つのプレフィックスとして集約された一連のネットワークを表すこともあ
ります。 ABRはタイプ 3 LSAだけを生成します。 OSPFv3では、これらの LSAのアドレス
は「アドレスとマスク」ではなく、「プレフィックスとプレフィックス長」で表されます。

デフォルトのルートは長さ 0のプレフィックスで表されます。
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• ASBRのエリア間ルータ LSA（タイプ 4）：ASBRおよび ASBRに到達するまでのコストを
アドバタイズします。外部ネットワークにアクセスしようとするルータは、これらのアドバ

タイズメントを使用して、ネクストホップへの最適パスを決定します。ABRはタイプ4LSA
を生成します。

•自律システム外部 LSA（タイプ 5）：別の自律システムからルートを再配布します。通常は
別のルーティングプロトコルからOSPFに再配布します。OSPFv3では、これらの LSAのア
ドレスは「アドレスとマスク」ではなく、「プレフィックスとプレフィックス長」で表され

ます。デフォルトのルートは長さ 0のプレフィックスで表されます。

•自律システム外部 LSA（タイプ 7）：外部ルート情報を NSSA内で伝搬するために提供され
ます。タイプ 7 LSAは NSSAで生成およびアドバタイズできます。 NSSAはタイプ 5 LSA
を受信または生成しません。タイプ 7 LSAは 1つのNSSA内でのみアドバタイズされます。
境界ルータによってバックボーンエリアや他のエリアにフラッディングされることはありま

せん。

•リンクLSA（タイプ8）：リンクローカルフラッディングスコープを持ち、関連付けられて
いるリンクを超えてフラッディングすることはありません。リンク LSAは、リンクまたは
ネットワークセグメントに接続されている他のすべてのルータに対してルータのリンクロー

カルアドレスを提供し、リンクに接続されている他のルータに、そのリンクに関連付ける

IPv6プレフィックスのリストを通知します。また、ルータがOptionsビットの集まりをアサー
トして、リンクの起点となるネットワーク LSAと関連付けできるようにします。

•内部エリアプレフィックス LSA（タイプ 9）：ルータは各ルータまたは中継ネットワークに
複数の内部エリアプレフィックス LSAを生成できます。それぞれの内部エリアプレフィッ
クスLSAには固有のリンクステート IDがあります。それぞれの内部エリアプレフィックス
LSAのリンクステート IDには、ルータLSAまたはネットワークLSAに対する関係と、スタ
ブおよび中継ネットワークのプレフィックスが記されています。

新しく定義されたLSAのほとんどすべてに、アドレスプレフィックスが存在します。プレフィッ
クスは、Prefix Length、PrefixOptions、およびAddress Prefixの 3つのフィールドで表現されます。
OSPFv3では、これらの LSAのアドレスは「アドレスとマスク」ではなく、「プレフィックスと
プレフィックス長」で表されます。デフォルトのルートは長さ0のプレフィックスで表されます。

エリア間プレフィックスLSAおよびエリア内プレフィックスLSAでは、すべての IPv6プレフィッ
クス情報が伝送されます。IPv4ではこの情報はルータ LSAおよびネットワーク LSAに含まれま
す。特定の LSA（ルータ LSA、ネットワーク LSA、エリア間ルータ LSA、およびリンク LSA）
の Optionsフィールドは、IPv6で OSPFをサポートするために 24ビットに拡張されています。

OSPFv3では、エリア間プレフィックスLSA、エリア間ルータLSA、および自律システム外部LSA
のリンクステート IDの機能は、リンクステートデータベースの個々の部分を識別することだけ
です。 OSPF Version 2ではリンクステート IDで表されたアドレスまたはルータ IDはすべて、
OSPFv3では LSAの本体で伝送されます。

OSPF の仮想リンクおよび中継エリア
OSPFでは、すべてのエリアからのルーティング情報は、ABRによって最初にバックボーンエリ
アに集約されます。次に、同じ ABRは受信したその情報をアタッチされているエリアに伝播し
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ます。このような階層型のルーティング情報の配信では、すべてのエリアがバックボーンエリア

（エリア 0）に接続する必要があります。エリアを定義する必要がある場合もありますが、エリ
ア 0には物理的に接続することはできません。そのような場合の例として、会社で OSPFエリア
が含まれる新しい取得を行う場合やエリア 0自体がパーティション化されている場合が挙げられ
ます。

エリアをエリア 0に接続できない場合、そのエリアとエリア 0の間で仮想リンクを設定する必要
があります。仮想リンクの 2つのエンドポイントは ABRであり、仮想リンクは両方のルータで
設定する必要があります。 2つのルータが属する、バックボーン以外の共通エリアは中継エリア
と呼ばれます。仮想リンクは、他の仮想エンドポイント（他の ABR）の中継エリアとルータ ID
を指定します。

仮想リンクはスタブエリアまたは NSSAから設定することはできません。

この図はエリア 3からエリア 0への仮想リンクを示します。

図 2：エリア 0 への仮想リンク

MPLS VPN の OSPFv2 模造リンクサポート
MPLS VPN環境では、複数の VPNクライアントサイトを同じ OSPFエリアで接続できます。こ
れらのサイトがバックドアリンクを経由して接続され（エリア内リンク）、VPNバックボーン
に接続されている場合、プロバイダーエッジルータは VPNバックボーンを経由して学習した
OSPFルートを、バックドアリンクを経由してアドバタイズされたエリア内ルートよりも優先度
が低いエリア間ルートまたは外部ルートとしてアドバタイズするため、すべてのトラフィックは、

VPNバックボーンではなくバックドアリンクを通過します。
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MPLSVPNでのこのOSPFのデフォルトの動作を修正するには、2つのプロバイダーエッジ（PE）
ルータ間に模造リンクを設定して、MPLSVPNバックボーンを介してサイトを接続します。模造
リンクは、PEルータ間のエリア内（番号なしのポイントツーポイント）接続を表します。エリア
内のその他すべてのルートは模造リンクを確認して、リモートサイトへのエリア内 Shortest Path
First（SPF）ルートを計算するために使用します。トラフィックがバックドアリンクと模造リン
クのどちらで送信されるかを決定するために、各模造リンクとともにコストを設定する必要があ

ります。

設定された送信元と宛先のアドレスは、模造リンクのエンドポイントとして機能します。送信元

と宛先の IPアドレスは VRFに属し、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）によってホスト
ルートとしてリモート PEルータにアドバタイズされる必要があります。模造リンクエンドポイ
ントアドレスは、OSPFによってアドバタイズされないことが必要です。

図 3：OSPF クライアントサイト間のバックドアパス

たとえば、図 3：OSPFクライアントサイト間のバックドアパス , （17ページ）には 3つのクラ
イアントサイトがあり、それぞれにバックドアリンクがあります。各サイトはエリア1コンフィ
ギュレーション内で OSPFを実行するため、サイト間のすべてのルーティングはMPLS VPNバッ
クボーンではなく、バックドアリンク間のエリア内パスに従います。

サイト間のバックドアリンクがバックアップの目的でのみ使用される場合、望ましくないトラ

フィックフローが作成されるため、バックボーンリンクを介するデフォルトルートの選択は受

け入れられません。MPLSバックボーンを介して目的のパス選択を確立するには、イングレスと
イーグレス PEルータ間に追加の OSPFエリア内（模造リンク）リンクを作成する必要がありま
す。
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模造リンクが必要なのは、同じ OSPFエリアに属し、OSPFバックドアリンクを共有する 2つの
VPNサイト間です。サイト間にバックドアリンクがない場合、模造リンクは不要です。

図 4：接続されている OSPF クライアントサイトへの PE ルータ間の模造リンク

図 4：接続されている OSPFクライアントサイトへの PEルータ間の模造リンク , （18ページ）
には、模造リンク設定が必要なMPLS VPNトポロジが示されています。 VPNクライアントには
3つのサイトがあり、それぞれにバックドアリンクがあります。 1つは PE-1と PE-2の間、もう
1つは PE-2と PE-3の間に、2つの模造リンクが設定されています。 PE-1と PE-3の間に模造リン
クは必要ありません。これは、これらのサイト間にはバックドアリンクがないためです。

PEルータ間に模造リンクが設定されてる場合、PEルータは模造リンクを介して学習した OSPF
ルートによって仮想ルーティングおよび転送（VRF）テーブルを入力します。これらのOSPFルー
トには、BGPルートよりも大きいアドミニストレーティブディスタンスがあります。 BGPルー
トが利用可能な場合は、より大きいアドミニストレーティブディスタンスを持つこれらの OSPF
ルートよりも優先されます。

OSPF SPF プレフィックスのプライオリティ設定
OSPFSPFのプレフィックスのプライオリティ設定機能によって、ルートのインストール中に、高
速モードで、管理者が重要なプレフィックスを収束できます。

多くのプレフィックスがルーティング情報ベース（RIB）および転送情報ベース（FIB）にインス
トールされる必要がある場合、SPF中の、最初のプレフィックスから最後のプレフィックスまで
の更新期間が、かなりの長さになることがあります。
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時間依存のトラフィック（VoIPなど）が他のトラフィックフローとともに同じルータを通過する
可能性があるネットワークでは、SPF中の、これらの時間に依存するプレフィックスの RIBおよ
び FIBアップデートを優先することが重要です。

OSPFSPFのプレフィックスのプライオリティ設定機能によって、SPF計算中にRIBにインストー
ルされる重要なプレフィックスに、管理者が優先順位を付けることが可能になります。重要なプ

レフィックスは、領域ごとに同じルートタイプのプレフィックス内で高速で収束します。RIBお
よび FIBのインストール前に、ルートとプレフィックスは指定したルートポリシーに基づいて
OSPFローカル RIBのさまざまなプライオリティバッチキューに割り当てられます。 RIBプライ
オリティバッチキューはプライオリティの高い順から「critical」、「high」、「medium」、「low」
に分類されます。

イネーブルの場合、次のプレフィックスプライオリティでRIB更新シーケンスが変更されます。

Critical > High > Medium > Low

プレフィックスプライオリティが設定されると、デフォルトでは /32プレフィックスは優先され
なくなり、より高いプライオリティポリシーに一致しない場合は、lowプライオリティキューに
配置されます。ルートポリシーは、/32sが高いプライオリティのキュー（Highプライオリティ、
またはMediumプライオリティ）に保持されるように考案する必要があります。

プライオリティはルートポリシーを使用して指定されます。このルートポリシーは、IPアドレス
またはルートタグに基づいて照会することができます。SPF中に、指定したルートポリシーに対
してプレフィックスがチェックされ、適切なRIBバッチプライオリティキューに割り当てられま
す。

これらは、このシナリオの例です。

• highプライオリティルートポリシーだけを指定した場合は、mediumプライオリティに対し
てルートポリシーは設定されません。

◦許可されたプレフィックスは、highプライオリティキューに配置されます。

◦ /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに配置されます。

• highプライオリティと mediumプライオリティの両方のルートポリシーが指定され、critical
プライオリティにマップが指定されない場合

◦ highプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、high
プライオリティキューに配置されます。

◦ mediumプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、
mediumプライオリティキューに配置されます。

◦ /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに移動されます。

• criticalプライオリティと highプライオリティの両方のルートポリシーが指定されており、
mediumプライオリティにマップが指定されていない場合

◦ criticalプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、critical
プライオリティキューに配置されます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーションガイ
ドリリース 4.3.x    

   OL-28384-01-J 19

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
OSPF SPF プレフィックスのプライオリティ設定



◦ highプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、high
プライオリティキューに配置されます。

◦ /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに配置されます。

• mediumプライオリティルートポリシーだけが指定され、highプライオリティまたは critical
プライオリティにマップが指定されていない場合

◦ mediumプライオリティのルートポリシーに一致する許可されたプレフィックスは、
mediumプライオリティキューに割り当てられます。

◦ /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティキューに配置されます。

[no] spf prefix-priority route-policy rplコマンドを使用して、SPF中に OSPFプレフィックス
インストールのプライオリティをグローバル RIBで設定します。

SPFプレフィックスのプライオリティ設定は、デフォルトではディセーブルです。ディセー
ブルモードでは、/32プレフィックスは他のプレフィックスよりも前にグローバル RIBにイ
ンストールされます。 SPFプライオリティ設定がイネーブルの場合、ルートは route-policy
基準に対して照会され、SPFプライオリティセットに基づいて適切なプライオリティキュー
に割り当てられます。 /32を含む一致しないプレフィックスは、lowプライオリティのキュー
に配置されます。

すべての /32を highプライオリティキューまたはmediumプライオリティキューで処理する
必要がある場合、次の 1つのルートマップを設定します。

prefix-set ospf-medium-prefixes
0.0.0.0/0 ge 32
end-set

OSPF のルート再配布
再配布により、異なるルーティングプロトコルを使用してルーティング情報を交換できます。こ

の手法を使用すると、複数のルーティングプロトコルに接続を広げることができます。redistribute
コマンドでは、OSPFからの再配布ではなく、OSPFプロセスへの再配布が制御されることに注意
することが重要です。 OSPFのルート再配布の例については、OSPFの実装の設定例 , （114ペー
ジ）を参照してください。

OSPF Shortest Path First スロットリング
OSPFSPFスロットリングにより、SPFスケジューリングをミリ秒間隔で設定して、ネットワーク
が不安定な場合に SPF計算を遅らせることができます。トポロジ変化が発生した場合、Shortest
Path Tree（SPT）を再計算するように SPFがスケジューリングされます。 SPFが 1回実行される
と、複数のトポロジ変化イベントが発生します。

SPF計算の実行間隔は、ネットワークのトポロジ変化の頻度に応じて動的に選択されます。ユー
ザ指定値の範囲内で、間隔は選択されます。ネットワークトポロジが不安定な場合、トポロジが

安定するまで、SPFスロットリング機能は SPFスケジューリング間隔を長目に計算します。
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SPFの計算は、timers throttle spfコマンドで設定した間隔で実行されます。待機期間とは、次の
SPF計算が実行されるまで待機する時間のことです。計算を行うたびに、待機期間はその前の期
間の 2倍の長さになり、指定された最大待機期間に達するまでそれが行われます。

SPFタイミングについて、例を使用して説明します。この例では、開始時の間隔は 5ミリ秒
（ms）、初回待機時間は 1000ミリ秒、最大待機期間は 90,000ミリ秒に設定されます。

timers spf 5 1000 90000

次の図に、ある待機期間中に少なくとも 1回のトポロジ変化イベントを受信する場合の、SPF計
算の実行間隔を示します。

図 5：timers spf コマンドで設定される SPF の計算間隔

前の待機期間中に少なくとも 1回のトポロジ変化イベントを受信すると、SPF計算の待機期間が
2倍になることに注意してください。最大待機期間に達すると、トポロジが安定し、待機期間中
にイベントを受信しなくなるまで、待機期間が変化しなくなります。

現在の待機期間の経過後に、最初のトポロジ変化イベントを受信した場合は、開始時待機期間と

して指定されている時間だけ SPF計算が遅延されます。その後の待機期間は、動的パターンに従
います。

最大待機期間の開始後に、最初のトポロジ変化イベントが発生した場合、SPF計算は開始時待機
期間で再びスケジューリングされ、その後の待機期間は timers throttle spfコマンドで指定された
パラメータに従ってリセットされます。図 6：トポロジ変化イベント後のタイマー間隔のリセッ
ト, （21ページ）では、最大待機期間の開始後にトポロジ変化イベントを受信して、SPF間隔が
リセットされることに注意してください。

図 6：トポロジ変化イベント後のタイマー間隔のリセット

OSPF Version 2 のノンストップフォワーディング
Cisco IOS XRソフトウェアOSPF Version 2のNSFでは、フェールオーバー後にルーティングプロ
トコル情報を保存しながら、既知のルートを通ってデータパケットの転送が継続されるようにで
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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。フェールオーバー中、データトラフィックはインテリジェントラインカードを介して

転送されますが、スタンバイルートプロセッサ（RP）では、障害が発生したRPからの制御と見
なされます。フェールオーバー中にラインカードのアップ状態が維持され、アクティブ RPの転
送情報ベース（FIB）が最新状態に維持される機能が、Cisco IOS XRソフトウェアNSFの動作に
とって非常に重要です。

OSPFなどのルーティングプロトコルは、アクティブRPまたはDRP上でのみ実行され、隣接ルー
タからルーティングアップデートを受信します。OSPFNSF対応ルータがRPのフェールオーバー
を実行する場合、リンクステートデータベースを OSPFネイバーと再同期するために、次の 2つ
の処理を実行する必要があります。まず、ネイバー関係をリセットせずに、ネットワーク上の使

用可能なOSPFネイバーを再学習します。次に、ルータはネットワークのリンクステートデータ
ベースのコンテンツを再取得します。

RPフェールオーバーの後できるだけ早く、NSF対応ルータは OSPF NSF信号を隣接する NSF対
応デバイスに送信します。この信号はフェールオーバールータで生成されたリンクローカルLSA
の形式になります。ネイバーネットワーキングデバイスは、このルータとのネイバー関係をリ

セットしてはならない合図としてこの信号を認識します。NSF対応ルータがネットワーク上の他
のルータから信号を受信すると、ネイバーリストの再構築を始めます。

ネイバー関係が再構築されると、NSF対応ルータはすべてのNSF認識ネイバーとデータベースの
再同期化を始めます。この時点でルーティング情報はOSPFネイバーの間で交換されます。交換
が完了すると、NSF対応デバイスはルーティング情報を使用して、失効ルートを削除し、RIBを
更新して、新しい転送情報で FIBを更新します。ルータおよび OSPFネイバー上の OSPFが完全
にコンバージされるようになりました。

OSPFv3 のグレースフルリスタート
OSPFv3グレースフルリスタート機能により、次の状況でもデータプレーン機能を維持すること
ができます。

• RP障害。その結果、バックアッププロセッサにスイッチオーバーされます

• OSPFv3プロセスの計画的な再起動。ソフトウェアのアップグレードやダウングレードなど
です

• OSPFv3プロセスの計画外の再起動。プロセスクラッシュなどです

この機能を使うと、OSPFv3ルーティングプロトコルが再起動している間に、確立されているルー
トでノンストップデータ転送が行われます。そのため、この機能により IPv6転送の可用性が向
上します。

グレースフルリスタート操作のモード

この機能でルータが開始できる 2つの操作モードは、再起動モードとヘルパーモードです。再起
動モードは、OSPFv3プロセスがグレースフルリスタートを実行しているときに開始されます。
ヘルパーモードでは、OSPFv3が隣接ルータで再起動している間に、確立されているOSPFv3ルー
トでトラフィックを転送し続けている隣接ルータを参照します。
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リスタートモード

OSPFv3プロセスが開始されたときに、グレースフルリスタートを試行する必要があるかどうか
を決定します。決定は、グレースフルリスタートがそれまでにイネーブルされているかどうかに

基づきます。（ルータの最初の起動時に、OSPFv3はグレースフルリスタートの起動を試行しま
せん）。OSPFv3グレースフルリスタートがイネーブルになっている場合、RIBのパージタイマー
をゼロ以外の値に変更します。グレースフルリスタートをイネーブルにして設定する方法につい

ては、OSPFv3グレースフルリスタートの設定, （73ページ）を参照してください。

グレースフルリスタート中、ルータはOSPFv3ルートをRIBに入力しません。ルータは再起動前
にOSPFv3が保有していた完全に隣接するネイバーとの完全な隣接関係を立ち上げようとします。
最終的に、OSPFv3プロセスは、（何らかの理由により）グレースフルリスタートを終了するた
め、または、グレースフルリスタートを終了したため、プロセスがコンバージされたことを RIB
に示します。

再起動モードに関する一般的な詳細を次に示します。動作、特定の制約事項、要件に関するより

詳しい情報は、グレースフルリスタートの要件と制約事項, （24ページ）の項に記されていま
す。

•最後の再起動から間を空けずに OSPFv3が再起動を試みると、OSPFv3プロセスは頻繁に繰
り返しクラッシュするようになり、新しいグレースフルリスタートの実行が停止します。グ

レースフルリスタートの許可間隔を制御するには、graceful-restart intervalコマンドを使用
します。

•起動する最初のインターフェイスで OSPFv3がグレースフルリスタートを開始すると、グ
レースフルリスタートの期間（有効期間）を制限するためにタイマーが起動します。

graceful-restart lifetimeコマンドを使用して、この期間を設定できます。起動する各インター
フェイスで grace LSA（タイプ 11）がフラッディングされ、このルータがグレースフルリス
タートを試みていることを隣接ルータに示します。ネイバーはヘルパーモードを開始しま

す。

•再起動中のネイバーから受信した helloパケットの指定ルータとバックアップ指定ルータパ
ケットの指定ルータチェックは正しくないため、バイパスされます。

ヘルパーモード

ヘルパーモードは、デフォルトでイネーブルになっています。グレースフルリスタートを試み

ているルータから（ヘルパー）ルータが grace LSA（タイプ 11）を受け取ると、次のイベントが
発生します。

• graceful-restart helper disableコマンドによりヘルパーモードがディセーブルされている場
合、ルータは LSAパケットをドロップします。

•ヘルパーモードがイネーブルの場合、次の条件がすべて満たされると、ルータはヘルパー
モードを開始します。

◦ローカルルータ自体がグレースフルリスタートを試みていない。

◦ローカル（ヘルパー）ルータに送信先ネイバーとの完全な隣接関係がある。
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◦受信した LSAの lsage（リンクステートの経過時間）の値が、要求された猶予期間より
も短い。

◦ grace LSAの送信元が grace LSAの生成元と同じである。

•ヘルパーモードを開始すると、ルータは一定期間そのヘルパー機能を実行します。この期
間は再起動モードにあるルータの有効期間の値から、受信した grace LSAの lsageの値を引い
た値です。グレースフルリスタートが時間内に成功すると、ヘルパータイマーが期限切れ

になる前に停止します。ヘルパータイマーの期限が切れた場合、再起動しているルータへ

の隣接関係がダウンし、通常の OSPFv3機能が再開します。

•デッドタイマーはヘルパーモードにあるルータでは使用できません。

•次のいずれかの場合に、ヘルパーモードにあるルータはヘルパー機能の実行を停止します。

◦ヘルパールータが再起動中のルータとの完全な隣接関係を起動できる。

◦ヘルパー機能のローカルタイマーの有効期限が切れている。

グレースフルリスタートの要件と制約事項

グレースフルリスタート機能をサポートするための要件には、次のようなものがあります。

•グレースフルリスタート中にルータのネイバーと連携します。OSPFv3が再起動中のルータ
に対して、各ルータはヘルパーと呼ばれます。

•グレースフルリスタートを実行するルータのすべてのネイバーは、グレースフルリスター
トを実行できる必要があります。

•はじめてルータを起動するときには、グレースフルリスタートは実行されません。

• OSPFv3ネイバー情報とデータベース情報ではチェックポイントが行われません。

• OSPFv3プロセスは再起動後に隣接関係を再構築します。

•再起動してもデータベースの一貫性を確保するには、再起動前に OSPFv3コンフィギュレー
ションを同じにする必要があります（この要件はローカルデータベースの自動送信情報に

も当てはまります）。操作中にコンフィギュレーションを変更すると、グレースフルリス

タートは失敗します。この場合、データ転送にも影響を与えます。OSPFv3はすべてのLSA
を再生成して、データベースをすべてのネイバーと再同期させることによって、操作を再開

します。

•グレースフルリスタート中に IPv6FIBテーブルは変更されませんが、これらのテーブルでは
最終的にホールドダウンタイマーを使用して、失効としてルートをマークします。プロト

コルには、状態情報とコンバージを再構築するために十分な時間が許されています。

• OSPFv3を再起動中のルータは、プロセス再起動のデッドインターバル内に OSPFv3 helloを
送信する必要があります。隣接関係のデッドタイマーの有効期限が切れる前に、プロトコ

ルはネイバーとの隣接関係を保持できるようになる必要があります。デッドタイマーのデ

フォルトは 40秒です。デッドタイマーの有効期限が切れる前に helloが隣接関係に到達し
ない場合、ルータは隣接関係を切断します。OSPFv3プロセスの再起動後にhelloを送信する
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ために必要な時間よりもデッドタイマーが短く設定されていると、OSPFv3グレースフルリ
スタート機能は適切に機能しません。

•複数ルータでの同時グレースフルリスタートセッションは、1つのネットワークセグメン
トではサポートされていません。複数ルータが再起動モードにあることをルータが判別する

と、すべてのローカルグレースフルリスタート操作を停止します。

•この機能では、ルーティング情報ベース（RIB）にある既存の OSPFv3ルートのパージ時間
の変更に利用可能なサポートを活用します。グレースフルリスタートがイネーブルである

場合、パージタイマーはデフォルトで 90秒に設定されます。グレースフルリスタートが
ディセーブルである場合、パージタイマー設定は 0です。

•この機能には、関連付けられている grace LSAがあります。このリンクスコープ LSAはタ
イプ 11です。

• RFCには、OSPFv3プロセスは再起動中にすべての古い自動送信 LSAをフラッシュする必要
があると記されています。ただし、グレースフルリスタート機能を使用すると、ルータは

グレースフルリスタート中にこの不明の自動送信LSAのフラッシュを遅らせます。OSPFv3
は新しい情報を学習して、新しい LSAを構築し、古い LSAと置き換えることができます。
遅延が終了すると、すべての古い LSAがフラッシュされます。

•グレースフルリスタートがイネーブルの場合、すべてのネイバーの隣接関係の作成時間がシ
ステムデータベース（SysDB）に保存されます。作成時間の保存目的は、OSPFv3が元の隣
接関係作成時間を使用して、再起動後にそのネイバーの稼働時間を遅延できるようにするこ

とです。

OSPF Version 2 のウォームスタンバイとノンストップルーティング
OSPFv2ウォームスタンバイは、RPのスイッチオーバー全体でハイアベイラビリティを実現しま
す。ウォームスタンバイ拡張機能により、アクティブ RPで実行されているプロセスごとに、ス
タンバイ RPで開始された、対応するスタンバイプロセスがあります。スタンバイ OSPFプロセ
スは、アクティブなOSPFプロセスにパフォーマンスへ影響を与えることなく、OSPFパケットを
送受信できます。

ノンストップルーティング（NSR）によって、RPフェールオーバー、プロセスの再起動、または
インサービスアップグレードはピアルータから見えなくなり、パフォーマンスまたは処理への影

響が最小限になります。ルーティングプロトコルはルータ間でやり取りされるため、NSRの影響
を受けません。 NSRはウォームスタンバイ拡張機能によって構築されます。 NSRを使用すると
Cisco NSFおよび IETFグレースフルリスタートプロトコル拡張機能の要件が緩和されます。

OSPF Version 3 のウォームスタンバイ
この機能を使うと、フェールオーバー（FO）の前に OSPFv3が自動で初期化され、障害が発生す
る前に機能する準備が整います。また、スイッチオーバー中のダウンタイムを減らすことができ

ます。デフォルトでは、ルータは helloパケットを 40秒ごとに送信します。
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各 OSPFプロセスのウォームスタンバイプロセスが、アクティブルートプロセッサで実行され
ている場合、対応する OSPFプロセスはスタンバイ RPで開始する必要があります。この機能の
ためにコンフィギュレーションを変更する必要はありません。

ウォームスタンバイは常にイネーブルです。この機能は、IGPとして OSPFv3を実行しているシ
ステムが RPフェールオーバーを実行するときに有利です。

OSPF の multicast-intact サポート
multicast-intact機能を使用すると、IGPショートカットがルータに設定されアクティブな場合に、
マルチキャストルーティング（PIM）を実行できます。OSPFv2および IS-ISの両方でmulticast-intact
機能がサポートされています。

IGPの multicast-intactは、マルチキャストルーティングプロトコル（PIM）と IGPショートカッ
トがルータで設定されている場合にイネーブルにできます。 IGPショートカットは IGPに公開さ
れるMPLSトンネルです。 IGPはこれらのトンネルを介して、（SPFを基点として）トンネルの
出力ルータからのダウンストリームである宛先に IPトラフィックを送信します。 PIMは PIM Join
を伝播するために IGPショートカットを使用できません。これは、リバースパス転送（RPF）が
単方向トンネルでは機能しないためです。

multicast-intactを IGPでイネーブルにすると、IGPは PIMが使用するパラレル等コストネクスト
ホップまたは代替等コストネクストホップをパブリッシュします。これらのネクストホップは

mcast-intactネクストホップと呼ばれます。mcast-intactネクストホップには次の属性があります。

• IGPのショートカットが含まれていないことが保証されます。

•ユニキャストルーティングには使用されませんが、PIMによってのみ PIM送信元への IPv4
ネクストホップの検索に使用されます。

• FIBには公開されません。

• multicast-intactが IGPでイネーブルの場合、リンクステートアドバタイズメントによって学
習されたすべての IPv4宛先は、RIBへの等コスト mcast-intactネクストホップのセットとと
もにパブリッシュされます。この属性は、ネイティブネクストホップに IGPショートカッ
トがない場合にも適用されます。

OSPFでは、最大パス（等コストネクストホップの数）制限は、ネイティブネクストホップおよ
びmcast-intactネクストホップに個別に適用されます。等コストmcast-intactネクストホップの数
は、ネイティブネクストホップに設定されている数と同じです。

OSPF Version 2 および OSPFv3 でのロードバランシング
ルータは、複数のルーティングプロセス（またはルーティングプロトコル）を使用して特定の

ネットワークへの複数のルートを認識すると、最短のアドミニストレーティブディスタンスを持

つルートをルーティングテーブルにインストールします。同じアドミニストレーティブディス

タンスを持つ同じルーティングプロセスを使用して認識された多数のルートから、1つのルート
を選択する必要があることもあります。この場合、ルータはその宛先へのコスト（またはメト
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リック）が最も小さいパスを選択します。各ルーティングプロセスはコストをそれぞれの方法で

計算します。コストは、ロードバランシングを実現するために処理が必要なこともあります。

OSPFでは、自動的にロードバランシングが実行されます。 OSPFにより、複数のインターフェ
イスを通って宛先に到達できること、および各パスのコストが同じであることが検出された場合

は、ルーティングテーブルに各パスがインストールされます。同じ宛先へのパスの数は、

maximum-paths（OSPF）コマンドを指定しないかぎり制限されません。

最大パスの範囲は 1から 8です。デフォルトの最大パスの数は 8です。

OSPF Version 2 のマルチエリアの隣接関係
OSPFv2のマルチエリアの隣接関係機能を使うと、マルチエリアのプライマリインターフェイス
にリンクを設定できるため、リンクをこれらのエリアのエリア内リンクと見なすことができ、よ

り高価なパスより優先されるパスとして設定できます。

この機能は、ポイントツーポイントのアンナンバードリンクをOSPFエリアに確立します。ポイ
ントツーポイントリンクを使うと、そのエリアのトポロジパスを利用でき、プライマリ隣接関係

ではそのリンクを使用して、draft-ietf-ospf-multi-area-adj-06と同じリンクをアドバタイズします。

マルチエリアインターフェイスの属性と制限を次に示します。

• OSPFの既存のプライマリインターフェイス上の論理構成体として存在しますが、プライマ
リインターフェイス上のネイバーステートは、マルチエリアインターフェイスと無関係で

す。

•隣接ルータ上の対応するマルチエリアインターフェイスとの隣接関係を確立します。マル
チエリアとプライマリインターフェイスの混在はサポートされていません。

•ネイバーステートがフルの場合、ルータリンクステートアドバタイズメント（LSA）のア
ンナンバードポイントツーポイントリンクを、対応するエリアにアドバタイズします。

•ポイントツーポイントネットワークタイプとして作成されます。 OSFスピーカーが 2つだ
けアタッチされている任意のインターフェイスでは、マルチエリアの隣接関係を設定できま

す。ネイティブブロードキャストネットワークの場合、network point-to-pointコマンドを
使用してOPSFポイントツーポイントタイプとしてインターフェイスを設定し、マルチエリ
アの隣接関係のインターフェイスをイネーブルにする必要があります。

•双方向フォワーディング検出（BFD）の性質をプライマリインターフェイスから継承しま
す。 BFDはマルチエリアインターフェイスでは設定できません。ただし、プライマリイン
ターフェイスでは設定できます。

マルチエリアインターフェイスは、インターフェイスの性質をそのプライマリインターフェイス

から継承しますが、次のように、マルチエリアインターフェイスコンフィギュレーションモー

ドでインターフェイスの一部の性質を設定できます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# multi-area-interface GigabitEthernet 0/1/0/3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-mif)# ?
authentication Enable authentication
authentication-key Authentication password (key)
cost Interface cost
cost-fallback Cost when cumulative bandwidth goes below the theshold
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database-filter Filter OSPF LSA during synchronization and flooding
dead-interval Interval after which a neighbor is declared dead
distribute-list Filter networks in routing updates
hello-interval Time between HELLO packets
message-digest-key Message digest authentication password (key)
mtu-ignore Enable/Disable ignoring of MTU in DBD packets
packet-size Customize size of OSPF packets upto MTU
retransmit-interval Time between retransmitting lost link state advertisements
transmit-delay Estimated time needed to send link-state update packet

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-mif)#

OSPF のラベル配布プロトコル IGP 自動設定
ラベル配布プロトコル（LDP）内部ゲートウェイプロトコル（IGP）自動設定を使うと、OSPFな
どの IGPインスタンスに使用されているインターフェイスのセットでLDPをイネーブルにする手
順を簡略化できます。LDP IGP自動設定は、多数のインターフェイス（転送にLDPがコアで使用
される場合など）および複数の OSPFインスタンスで同時に使用できます。

この機能は、デフォルトの VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスとして IPv4ユニ
キャストアドレスファミリをサポートします。

LDP IGP自動設定は、LDPの個々のインターフェイスベースで igp auto-config disableコマンド使
用して明示的にディセーブルにすることもできます。これにより、明示的にディセーブルにした

インターフェイスを除くすべての OSPFインターフェイスを LDPで受信できます。

LDP IGP自動設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RouterMPLSConfiguration
Guide』を参照してください。

OSPF 認証のメッセージダイジェスト管理
すべての OSPFルーティングプロトコル交換は認証されます。使用される方法は、認証が設定さ
れる方法によって異なります。暗号認証を使用する場合、OSPFルーティングプロトコルは、
Message Digest 5（MD5）認証アルゴリズムを使用してネットワーク内のネイバー間で送信された
パケットを認証します。各 OSPFプロトコルパケットでは、キーを使用して、OSPFパケットの
最後に付加されるメッセージダイジェストを生成および検証します。メッセージダイジェスト

は OSPFプロトコルパケットおよび秘密キーの単方向機能です。各キーは使用されるインター
フェイスとキー IDの組み合わせで識別されます。インターフェイスでは、複数のキーが常にア
クティブになっています。

キーのロールオーバーを管理し、OSPFのMD5認証を拡張するには、キーチェーンと呼ばれる
キーのコンテナを設定できます。この各キーは、生成/受け取り時間、キー ID、認証アルゴリズム
の属性で構成されます。

OSPF の GTSM TTL セキュリティメカニズム
OSPFは、ネイバーに対するネットワーク、フラッディングリンクステートアドバタイズメント
（LSA）アップデートで、トポロジの変更を検出し、トポロジの新しいビュー上ですばやくコン
バージするためにネットワーキングデバイスを必要とするリンクステートプロトコルです。た
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だし、ネイバーからのLSAの受信動作中は、ネットワーク攻撃が発生する可能性があります。こ
れは、ユニキャストまたはマルチキャストパケットが仮想リンクの 1ホップまたは複数ホップ向
こう側に配置されているネイバーから送信されているという確認ができないためです。

仮想リンクについては、OSPFパケットはネットワーク全体の複数ホップを通過して送信されま
す。したがって、TTL値は複数回にわたり減少していく可能性があります。このようなリンクの
種類では、最小 TTL値が複数ホップパケットで許可され受け入れられなければなりません。

複数ホップを通過して送信される無効なソースから発生するネットワーク攻撃をフィルタリング

するには、一般 TTLセキュリティメカニズム（GTSM）の RFC 3682を使用して、攻撃を防止し
ます。GTSMはリンクローカルアドレスをフィルタリングして、TTL値 255のコンフィギュレー
ションの 1ホップネイバーとなる隣接関係だけを許可します。 IPヘッダーの TTL値は OSPFパ
ケットが生成されるときに255に設定され、受信されたOSPFパケットでデフォルトのGTSMTTL
値 255またはユーザ設定された GTSM TTL値に対してチェックされます。このようにして、TTL
ホップを超える不正な OSPFパケットをブロックします。

OSPFv2 のパス計算要素
PCEはネットワークパスやルートをネットワーク図に基づいて計算し、計算上の制限を適用する
機能を持つエンティティ（コンポーネント、アプリケーション、ネットワークノード）です。

PCEは、PCEアドレスおよびクライアントがMPLS-TEに設定されると実行されます。 PCEはそ
の PCEアドレスおよび機能を OSPFに通信して、OSPFはこの情報を PCEディスカバリ
Type-Length-Value（TLV）（タイプ 2）にパッケージ化し、RILSAを再発信します。OSPFには、
すべての RI LSAでルータ機能 TLV（タイプ 1）も含まれます。 PCEディスカバリ TLVには PCE
アドレスサブ TLV（タイプ 1）およびパススコープサブ TLV（タイプ 2）が含まれます。

PCEアドレスサブ TLVでは PCEに到達するために使用される必要がある IPアドレスを指定しま
す。このアドレスは常に到達可能なループバックアドレスにする必要があります。この TLVは
必須であり、PCEディスカバリ TLV内に存在する必要があります。パススコープサブ TLVは、
PCEパス計算スコープを示します。これは、PCE機能を参照して計算したり、エリア内ルート、
エリア間、AS間、またはレイヤ TE間 LSPの計算に参加したりします。

OSPFv2への PCE拡張機能には、ルータ情報リンクステートアドバタイズメント（RI LSA）のサ
ポートが含まれます。 OSPFv2は、すべてのエリアの範囲（LSAタイプ 9、10、および 11）を受
信するように拡張されます。ただし、OSPFv2はエリア範囲タイプ 10のみを発信します。

パス計算要素機能の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS
Configuration Guide』の「Implementing MPLS Traffic Engineering on Cisco ASR 9000シリーズルータ
」モジュール、および次の IETFドラフトを参照してください。

• draft-ietf-ospf-cap-09

• draft-ietf-pce-disco-proto-ospf-00

OSPF IP 高速再ルーティングループフリー代替
OSPF IP高速再ルーティングループフリー代替計算では、次の機能を使用できます。
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• IP転送およびルーティングを使用した高速再ルーティング機能

•最短時間でラインカードの障害に対処

OSPFv3 の管理情報ベース（MIB）
Cisco IOS XRでは RFC 5643に定義されているMIBおよび OSPFv3のトラップが完全にサポート
されています。 RFC 5643には、IPv6用の Open Shortest Path First（OSPF）ルーティングプロトコ
ル（OSPFバージョン 3）で使用する管理情報ベース（MIB）のオブジェクトが定義されていま
す。

OSPFv3 MIBの実装は、IETFドラフト『Management Information Base for OSPFv3 (
draft-ietf-ospf-ospfv3-mib-8)』に基づきます。 RFC 5643にアップグレードすると、ユーザは新しい
MIBをピックアップするように NMSアプリケーションを更新する必要があります。

Cisco IOS XR MIBサポートの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
MIB Specification Guide』を参照してください。

複数の OSPFv3 インスタンス

SNMPv3は、複数の OSPFv3インスタンスにMIBビューを設定するために使用できる「コンテキ
スト」を同じシステムでサポートします。

OSPFv2 の VRF-lite サポート
OSPFバージョン 2（OSPFv2）の VRF Lite機能は、イネーブルになっています。 VRF-Liteは、
BGP/MPLSベースのバックボーンがない状態での仮想ルーティングおよび転送（VRF）導入です。
VRF-Liteでは、個別のプロバイダーエッジ（PE）ルータは VRFインターフェイスを使用して直
接接続されています。OSPFv2のVRF-Liteをイネーブルにするには、VRFコンフィギュレーショ
ンモードで capability vrf-liteコマンドを設定します。 VRF-Liteが設定されている場合、DNビッ
ト処理および自動エリア境界ルータ（ABR）のステータス設定はディセーブルです。

OSPFv3 タイマーリンクステートアドバタイズメントおよび Shortest
Path First スロットリングのデフォルト値のアップデート

Open Shortest Path Firstバージョン 3（OSPFv3）タイマーリンクステートアドバタイズメント
（LSA）、Shortest Path First（SPF）スロットリングのデフォルト値は次のように更新されます。

• timers throttle lsa all：start-interval：50ミリ秒、およびhold-interval：200ミリ秒

• timers throttle spf：spf-start：50ミリ秒、spf-hold：200ミリ秒、spf-max-wait：5000ミリ秒
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OSPF の実装方法
ここでは、次の手順について説明します。

OSPF のイネーブル化
このタスクでは、1つのルータ IDで OSPFプロセスをイネーブルにするルータで、最小の OSPF
コンフィギュレーションを実行し、バックボーンまたはバックボーン以外のエリアを設定し、OSPF
を実行する 1つ以上のインターフェイスを割り当てるする方法を説明します。

はじめる前に

IPアドレスを設定する前に OSPFを設定することはできますが、IPアドレスが設定されるまで、
OSPFはルーティングされません。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. interface type interface-path-id
6. OSPFを使用する各インターフェイスでステップ 5を繰り返します。
7. log adjacency changes [ detail ] [ enable | disable ]
8. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティング
をイネーブルにし、ルータコンフィギュレーション

モードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   • router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティン
グをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュレー
ションモードでルータを配置します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 1

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステッ

プ 3   
固定 IPアドレスをルータ IDとして使用する
ことを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、OSPF
プロセスのエリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

ステッ

プ 4   

•バックボーンエリアには 0のエリア IDがありま
す。

•バックボーン以外のエリアにはゼロではないエリ
ア IDがあります。

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択す
る必要があります。 IPv4アドレス形式を使用す
ることを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始して、ステップ 4で設定したエリアのインターフェ
イスを 1つ以上関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステッ

プ 5   

—OSPFを使用する各インターフェイスでステップ 5
を繰り返します。

ステッ

プ 6   

（任意）ネイバー変更の通知を要求します。log adjacency changes [ detail ] [ enable | disable ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# log
adjacency changes detail

ステッ

プ 7   •デフォルトでは、この機能はイネーブルです。

•ネイバー変更によって生成されたメッセージは通
知と見なされます。このメッセージは logging
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目的コマンドまたはアクション

consoleコマンドで重大度レベル 5に分類されま
す。 logging consoleコマンドではどの重大度レベ
ルのメッセージをコンソールに送信するかを制御

します。デフォルトでは、すべての重大度レベル

のメッセージが送信されます。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 8   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンフィ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# commit ギュレーションセッションが終了して、ルー

タが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

スタブエリアおよび Not-So-Stubby Area タイプの設定
このタスクでは、OSPFのスタブエリアおよび NSSAを設定する方法を説明します。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. 次のいずれかを実行します。

• stub [ no-summary ]

• nssa [ no-redistribution ] [ default-information-originate ] [ no-summary ]

6. 次のいずれかを実行します。

• stub

• nssa

7. default-cost cost
8. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

9. スタブエリアまたは NSSAにある他のすべてのルータでこのタスクを繰り返します。

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   • router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 1

process-name引数は、40文字未満の英数字
です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステッ

プ 3   
固定 IPアドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのバックボーン以外のエリアを設定し
ます。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステッ

プ 4   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。 IPv4アドレス形式を使用
することを推奨します。

非バックボーンエリアをスタブエリアとして定義し

ます。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 5   • stub [ no-summary ]
•スタブエリアに送信されるLSAの数をさらに減
らすために no-summaryキーワードを指定しま

• nssa [ no-redistribution ] [
default-information-originate ] [ no-summary ]

す。このキーワードにより、ABRがサマリー
リンクステートアドバタイズメント（タイプ

3）をスタブエリアに送信しないようにします。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# stub no
summary または

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# nssa
no-redistribution

エリアを NSSAとして定義します。

（任意）スタブエリア、および NSSAエリアに設定
されたオプションをオフにします。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 6   • stub
•ステップ 5でオプションのキーワード（
no-summary、 no-redistribution、

• nssa

default-information-originate、および
例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# stub

no-summary）を使用してスタブエリア、およ
び NSSAエリアを設定した場合、stubおよび
nssaコマンドをコマンドのno形式を使用するの

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# nssa

ではなく、これらのキーワードなしで再度発行

する必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

•たとえば、コマンドのno nssa
default-information-originate 形式は、NSSAエ
リアを通常のエリアに変更し、そのエリアの既

存の隣接関係を意図せずダウンさせます。

（任意）スタブエリアまたは NSSAに送信されるデ
フォルトサマリールートのコストを指定します。

default-cost cost

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#default-cost
15

ステッ

プ 7   

•このコマンドは NSSAにアタッチされている
ABRでのみ使用します。エリア内の他のルータ
には使用しないでください。

•デフォルトのコストは 1です。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 8   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# end

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コン

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# commit フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を
保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

—スタブエリアまたは NSSAにある他のすべてのルー
タでこのタスクを繰り返します。

ステッ

プ 9   
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ブロードキャストネットワーク以外のネイバーの設定

このタスクでは、非ブロードキャストネットワークにネイバーを設定する方法を説明します。こ

のタスクはオプションです。

はじめる前に

NBMAネットワークをブロードキャストまたは非ブロードキャストとして構成する場合は、各
ルータから各ルータあるいはフルメッシュのネットワークにまで仮想回線があると想定されます。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. network { broadcast | non-broadcast | { point-to-multipoint [ non-broadcast ] | point-to-point

}}
6. dead-interval seconds
7. hello-interval seconds
8. interface type interface-path-id
9. 次のいずれかを実行します。

• neighbor ip-address [ priority number ] [ poll-interval seconds ][ cost number ]

• neighbor ipv6-link-local-address [ priority number ] [ poll-interval seconds ][ cost number
] [ database-filter [ all ]]

10. インターフェイスのすべてのネイバーでステップ 9を繰り返します。
11. exit
12. interface type interface-path-id
13. 次のいずれかを実行します。

• neighbor ip-address [ priority number ] [ poll-interval seconds ][ cost number ] [
database-filter [ all ]]

• neighbor ipv6-link-local-address [ priority number ] [ poll-interval seconds ][ cost number ]
[ database-filter [ all ]]

14. インターフェイスのすべてのネイバーでステップ 13を繰り返します。
15. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit
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手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングをイ
ネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモードで

ルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   • router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティングを
イネーブルにし、router ospfv3コンフィギュレーション
モードでルータを配置します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3
1

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステッ

プ 3   
固定 IPアドレスをルータ IDとして使用するこ
とを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、OSPFプ
ロセスのエリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

ステッ

プ 4   

•この例ではバックボーンエリアを設定します。

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドッ
ト区切りや IPv4アドレス形式で入力できます。ただ
し、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があり
ます。 IPv4アドレス形式を使用することを推奨しま
す。

OSPFネットワークタイプをそのメディアのデフォルト以
外のタイプに設定します。

network { broadcast | non-broadcast | {
point-to-multipoint [ non-broadcast ] |
point-to-point }}

ステッ

プ 5   

•この例では、ネットワークタイプをNBMAに設定し
ます。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# network
non-broadcast

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーションガイ
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ネイバーのダウンを宣言する前に、ネイバーから

の helloパケットを待機する時間を設定します。
dead-interval seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
dead-interval 40

ステッ

プ 6   

（任意）OSPFがインターフェイスで送信するhelloパケッ
トの間隔を指定します。

hello-interval seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
hello-interval 10

ステッ

プ 7   

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

して、ステップ 4で設定したエリアのインターフェイスを
1つ以上関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

ステッ

プ 8   

•この例では、値がインターフェイスレベルで設定さ
れていないため、インターフェイスはブロードキャス

トネットワークタイプおよび helloおよび dead間隔
をそのエリアから継承します。

ブロードキャストネットワーク以外と相互接続するOSPF
ネイバーの IPv4アドレスを設定します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 9   • neighbor ip-address [ priority number ] [
poll-interval seconds ][ cost number ] または

OSPFv3ネイバーのリンクローカル IPv6アドレスを設定し
ます。

• neighbor ipv6-link-local-address [ priority
number ] [ poll-interval seconds ][ cost
number ] [ database-filter [ all ]]

• ipv6-link-local-address引数は、RFC 2373に記載されて
いる形式である必要があります。このアドレスは 16

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#

ビット値を使用する 16進数をコロンで区切って指定
します。

neighbor 10.20.20.1 priority 3 poll-interval
15 • priorityキーワードでは、このネイバーが DRまたは

BDRになる資格があることをルータに通知します。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
neighbor fe80::3203:a0ff:fe9d:f3fe

priority値は隣接ルータの実際のプライオリティ設定
と一致する必要があります。ネイバープライオリティ

のデフォルト値はゼロです。このキーワードはポイ

ントツーマルチポイントインターフェイスには適用

されません。

• poll-intervalキーワードはポイントツーマルチポイン
トインターフェイスには適用されません。 RFC 1247
では、この値を hello intervalよりずっと大きくするこ
とが推奨されています。デフォルトは120秒（2分）
です。
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目的コマンドまたはアクション

•特定のコストが設定されていないネイバーは、costコ
マンドに基づいてインターフェイスのコストを想定し

ます。ポイントツーマルチポイントインターフェイ

スでは、機能するキーワードおよび引数の組み合わせ

は cost numberだけです。 costキーワードは NBMA
ネットワークには適用されません。

• database-filterキーワードでは OSPFネイバーへの発
信LSAをフィルタリングします。 allキーワードを指
定すると、着信および発信 LSAはフィルタリングさ
れます。フィルタリングによりルーティングトポロ

ジが2つのネイバー間でまったく異なるように見え、
データトラフィックが「black-holing」化やルーティ
ングループを引き起こしたりすることがあるため、

十分注意して使用してください。

—インターフェイスのすべてのネイバーでステッ

プ 9を繰り返します。
ステッ

プ 10   

エリアコンフィギュレーションモードを開始します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# exit

ステッ

プ 11   

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

して、ステップ 4で設定したエリアのインターフェイスを
1つ以上関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEthernet 0/3/0/1

ステッ

プ 12   

•この例では、値がインターフェイスレベルで設定さ
れていないため、インターフェイスはブロードキャス

トネットワークタイプおよび helloおよび dead間隔
をそのエリアから継承します。

ブロードキャストネットワーク以外と相互接続するOSPF
ネイバーの IPv4アドレスを設定します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 13   • neighbor ip-address [ priority number ] [
poll-interval seconds ][ cost number ] [
database-filter [ all ]]

または

OSPFv3ネイバーのリンクローカル IPv6アドレスを設定し
ます。• neighbor ipv6-link-local-address [ priority

number ] [ poll-interval seconds ][ cost
number ] [ database-filter [ all ]] • ipv6-link-local-address引数は、RFC 2373に記載されて

いる形式である必要があります。このアドレスは 16
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目的コマンドまたはアクション

例：
RP/0/RSP0
/CPU0:router(config-ospf-ar)# neighbor
10.34.16.6

ビット値を使用する 16進数をコロンで区切って指定
します。

• priorityキーワードでは、このネイバーが DRまたは
BDRになる資格があることをルータに通知します。

または

RP/0/RSP0
/CPU0:router(config-ospf-ar)# neighbor
fe80::3203:a0ff:fe9d:f3f

priority値は隣接ルータの実際のプライオリティ設定
と一致する必要があります。ネイバープライオリティ

のデフォルト値はゼロです。このキーワードはポイ

ントツーマルチポイントインターフェイスには適用

されません。

• poll-intervalキーワードはポイントツーマルチポイン
トインターフェイスには適用されません。 RFC 1247
では、この値を hello intervalよりずっと大きくするこ
とが推奨されています。デフォルトは120秒（2分）
です。

•特定のコストが設定されていないネイバーは、costコ
マンドに基づいてインターフェイスのコストを想定し

ます。ポイントツーマルチポイントインターフェイ

スでは、機能するキーワードおよび引数の組み合わせ

は cost numberだけです。 costキーワードは NBMA
ネットワークには適用されません。

• database-filterキーワードでは OSPFネイバーへの発
信LSAをフィルタリングします。 allキーワードを指
定すると、着信および発信 LSAはフィルタリングさ
れます。フィルタリングによりルーティングトポロ

ジが2つのネイバー間でまったく異なるように見え、
「 black-holing」化やルーティングループを引き起こ
したりすることがあるため、十分注意して使用してく

ださい。

—インターフェイスのすべてのネイバーでステッ

プ 13を繰り返します。
ステッ

プ 14   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 15   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレー

ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

OSPF Version 2 の異なる階層レベルでの認証の設定
このタスクでは、OSPFルータプロセスにMD5（セキュア）認証を設定する方法について説明し
ます。プレーンテキスト認証を1エリアに設定し、次にクリアテキスト（null）認証を1インター
フェイスに適用します。

インターフェイスレベルで設定された認証は、エリアレベルおよびルータプロセスレベルで

設定された認証を上書きします。インターフェイスに特別に設定された認証がない場合、そ

のインターフェイスは認証パラメータ値をより高い階層レベルから継承します。階層および

継承の詳細については、OSPFの階層 CLIおよび CLI継承, （6ページ）を参照してくださ
い。

（注）

はじめる前に

認証を設定する場合、プレーンテキスト認証またはMD5認証のどちらを設定するかをはじめに
決定する必要があります。また、認証の適用対象がプロセス内のすべてのインターフェイスか、

全エリアか、特定のインターフェイスかを決定する必要があります。ネットワークに特定のメ

ソッドを使用する場合、それぞれの種類の認証に関する情報については、OSPFのルート認証方
法, （11ページ）を参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. authentication [ message-digest | null ]
5. message-digest-key key-id md5 { key | clear key | encrypted key | LINE}
6. area area-id
7. interface type interface-path-id
8. 同じ認証を使用して通信する必要があるインターフェイスごとにステップ7を繰り返します。
9. exit
10. area area-id
11. authentication [ message-digest | null ]
12. interface type interface-path-id
13. 同じ認証を使用して通信する必要があるインターフェイスごとにステップ12を繰り返します。
14. interface type interface-path-id
15. authentication [ message-digest | null ]
16. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティ
ングをイネーブルにし、ルータコンフィギュ

レーションモードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英
数字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロセスに対してMD5認証が有効になり
ます。

authentication [ message-digest | null ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#authentication
message-digest

ステップ 4   

•エリアやインターフェイスなどのより低い
階層レベルによって変更されないかぎり、

この認証タイプはルータプロセス全体に適

用されます。

OSPFプロセスに対してMD5認証キーを指定し
ます。

message-digest-key key-id md5 { key | clear key |
encrypted key | LINE}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#message-digest-key
4 md5 yourkey

ステップ 5   

•隣接ルータが、同じキー IDを保持する必
要があります。

エリアコンフィギュレーションモードを開始し

て、OSPFプロセスのバックボーンエリアを設
定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

ステップ 6   

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始して、1つ以上のインターフェイスを
バックボーンエリアに関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 7   

•すべてのインターフェイスは、OSPFプロ
セスの指定された認証パラメータ値を継承

します（ステップ 4、ステップ 5、ステッ
プ 6）。

—同じ認証を使用して通信する必要があるインターフェイ

スごとにステップ 7を繰り返します。
ステップ 8   

エリア OSPFコンフィギュレーションモードを
開始します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# exit

ステップ 9   

エリアコンフィギュレーションモードを開始

し、OSPFプロセスの非バックボーンのエリア 1
を設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステッ

プ 10   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232
など、ドット区切りや IPv4アドレス形式で
入力できます。ただし、1つのエリアでは
同じ形式を選択する必要があります。 IPv4
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目的コマンドまたはアクション

アドレス形式を使用することを推奨しま

す。

セキュリティのないタイプ 1（プレーンテキス
ト）認証をイネーブルにします。

authentication [ message-digest | null ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# authentication

ステッ

プ 11   

•例では、プレーンテキスト認証を（キー
ワードを指定しないことによって）指定し

ます。インターフェイスコンフィギュレー

ションモードで authentication-keyコマン
ドを使用し、このプレーンテキストパス

ワードを指定します。

インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始して、ステップ7で指定したバックボー
interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/0

ステッ

プ 12   
ン以外のエリア 1に 1つ以上のインターフェイ
スを関連付けます。

•設定されているすべてのインターフェイス
がエリア 1に対して設定されている認証パ
ラメータ値を継承します。

—同じ認証を使用して通信する必要があるインターフェイ

スごとにステップ 12を繰り返します。
ステッ

プ 13   

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、1つ以上のインターフェイスを異
なる認証タイプに関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/3/0/0

ステッ

プ 14   

ギガビットイーサネットインターフェイス

0/3/0/0に no authenticationを指定し、エリア 1に
authentication [ message-digest | null ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
authentication null

ステッ

プ 15   
指定されたプレーンテキスト認証を上書きしま

す。

•デフォルトでは、同じエリアで設定される
すべてのインターフェイスは、エリアと同

じ認証パラメータ値を継承します。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 16   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# end

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

がEXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変
更を保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

OSPF に同じ LSA が生成される頻度または受け入れられる頻度の制御
このタスクでは、非常に短い間隔で多数のLSAがフラッディングされる必要がある場合に、ルー
ティングテーブルの OSPFルートのコンバージェンス時間を調整する方法を説明します。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. ステップ 5またはステップ 6、または両方のステップを実行して、同じLSAが送受信される間
隔を制御します。

5. timers lsa refresh seconds
6. timers lsa min-arrival seconds
7. timers lsa group-pacing seconds
8. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングを
イネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2   

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router:router(config)# router
ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティング
をイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュレーショ
ンモードでルータを配置します。

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3
1
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステップ 3   

固定 IPアドレスをルータ IDとして使用する
ことを推奨します。

（注）

—ステップ 5またはステップ 6、または両方のス
テップを実行して、同じ LSAが送受信される
間隔を制御します。

ステップ 4   

自動送信 LSAをリフレッシュする頻度を秒単位で設定
します。

timers lsa refresh seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# timers

ステップ 5   

• OSPFおよび OSPFv3の両方で、デフォルトは 1800
秒です。

lsa refresh 1800

フラッディング中に特定のOSPF Version 2 LSAの新しい
プロセスが受け入れられる頻度を制限します。

timers lsa min-arrival seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# timers
lsa min-arrival 2

ステップ 6   

•デフォルト値は 1秒です。

OSPFリンクステート LSAがフラッディングのグループ
に収集される間隔を変更します。

timers lsa group-pacing seconds

例：
RP/0/RSP0
/CPU0:router(config-ospf)# timers lsa
group-pacing 1000

ステップ 7   

•デフォルトは 240秒です。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 8   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

OSPF のエリア 0 に MD5 認証を使用する仮想リンクの作成
このタスクでは、仮想リンクをバックボーン（エリア 0）に作成してMD5認証を適用する方法に
ついて説明します。説明されている手順は、仮想リンクの各端にある両方の ABRで実行する必
要があります。仮想リンクを理解するには、OSPFの仮想リンクおよび中継エリア,（15ページ）
を参照してください。

明示的にエリアパラメータ値を設定したら、インターフェイスの値を上書きして明示的に設

定しないかぎり、その値はそのエリアにバインドされているすべてのインターフェイスに継承

されます。OSPF Version 2のMD5認証を使用して設定された仮想リンク：例, （120ページ）
に例を示します。

（注）

はじめる前に

MD5認証が設定された仮想リンクをエリア 0に作成するには、次の前提条件を満たす必要があり
ます。

•ローカルルータを設定するリンクの反対の隣接ルータのルータ IDが必要です。ルータ ID
を取得するためにリモートルータで show ospfコマンドまたは show ospfv3コマンドを実行
できます。

•仮想リンクが正常に機能するには、仮想リンクの各端に固定ルータ IDが必要です。ルータ
IDは変更されないようにします。デフォルトでルータ IDを割り当てると、変更される可能
性があります（ルータ IDの決定方法については、OSPFプロセスおよびルータ ID, （9ペー
ジ）を参照してください）。そのため、仮想リンクを設定する前に、次のいずれかのタスク

を実行することを推奨します。

◦ルータ IDを設定するには、router-idコマンドを使用します。この方法を推奨します。

◦ルータが安定したルータ IDを持つために、ループバックインターフェイスを設定しま
す。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーション
ガイドリリース 4.3.x

50 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
OSPF のエリア 0 に MD5 認証を使用する仮想リンクの作成



• OSPFVersion 2の仮想リンクを設定する前に、プレーンテキスト認証、MD5認証、認証なし
（デフォルト）のうち、どの認証を設定するかを決定する必要があります。認証に関連する

追加のタスクを実行する必要があるかどうかに応じて決定します。

プレーンテキスト認証を設定する、または認証を設定しない場合は、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router Routing Command Reference』の「OSPF Commands on Cisco ASR 9000
シリーズルータ」モジュールに記載されているauthenticationコマンドを参照してください。

（注）

手順の概要

1. 次のいずれかを実行します。

• show ospf [ process-name ]

• show ospfv3 [ process-name ]

2. configure
3. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

4. router-id { router-id }
5. area area-id
6. virtual-link router-id
7. authentication message-digest
8. message-digest-key key-id md5 { key | clear key | encrypted key }
9. 仮想リンクの反対側にある ABRでこのタスクのすべての手順を繰り返します。このルータで
仮想リンクに指定する同じキー IDおよびキーを指定します。

10. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

11. 次のいずれかを実行します。

• show ospf [ process-name ] [ area-id ] virtual-links

• show ospfv3 [ process-name ] virtual-links
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）OSPFルーティングプロセスに関
する一般情報を表示します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 1   • show ospf [ process-name ]
•出力にはローカルルータのルータ ID
が表示されます。このルータ IDはリ

• show ospfv3 [ process-name ]

ンクのもう一端を設定するために必要

です。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 2   

指定したルーティングプロセスに OSPF
ルーティングをイネーブルにし、ルータコ

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 3   • router ospf process-name
ンフィギュレーションモードでルータを配

置します。• router ospfv3 process-name

または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFv3
ルーティングをイネーブルにし、router
ospfv3コンフィギュレーションモードで
ルータを配置します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 1
process-name引数は、40文字未満
の英数字です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id 192.168.4.3

ステッ

プ 4   
固定 IPv4アドレスをルータ IDと
して使用することを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開

始し、OSPFプロセスのバックボーン以外の
エリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステッ

プ 5   

• area-id引数は、area 1000や
area 0.0.3.232など、ドット区切りや
IPv4アドレス形式で入力できます。た
だし、1つのエリアでは同じ形式を選
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目的コマンドまたはアクション

択する必要があります。 IPv4アドレス
形式を使用することを推奨します。

OSPF仮想リンクを定義します。virtual-link router-id

例：
RRP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# virtual-link 10.3.4.5

ステッ

プ 6   •を参照してください。

この仮想リンクに対してMD5認証を選択し
ます。

authentication message-digest

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-vl)#authentication
message-digest

ステッ

プ 7   

OSPF仮想リンクを定義します。message-digest-key key-id md5 { key | clear key | encrypted
key }

ステッ

プ 8   •仮想リンクを理解するには、を参照し
てください。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-vl)#message-digest-key
4 md5 yourkey

• key-id引数は、1から 255の範囲の数
です。 key引数は最大 16文字の英数字
です。仮想リンクの両端のルータには

同じキー IDと、OSPFトラフィックを
ルーティングできるキーが必要です。

• authentication-key key コマンドは、
OSPFv3ではサポートされません。

•キーが暗号化されたら、その暗号化を
保持する必要があります。

—仮想リンクの反対側にある ABRでこのタスクのすべての手順
を繰り返します。このルータで仮想リンクに指定する同じキー

IDおよびキーを指定します。

ステッ

プ 9   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 10   •• endコマンドを実行すると、変更をコ
ミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-vl)# end

them before
exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-vl)# commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィ
ギュレーションファイルに変更

が保存され、コンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

ションセッションが終了して、

ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュ
レーションセッションが終了し

て、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされませ

ん。

◦ cancelと入力すると、現在のコン
フィギュレーションセッション

が継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイル
に変更を保存し、コンフィギュレー

ションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

（任意）OSPF仮想リンクのパラメータと現
在の状態を表示します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 11   • show ospf [ process-name ] [ area-id ] virtual-links

• show ospfv3 [ process-name ] virtual-links

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 2 virtual-links

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 1 virtual-links

例

次の例では、show ospfv3 virtual links EXECコマンドで、OSPFv3ネイバーへのOSPF_VL0仮想リ
ンクが起動しており、仮想リンクインターフェイスの IDが 2であり、仮想リンクエンドポイン
トの IPv6アドレスが 2003:3000::1であることを検証します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 virtual-links

Virtual Links for OSPFv3 1

Virtual Link OSPF_VL0 to router 10.0.0.3 is up
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Interface ID 2, IPv6 address 2003:3000::1
Run as demand circuit
DoNotAge LSA allowed.
Transit area 0.1.20.255, via interface GigabitEthernet 0/1/0/1, Cost of using 2
Transmit Delay is 5 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:02
Adjacency State FULL (Hello suppressed)
Index 0/2/3, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0(0)/0(0)/0(0) Next 0(0)/0(0)/0(0)
Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Check for lines:
Virtual Link OSPF_VL0 to router 10.0.0.3 is up

Adjacency State FULL (Hello suppressed)

State is up and Adjacency State is FULL

OSPF ABR でのサブネットワーク LSA の要約
IPアドレスをインターフェイスに割り当てたときに複数のサブネットワークを設定した場合、す
べてのサブネットワークが含まれ、ローカルエリアが別のエリアにアドバタイズする 1つの LSA
にソフトウェアを集約することができます。このようにソフトウェアを集約するとLSAの数を減
らすことができるため、ネットワークリソースを節約できます。この集約はエリア間ルート集約

と呼ばれます。これは自律システム内のルートに適用されます。再配布によってOSPFに挿入さ
れた外部ルートには適用されません。

このタスクでは、一緒にアドバタイズされる範囲に収まるすべてのサブネットワークを指定する

ことによって、サブネットワークを 1つの LSAに集約するようにOSPFを設定します。このタス
クは 1つの ABRでのみ実行します。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. 次のいずれかを実行します。

• range ip-address mask [ advertise | not-advertise ]

• range ipv6-prefix / prefix-length [ advertise | not-advertise ]

6. interface type interface-path-id
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイ
ネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルー

タを配置します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   • router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf
1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティングをイ
ネーブルにし、router ospfv3コンフィギュレーションモード
でルータを配置します。

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospfv3 1
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
router-id 192.168.4.3

ステッ

プ 3   
固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用するこ
とを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、OSPFプロ
セスのバックボーン以外のエリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area

ステッ

プ 4   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット
区切りや IPv4アドレス形式で入力できます。ただし、

10
1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。
IPv4アドレス形式を使用することを推奨します。

エリア境界で OSPFルートを統合および集約します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 5   •• advertiseキーワードにより、タイプ 3サマリー LSAの
ソフトウェアがサブネットワークのアドレス範囲をアド

バタイズします。

range ip-address mask [ advertise |
not-advertise ]

• range ipv6-prefix / prefix-length [
advertise | not-advertise ] • not-advertiseキーワードによって、ソフトウェアがタイ

プ 3サマリー LSAに制限され、この範囲内のサブネッ
トワークは他のエリアには見えません。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
range 192.168.0.0 255.255.0.0 advertise

•最初の例では、ネットワーク 192.168.0.0のすべてのサ
ブネットワークが ABRによって集約され、バックボー
ン外のエリアにアドバタイズされます。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
range 4004:f000::/32 advertise

• 2番目の例では、複数の IPv4インターフェイスが192.x.x
のネットワークに対応しています。

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

て、1つ以上のインターフェイスをエリアに関連付けます。
interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEthernet 0/2/0/3

ステッ

プ 6   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 7   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:
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目的コマンドまたはアクション

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
commit

ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

1 つの IGP から OSPF へのルートの再配布
このタスクでは、IGP（別の OSPFプロセスでも可）から OSPFにルートを再配布します。

はじめる前に

ルーティングポリシーの設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Routing Configuration Guide』の「Implementing Routing Policy on Cisco ASR 9000シリーズルータ
」モジュールを参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2 | level-2 } [ metric metric-value ] [

metric-type type-value ] [ match { external [ 1 | 2 ]} [ tag tag-value ] [ route-policy policy-name ]
5. 次のいずれかを実行します。

• summary-prefix address mask [ not-advertise ] [ tag tag ]

• summary-prefix ipv6-prefix / prefix-length [ not-advertise ] [ tag tag ]

6. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングを
イネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   • router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスにOSPFv3ルーティング
をイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュレーショ
ンモードでルータを配置します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 1

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：
RRP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステッ

プ 3   
固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）

1つのルーティングドメインから別のルーティングド
メインへの OSPFルートの再配布

redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2
| level-2 } [ metric metric-value ] [ metric-type
type-value ] [match { external [ 1 | 2 ]} [ tag tag-value
] [ route-policy policy-name ]

ステッ

プ 4   

または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# redistribute
bgp 1 level-1

あるルーティングドメインから別のルーティングドメ

インへ OSPFv3ルートを再配布します。

•このコマンドを実行すると、定義上ルータがASBR
になります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-router)#redistribute
bgp 1 level-1-2 metric-type 1

• OSPFは再配布によって学習したすべてのルートを
externalとタグ付けします。

•プロトコルとそのプロセス ID（設定されている場
合）は、OSPFに再配布されるプロトコルを示しま
す。

•メトリックは外部ルートに割り当てるコストです。
すべてのプロトコルでデフォルトは 20です。ただ
し、BGPのデフォルトのメトリックは 1です。

• OSPFの例では、BGP自律システム 1、レベル 1の
ルートをOSPFにタイプ 2外部ルートとして再配布
します。

• OSPFv3の例では、BGP自律システム 1、レベル 1
および2のルートをOSPFに再配布します。OSPFv3
ルーティングドメインにアドバタイズされるデフォ

ルトルートに関連付けられている外部リンクタイ

プは、タイプ 1の外部ルートです。

OSPFv3では RPLはサポートされていませ
ん。

（注）

（任意）OSPFの集約アドレスを作成します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 5   
または• summary-prefix address mask [ not-advertise

] [ tag tag ]
（任意）OSPFv3の集約アドレスを作成します。

• summary-prefix ipv6-prefix / prefix-length [
not-advertise ] [ tag tag ] •このコマンドは、非OSPFルートの外部ルート集約

を行います。
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# summary-prefix
10.1.0.0 255.255.0.0

•集約される外部範囲は隣接している必要がありま
す。異なる 2台のルータからの重複範囲を集約す
ると、誤った宛先にパケットが送信される原因とな

る場合があります。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-router)#
summary-prefix 2010:11:22::/32

•このコマンドはオプションです。これを指定しな
いと、各ルートはリンクステートデータベースに

含まれ、LSAにアドバタイズされます。

• OSPFv2の例では、集約アドレス 10.1.0.0にアドレ
ス 10.1.1.0、10.1.2.0、10.1.3.0などが含まれていま
す。外部の LSAでは、アドレス 10.1.0.0だけがア
ドバタイズされます。

• OSPFv3の例では、集約アドレス 2010:11:22::/32に
は 2010:11:22:0:1000::1、2010:11:22:0:2000:679:1、
などのアドレスがあります。外部 LSAにはアドレ
ス 2010:11:22::/32だけがアドバタイズされます。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 6   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# commit レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

OSPF Shortest Path First スロットリングの設定
このタスクでは、SPFスケジューリングをミリ秒間隔で設定し、ネットワークが不安定な場合に
SPF計算を遅らせる方法について説明します。このタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name

3. router-id { router-id }
4. timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait
5. area area-id
6. interface type interface-path-id
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

8. 次のいずれかを実行します。

• show ospf [ process-name ]

• show ospfv3 [ process-name ]

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

次のいずれかを実行します。ステップ 2   

• router ospf process-name

• router ospfv3 process-name
または

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

指定したルーティングプロセスに OSPFv3ルーティ
ングをイネーブルにし、router ospfv3コンフィギュ
レーションモードでルータを配置します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 1

process-name引数は、40文字未満の英数字
です。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステップ 3   

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用
することを推奨します。

（注）

SPFスロットリングタイマーを設定します。timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# timers
throttle spf 10 4800 90000

ステップ 4   

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、バッ

クボーンエリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

ステップ 5   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。 IPv4アドレス形式を使用
することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関
連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 6   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 7   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# end

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# commit

フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を
保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

（任意）SPFスロットリングタイマーを表示します。次のいずれかを実行します。ステップ 8   

• show ospf [ process-name ]

• show ospfv3 [ process-name ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# RP/0/RP0/CPU0:router# show
ospfv3 2

例

次の例では、show ospf EXECコマンドを使用して、初期 SPFスケジュール遅延時間、最小ホール
ドタイム、最大待機時間が正しく設定されていることを検証します。ルータタイプおよびルー

トの再配布などの OSPFプロセスに関する詳細情報が表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1

Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.4.3
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Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
It is an autonomous system boundary router
Redistributing External Routes from,

ospf 2
Initial SPF schedule delay 5 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 100 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 1000 msecs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 00000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 00000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Non-Stop Forwarding enabled

それぞれの出力表示フィールドの説明については、『CiscoASR 9000 Series Aggregation Services
Router Routing Command Reference』の「OSPF Commands on Cisco ASR 9000シリーズルータ
」モジュールで、show ospfコマンドを参照してください。

（注）

Cisco for OSPF Version 2 固有のノンストップフォワーディングの設定
このタスクでは、NSF対応ルータの Ciscoに専用の OSPF NSFを設定する方法を説明します。こ
のタスクはオプションです。

はじめる前に

OSPF NSFでは、すべてのネイバーネットワーキングデバイスが NSF対応である必要がありま
す。ルータにCisco IOSXRソフトウェアイメージをインストールすると自動的にNSF対応になり
ます。 NSF対応ルータが特定のネットワークセグメントで NSF非認識ネイバーを検出すると、
そのセグメントで NSF機能をディセーブルにします。 NSF対応または NSF認識ルータで完全に
構成された他のネットワークセグメントに対しては、継続して NSF機能を提供します。

ノンストップフォワーディングの設定では、次の制約事項が適用されます。（注）

•仮想リンク用 Cisco OSPF NSFはサポートされません。

•ネイバーは NSF対応である必要があります。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーションガイ
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手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. 次のいずれかを実行します。

• nsf cisco

• nsf cisco enforce global

5. nsf interval seconds
6. nsfflush-delay-timeseconds
7. nsflifetimeseconds
8. nsfietf
9. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイ
ネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルー

タを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
router-id 192.168.4.3

ステップ 3   

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用すること
を推奨します。

（注）

OSPFプロセスの Cisco NSF操作をイネーブルにします。次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• nsf cisco • enforceおよび globalキーワードを指定せずに nsf cisco
コマンドを使用して、検出された NSF以外のネイバー• nsf cisco enforce global
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目的コマンドまたはアクション

のインターフェイスでNSF再起動メカニズムを中断し、
NSFネイバーが適切に機能できるようにします。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# nsf
cisco enforce global

•再起動中にルータがNSFを実行するようにする場合は、
enforceおよび globalキーワードを指定せずに nsf cisco
コマンドを使用します。ただし、NSF以外のネイバー
が検出されると、OSPFプロセス全体で NSF再起動は
キャンセルされます。

NSF再起動の試行間隔の最小時間を設定します。nsf interval seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# nsf
interval 120

ステップ 5   

このコマンドを使用する場合、OSPFがNSF再起動
実行を試みる前の OSPFプロセスを、最小でも 90
秒に設定する必要があります。

（注）

外部ルートの学習に許可される最大時間を秒単位で設定しま

す。

nsfflush-delay-timeseconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#nsf
flush-delay-time 1000

ステップ 6   

再起動に続くNSFのルートの最大有効期間を秒単位で設定し
ます。

nsflifetimeseconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#nsf
lifetime 90

ステップ 7   

ietfグレースフルリスタートをイネーブルにします。nsfietf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#nsf
ietf

ステップ 8   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 9   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショ

ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

MPLS トラフィックエンジニアリングの OSPF Version 2 の設定
このタスクでは、MPLS TEのOSPFを設定する手順について説明します。このタスクはオプショ
ンです。

MPLS TEタスクおよびトンネルをサポートするルータを設定できるコマンド、OSPFが使用でき
るMPLSトンネルを設定できるコマンド、MPLS TEのトラブルシューティングの説明について
は、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RouterMPLS Configuration Guide』の「Implementing
MPLS Traffic Engineering on Cisco ASR 9000 Series Router」モジュールを参照してください。

はじめる前に

ルータでOSPFのMPLS TEをイネーブルするには、ネットワークで次の機能がサポートされてい
る必要があります。

• MPLS

• IPシスコエクスプレスフォワーディング（CEF）

ネットワークのトラフィックエンジニアリング部分にあるすべてのOSPFルータ上で、次のタ
スクのコマンドを入力する必要があります。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. mpls traffic-eng router-id interface-type interface-instance
5. area area-id
6. mpls traffic-eng
7. interface type interface-path-id
8. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

9. show ospf [ process-name ] [ area-id ] mpls traffic-eng { link | fragment }

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングを
イネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモード

でルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router-id
192.168.4.3

ステップ 3   

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用する
ことを推奨します。

（注）

（任意）ノードのトラフィックエンジニアリングルータ

識別子が、指定されたインターフェイスに関連付けられ

ている IPアドレスになるように指定します。

mpls traffic-eng router-id interface-type
interface-instance

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# mpls
traffic-eng router-id loopback 0

ステップ 4   

•この IPアドレスはTELSA内のすべてのノードにフ
ラッディングされます。

•他のノードから始まり、このノードで終了するすべ
てのトラフィックエンジニアリングトンネルに対
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目的コマンドまたはアクション

して、トンネル宛先を宛先ノードのトラフィックエ

ンジニアリングルータ IDに設定する必要がありま
す。これは、そのアドレスが、トンネルヘッドのト

ラフィックエンジニアリングトポロジデータベー

スがそのパス計算に使用するアドレスであるためで

す。

•ループバックインターフェイスは物理インターフェ
イスより安定しているため、ループバックインター

フェイスをMPLS TEルータ IDに使用することを推
奨します。

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、OSPF
プロセスのエリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

ステップ 5   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドッ
ト区切りや IPv4アドレス形式で入力できます。た
だし、1つのエリアでは同じ形式を選択する必要が
あります。

OSPFエリアでMPLS TEを設定します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# mpls
traffic-eng

ステップ 6   

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

して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関連付け
ます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface interface loopback0

ステップ 7   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 8   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

（任意）MPLSTEのローカルルータで利用可能なリンク
とフラグメントに関する情報を表示します。

show ospf [ process-name ] [ area-id ] mpls
traffic-eng { link | fragment }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 0 mpls
traffic-eng link

ステップ 9   

例

ここでは、次の出力例について説明します。

MPLS TE を設定する前の show ospf コマンドのサンプル出力

次の例では、showroute ospfEXECコマンドは、ギガビットイーサネットインターフェイス0/3/0/0
が存在することおよびMPLS TEが設定されていないことを検証します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ospf 1

O 11.0.0.0/24 [110/15] via 0.0.0.0, 3d19h, tunnel-te1
O 192.168.0.12/32 [110/11] via 11.1.0.2, 3d19h, GigabitEthernet0/3/0/0
O 192.168.0.13/32 [110/6] via 0.0.0.0, 3d19h, tunnel-te1

show ospf mpls traffic-eng コマンドの出力例

次の例では、MPLS TEフラグメントが正しく設定されていることを、show ospf mpls traffic-eng
EXECコマンドで検証します。

RP/0/RSP0
/CPU0:router# show ospf 1 mpls traffic-eng fragment

OSPF Router with ID (192.168.4.3) (Process ID 1)

Area 0 has 1 MPLS TE fragment. Area instance is 3.

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーションガイ
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MPLS router address is 192.168.4.2
Next fragment ID is 1

Fragment 0 has 1 link. Fragment instance is 3.
Fragment has 0 link the same as last update.
Fragment advertise MPLS router address
Link is associated with fragment 0. Link instance is 3
Link connected to Point-to-Point network
Link ID :55.55.55.55
Interface Address :192.168.50.21
Neighbor Address :192.168.4.1
Admin Metric :0
Maximum bandwidth :19440000
Maximum global pool reservable bandwidth :25000000
Maximum sub pool reservable bandwidth :3125000
Number of Priority :8
Global pool unreserved BW
Priority 0 : 25000000 Priority 1 : 25000000
Priority 2 : 25000000 Priority 3 : 25000000
Priority 4 : 25000000 Priority 5 : 25000000
Priority 6 : 25000000 Priority 7 : 25000000
Sub pool unreserved BW
Priority 0 : 3125000 Priority 1 : 3125000
Priority 2 : 3125000 Priority 3 : 3125000
Priority 4 : 3125000 Priority 5 : 3125000
Priority 6 : 3125000 Priority 7 : 3125000
Affinity Bit :0

次の例では、エリアインスタンス3のMPLSTEリンクが正しく設定されていることを、showospf
mpls traffic-eng EXECコマンドで検証します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf mpls traffic-eng link

OSPF Router with ID (192.168.4.1) (Process ID 1)

Area 0 has 1 MPLS TE links. Area instance is 3.

Links in hash bucket 53.
Link is associated with fragment 0. Link instance is 3
Link connected to Point-to-Point network
Link ID :192.168.50.20
Interface Address :192.168.20.50
Neighbor Address :192.168.4.1
Admin Metric :0
Maximum bandwidth :19440000
Maximum global pool reservable bandwidth :25000000
Maximum sub pool reservable bandwidth :3125000
Number of Priority :8
Global pool unreserved BW
Priority 0 : 25000000 Priority 1 : 25000000
Priority 2 : 25000000 Priority 3 : 25000000
Priority 4 : 25000000 Priority 5 : 25000000
Priority 6 : 25000000 Priority 7 : 25000000
Sub pool unreserved BW
Priority 0 : 3125000 Priority 1 : 3125000
Priority 2 : 3125000 Priority 3 : 3125000
Priority 4 : 3125000 Priority 5 : 3125000
Priority 6 : 3125000 Priority 7 : 3125000
Affinity Bit :0

show ospf コマンドの MPLS TE を設定した後のコマンドのサンプル出力

次の例では、show route ospf EXECコマンドで、MPLS TEトンネルがギガビットイーサネットイ
ンターフェイス 0/3/0/0を置き換え、設定が正しく実行されたことを検証します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show route ospf 1
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O E2 192.168.10.0/24 [110/20] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2
O E2 192.168.11.0/24 [110/20] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2
O E2 192.168.1244.0/24 [110/20] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2
O 192.168.12.0/24 [110/2] via 0.0.0.0, 00:00:15, tunnel2

OSPFv3 グレースフルリスタートの設定
このタスクでは、OSPFv3プロセスのグレースフルリスタートを設定する方法を説明します。こ
のタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure
2. router ospfv3 process-name
3. graceful-restart
4. graceful-restart lifetime
5. graceful-restart interval seconds
6. graceful-restart helper disable
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

8. show ospfv3 [ process-name [ area-id ]] database grace

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

OSPFv3のルータコンフィギュレーションモー
ドを開始します。プロセス名は OSPFルーティ

router ospfv3 process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospfv3 test

ステップ 2   

ングプロセスを一意に識別する 1つの単語で
す。プロセス名はスペースを含まない 40文字
以内の任意の英数字ストリングです。

現行ルータでグレースフルリスタートをイネー

ブルにします。

graceful-restart

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)#graceful-restart

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

グレースフルリスタートの最大時間を指定しま

す。

graceful-restart lifetime

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# graceful-restart
lifetime 120

ステップ 4   

•デフォルトは 95秒です。

•値の範囲は 90～ 3600秒です。

現行ルータのグレースフルリスタートの間隔

（最小時間）を指定します。

graceful-restart interval seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# graceful-restart
interval 120

ステップ 5   

•間隔のデフォルト値は 90秒です。

•値の範囲は 90～ 3600秒です。

ヘルパー機能をディセーブルにします。graceful-restart helper disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# graceful-restart
helper disable

ステップ 6   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 7   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# end

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)# commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。
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目的コマンドまたはアクション

•実行コンフィギュレーションファイルに変
更を保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンド
を使用します。

グレースフルリスタートリンクのステートを表

示します。

show ospfv3 [ process-name [ area-id ]] database grace

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 1 database grace

ステップ 8   

グレースフルリスタートに関する情報の表示

ここでは、グレースフルリスタートに関する情報を表示するために使用できるタスクについて説

明します。

•機能がイネーブルかどうかや、グレースフルリスタートが最後に実行された時間を確認する
には、showospfコマンドを使用します。OSPFv3インスタンスの詳細を参照するには、show
ospfv3 process-name [ area-id ] database graceコマンドを使用します。

グレースフルリスタート機能のステータスの表示

次の画面出力は、ローカルルータのグレースフルリスタート機能の状態を示しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 1 database grace

Routing Process “ospfv3 1” with ID 2.2.2.2
Initial SPF schedule delay 5000 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Initial LSA throttle delay 0 msecs
Minimum hold time for LSA throttle 5000 msecs
Maximum wait time for LSA throttle 5000 msecs
Minimum LSA arrival 1000 msecs
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Maximum number of configured interfaces 255
Number of external LSA 0. Checksum Sum 00000000
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Graceful Restart enabled, last GR 11:12:26 ago (took 6 secs)

Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 1
SPF algorithm executed 1 times
Number of LSA 6. Checksum Sum 0x0268a7
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0
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OSPFv3 インスタンスのグレースフルリスタート情報の表示

次の画面出力では、OSPFv3のリンクステートインスタンスのリンクステータスを示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospfv3 1 database grace

OSPFv3 Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits
1.1.1.1 1949 0x8000000e 0 1

None
2.2.2.2 2007 0x80000011 0 1

None

Link (Type-8) Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Interface
1.1.1.1 180 0x80000006 1 PO0/2/0/0
2.2.2.2 2007 0x80000006 1 PO0/2/0/0

Intra Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Ref-lstype Ref-LSID
1.1.1.1 180 0x80000006 0 0x2001 0
2.2.2.2 2007 0x80000006 0 0x2001 0

Grace (Type-11) Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Interface
2.2.2.2 2007 0x80000005 1 PO0/2/0/0

OSPFv2 模造リンクの設定
このタスクでは、プロバイダーエッジ（PE）ルータを設定し、VPNバックボーン全体でOSPFv2
模造リンク接続を確立する方法について説明します。このタスクはオプションです。

はじめる前に

プロバイダーエッジ（PE）ルータ間のマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）VPN内
の模造リンクを設定する前に、次のように OSPFをイネーブルにする必要があります。

• OSPFルーティングプロセスを作成する。

• VRFに属するループバックインターフェイスを設定し、ホストマスクを使用して IPv4アド
レスを割り当てます。

•エリアサブモードで模造リンクを設定します。

これらの OSPF設定の前提条件の詳細については、OSPFのイネーブル化, （31ページ）を参照
してください。
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手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. vrf vrf-name
4. ipv4 address ip-address mask
5. end
6. router ospf instance-id
7. vrf vrf-name
8. router-id { router-id }
9. redistribute bgp process-id
10. area area-id
11. sham-link source-address destination-address
12. cost cost
13. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

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。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface loopback 3

ステッ

プ 2   

VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタン
スをインターフェイスに割り当てます。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# vrf vrf1

ステッ

プ 3   

IPアドレスとサブネットマスクをインターフェイ
スに割り当てます。

ipv4 address ip-address mask

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address
172.18.189.38 255.255.255.225

ステッ

プ 4   
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。end

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end

ステッ

プ 5   endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

• yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

• noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティ
ングをイネーブルにし、ルータコンフィギュレー

router ospf instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf isp

ステッ

プ 6   
ションモードでルータを配置します。この例で

は、OSPFインスタンスは ispと呼ばれます。

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュ
レーションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# vrf vrf1

ステッ

プ 7   

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# router-id
192.168.4.3

ステッ

プ 8   
固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使
用することを推奨します。

（注）

1つのルーティングドメインから別のルーティン
グドメインに OSPFルートを再配布します。

redistribute bgp process-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# redistribute
bgp 1

ステッ

プ 9   

•このコマンドを実行すると、定義上ルータが
ASBRになります。
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目的コマンドまたはアクション

• OSPFは再配布によって学習したすべてのルー
トを externalとタグ付けします。

•プロトコルとそのプロセス ID（設定されて
いる場合）は、OSPFに再配布されるプロト
コルを示します。

• BGP VPNルートが OSPFに再配布される場
合、BGPのMED値はLSAメトリックフィー
ルドにコピーされます。

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

OSPFプロセスのエリアを設定します。
area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# area 0

ステッ

プ 10   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232な
ど、ドット区切りや IPv4アドレス形式で入
力できます。ただし、1つのエリアでは同じ
形式を選択する必要があります。

2つの VPNサイト間のポイントツーポイントア
ンナンバードインターフェイスを設定します。

sham-link source-address destination-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf-ar)# sham-link
10.0.0.1 10.0.0.3

ステッ

プ 11   

OSPFインターフェイスでパケットを送信するコ
ストを明示的に指定します。指定したコストは、

cost cost

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf-ar-sl)# cost
76

ステッ

プ 12   
インターフェイスの自動コスト計算のデフォルト

値よりも優先されます。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 13   •• endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf-ar)# end

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf-ar)# commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存され、

コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更
を保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用
します。

OSPFv2 のノンストップルーティングのイネーブル化
このオプションのタスクでは、OSPFv2プロセスのノンストップルーティング（NSR）をイネー
ブルにする方法を説明します。NSRはデフォルトでディセーブルになっています。NSRをイネー
ブルにすると、アクティブな RPの OSPFプロセスは必要なすべてのデータと状態をスタンバイ
RPのOSPFプロセスと同期します。スイッチオーバーが発生すると、新たにアクティブになった
RPのOSPFプロセスには実行の継続に必要なすべてのデータと状態が含まれており、ネイバーか
らの援助は必要ありません。

手順の概要

1. configure
2. router ospf instance-id
3. nsr
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーション
ガイドリリース 4.3.x

80 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
OSPFv2 のノンストップルーティングのイネーブル化



手順の詳細

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングをイネーブ
ルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルータを配置し

ます。この例では、OSPFインスタンスは ispと呼ばれます。

router ospf instance-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
router ospf isp

ステップ 2   

OSPFv2プロセスの NSRをイネーブルにします。nsr

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
nsr

ステップ 3   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイ
ルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。
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OSPFv3 のノンストップルーティングのイネーブル化
このタスクでは、OSPFv3プロセスのノンストップルーティング（NSR）をイネーブルにする方
法を説明します。 NSRはデフォルトでディセーブルになっています。 NSRをイネーブルにする
と、アクティブな RPの OSPFプロセスは必要なすべてのデータと状態をスタンバイ RPの OSPF
プロセスと同期します。スイッチオーバーが発生すると、新たにアクティブになったRPのOSPF
プロセスには実行の継続に必要なすべてのデータと状態が含まれており、ネイバーからの援助は

必要ありません。

手順の概要

1. configure
2. router ospfv3 instance-id
3. nsr
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティングをイネー
ブルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルータを配

router ospfv3 instance-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospfv3 isp

ステップ 2   

置します。この例では、OSPFインスタンスは ispと呼ばれま
す。

OSPFv3プロセスの NSRをイネーブルにします。nsr

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)#
nsr

ステップ 3   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変
更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

OSPF SPF プレフィックスプライオリティの設定
このタスクを実行して、 OSPF SPF（Shortest Path First）プレフィックスプライオリティを設定し
ます。
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手順の概要

1. configure
2. prefix-set prefix-set name
3. route-policy route-policy name if destination in prefix-set name then set spf-priority {critical |

high |medium} endif
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• router ospf ospf-name

• router ospfv3 ospfv3-name

5. spf prefix-priority route-policy route-policy name
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

7. show rpl route-policy route-policy name detail

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

プレフィックスセットを設定します。prefix-set prefix-set name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#prefix-set

ステップ 2   

ospf-critical-prefixes
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pfx)#66.0.0.0/16
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pfx)#end-set

ルートポリシーと OSPF SPFプライオリティを設定
します。

route-policy route-policy name if destination in
prefix-set name then set spf-priority {critical | high
|medium} endif

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#route-policy
ospf-spf-priority
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)#if destination
in ospf-critical-prefixes then
set spf-priority critical
endif
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)#end-policy
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目的コマンドまたはアクション

ルータ OSPFコンフィギュレーションモードを開始
します。

次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• router ospf ospf-name

• router ospfv3 ospfv3-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# router ospf 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# router ospfv3 1

定義されているルートポリシーの SPFプレフィック
スプライオリティを設定します。

spf prefix-priority route-policy route-policy name

例：

ステップ 5   

OSPFルータで spf prefix-priorityコマンド
を設定します。

（注）
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospfv3)#spf
prefix-priority route-policy ospf3-spf-priority

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用しま
す。
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目的コマンドまたはアクション

SPFのプレフィックスプライオリティのセットを表
示します。

show rpl route-policy route-policy name detail

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#show rpl route-policy

ステップ 7   

ospf-spf-priority detail
prefix-set ospf-critical-prefixes
66.0.0.0/16

end-set
!
route-policy ospf-spf-priority
if destination in ospf-critical-prefixes

then
set spf-priority critical

endif
end-policy
!

OSPFv2 の multicast-intact のイネーブル化
このオプションの手順では、IPv4アドレスを使用する OSPFv2ルータの multicast-intactをイネー
ブルにする方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf instance-id
3. mpls traffic-eng multicast-intact
4. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングをイネー
ブルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルータを

router ospf instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospf isp

ステップ 2   

配置します。この例では、OSPFインスタンスは ispと呼ばれ
ます。

multicast-intactをイネーブルにします。mpls traffic-eng multicast-intact

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# mpls
traffic-eng multicast-intact

ステップ 3   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーション

セッションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。
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インターフェイスの VRF への関連付け
このタスクでは、VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスにインターフェイスを関連
付ける方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. vrf vrf-name
4. interface type interface-path-id
5. ipv4 address ip-address mask
6. ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length [ eui-64 ]
7. ipv4 mtu mtu
8. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティング
をイネーブルにし、ルータコンフィギュレーション

モードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# vrf vrf1

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

始して、1つ以上のインターフェイスを VRFに関連付
けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)#
interface GigabitEthernet 0/0/0/0

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

IPアドレスとサブネットマスクをインターフェイスに
割り当てます。

ipv4 address ip-address mask

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address
172.18.189.38 255.255.255.224

ステップ 5   

インターフェイスに割り当てられた IPv6アドレスを指
定し、インターフェイスでの IPv6処理をイネーブルに
します。

ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length [ eui-64 ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6 address
2001:0DB8:C18:1::64

ステップ 6   

•スラッシュ記号（/）は、prefix-length引数の前に置
かれ、ipv6-prefix引数とスラッシュ記号の間にス
ペースは入りません。

各インターフェイスにおいて送信される IPv4パケット
の最大伝送単位（MTU）サイズを設定します。

ipv4 mtu mtu

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 mtu
300

ステップ 7   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 8   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィ

ギュレーションセッションは終了せず、設定

変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

プロバイダーエッジからカスタマーエッジ（PE-CE）プロトコルとし
ての OSPF の設定

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. vrf vrf-name
4. router-id { router-id }
5. redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2 | level-2 } [metric metric-value ] [metric-type

type-value ] [ match { external [ 1 | 2 ] }] [ tag tag-value ] route-policy policy-name]
6. area area-id
7. interface type interface-path-id
8. exit
9. domain-id [ secondary ] type { 0005 | 0105 | 0205 | 8005 } value value
10. domain-tag tag
11. disable-dn-bit-check
12. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPF
ルーティングをイネーブルにし、ルータ

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステッ

プ 2   
コンフィギュレーションモードでルータ

を配置します。
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目的コマンドまたはアクション

process-name引数は、40文字未
満の英数字です。

（注）

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# vrf vrf1

ステッ

プ 3   

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# router-id 192.168.4.3

ステッ

プ 4   
固定 IPv4アドレスをルータ ID
として使用することを推奨しま

す。

（注）

1つのルーティングドメインから別のルー
ティングドメインへのOSPFルートの再配
布

redistribute protocol [ process-id ] { level-1 | level-1-2 | level-2 }
[metric metric-value ] [metric-type type-value ] [match { external
[ 1 | 2 ] }] [ tag tag-value ] route-policy policy-name]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# redistribute bgp 1
level-1

ステッ

プ 5   

•このコマンドを実行すると、定義上
ルータが ASBRになります。

• OSPFは再配布によって学習したすべ
てのルートを externalとタグ付けしま
す。

•プロトコルとそのプロセス ID（設定
されている場合）は、OSPFに再配布
されるプロトコルを示します。

•メトリックは外部ルートに割り当て
るコストです。すべてのプロトコル

でデフォルトは 20です。ただし、
BGPのデフォルトのメトリックは 1
です。

•この例では、BGP自律システム 1、
レベル 1のルートをOSPFにタイプ 2
の外部ルートとして再配布します。

エリアコンフィギュレーションモードを

開始し、OSPFプロセスのエリアを設定し
ます。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# area 0

ステッ

プ 6   

• area-id引数は、area 1000や
area 0.0.3.232など、ドット区切りや
IPv4アドレス形式で入力できます。
ただし、1つのエリアでは同じ形式を
選択する必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始して、1つ以上のインター
フェイスを VRFに関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# interface
GigabitEthernet 0/0/0/0

ステッ

プ 7   

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。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit

ステッ

プ 8   

OSPF VRFのドメイン IDを指定します。domain-id [ secondary ] type { 0005 | 0105 | 0205 | 8005 }
value value

ステッ

プ 9   • value 引数は 6オクテットの 16進数
です。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# domain-id type 0105
value 1AF234

OSPF VRFドメインタグを指定します。domain-tag tag

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-0spf-vrf)# domain-tag 234

ステッ

プ 10   • tagの有効範囲は、0～ 4294967295で
す。

ダウンビットを無視するように設定しま

す。

disable-dn-bit-check

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# disable-dn-bit-check

ステッ

プ 11   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 12   •• endコマンドを実行すると、変更をコ
ミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# end

them before
exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# commit
◦ yesと入力すると、実行コンフィ
ギュレーションファイルに変更

が保存され、コンフィギュレー

ションセッションが終了して、

ルータが EXECモードに戻りま
す。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュ
レーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻
ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコ
ンフィギュレーションセッショ

ンが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされま

せん。

•実行コンフィギュレーションファイ
ルに変更を保存し、コンフィギュレー

ションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

複数の OSPF インスタンスの作成（OSPF プロセスおよび VRF）
このタスクでは、複数の OSPFインスタンスの作成方法を説明します。この場合、インスタンス
は通常の OSPFインスタンスと VRFインスタンスです。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. exit
6. vrf vrf-name
7. area area-id
8. interface type interface-path-id
9. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit
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手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字
です。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、

バックボーンエリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

ステップ 3   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。 IPv4アドレス形式を使用
することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関
連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 4   

OSPFコンフィギュレーションモードを開始します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# exit

ステップ 5   

VRFインスタンスを作成し、VRFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# vrf vrf1

ステップ 6   

エリアコンフィギュレーションモードを開始して、

OSPFプロセスで VRFインスタンスのエリアを設定
します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# area 0

ステップ 7   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始して、1つ以上のインターフェイスを VRFに関
連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-vrf)# interface
GigabitEthernet 0/0/0/0

ステップ 8   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 9   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# end

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コン

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# commit フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を
保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

マルチエリアの隣接関係の設定

このタスクでは、OSPFのプライマリインターフェイスで複数のエリアを作成する方法について
説明します。
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はじめる前に

OSFスピーカーが2つだけアタッチされている任意のインターフェイスでは、マルチエリアの
隣接関係を設定できます。ネイティブブロードキャストネットワークの場合、network
point-to-pointコマンドを使用して OPSFポイントツーポイントタイプとしてインターフェイ
スを設定し、マルチエリアの隣接関係のインターフェイスをイネーブルにする必要がありま

す。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. area area-id
6. multi-area-interface type interface-path-id
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティン
グをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーショ

ンモードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステッ

プ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字
です。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、バッ

クボーンエリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 0

ステッ

プ 3   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
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目的コマンドまたはアクション

する必要があります。 IPv4アドレス形式を使用
することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関
連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
Serial 0/1/0/3

ステッ

プ 4   

エリアコンフィギュレーションモードを開始し、複

数エリア隣接関係に使用されるエリアを設定します。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステッ

プ 5   

• area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、
ドット区切りや IPv4アドレス形式で入力できま
す。ただし、1つのエリアでは同じ形式を選択
する必要があります。 IPv4アドレス形式を使用
することを推奨します。

異なるOSPFエリアに対して複数の隣接関係をイネー
ブルにし、マルチエリア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

multi-area-interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
multi-area-interface Serial 0/1/0/3

ステッ

プ 6   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 7   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if-mif)# end

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コン

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if-mif)#
commit

フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を
保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

OSPF のラベル配布プロトコル IGP 自動設定の設定
このタスクでは、OSPFインスタンスに対するLDP自動設定を設定する方法について説明します。

オプションで、OSPFインスタンスのエリアにこの機能を設定できます。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. mpls ldp auto-config
4. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングをイネー
ブルにし、ルータコンフィギュレーションモードでルータを

配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

OSPFインスタンスの LDP IGPインターフェイスの自動設定を
イネーブルにします。

mpls ldp auto-config

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
mpls ldp auto-config

ステップ 3   

•任意で、このコマンドをOSPFインスタンスのエリアに設
定されます。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

LDP IGP 同期の設定：OSPF
このタスクを実行して、OSPFで LDP IGP同期を設定します。

デフォルトでは、LDPと IGP間の同期は行われません。（注）
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手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• mpls ldp sync

• area area-idmpls ldp sync

• area area-id interface namempls ldp sync

4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

OSPFルーティングプロセスを識別し、OSPFコンフィギュレー
ションモードを開始します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
ospf 100

ステップ 2   

インターフェイスで LDP IGP同期をイネーブルにします。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 3   

• mpls ldp sync

• area area-idmpls ldp sync

• area area-id interface namempls ldp
sync

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
mpls ldp sync

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#
commit

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

OSPF の認証メッセージダイジェスト管理の設定
このタスクでは、OSPFインターフェイスのキーチェーンの認証を管理する方法を説明します。

はじめる前に

このタスクを実行するには、有効なキーチェーンを設定する必要があります。

キーチェーンとそれに関連付けられている属性の設定方法については、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router System Security ConfigurationGuide』の「ImplementingKeyChainManagement
on Cisco ASR 9000シリーズルータ 」モジュールを参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. area area-id
5. interface type interface-path-id
6. authentication message-digest keychain keychain
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングを
イネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router id
192.168.4.3

ステップ 3   

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）

エリアコンフィギュレーションモードを開始します。area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステップ 4   

area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット
区切りや IPv4アドレス形式で入力できます。ただし、
1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。
IPv4アドレス形式を使用することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関連付
けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEthernet0/4/0/1

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

MD5キーチェーンを設定します。authentication message-digest keychain keychain

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#

ステップ 6   

この例では、この手順を実行する前にospf_intl
キーチェーンを設定する必要があります。

（注）

authentication message-digest keychain
ospf_int1

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 7   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

例

次の例は、5つのキー IDを持つキーチェーン ospf_intf_1の設定方法を示します。各キー IDは異
なる send-lifetime値で設定されます。ただし、すべてのキー IDはキーに同じテキスト文字列を指
定します。

key chain ospf_intf_1
key 1
send-lifetime 11:30:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5T
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key-string clear ospf_intf_1
key 2
send-lifetime 11:40:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1
key 3
send-lifetime 11:50:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1
key 4
send-lifetime 12:00:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1
key 5
send-lifetime 12:10:30 May 1 2007 duration 600
cryptographic-algorithm MD5
key-string clear ospf_intf_1

次の例は、ギガビットイーサネットインターフェイス 0/4/0/1でキーチェーン認証がイネーブル
であることを示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 interface GigabitEthernet0/4/0/1

GigabitEthernet0/4/0/1 is up, line protocol is up
Internet Address 100.10.10.2/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 2.2.2.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.1, Interface address 100.10.10.2
Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 100.10.10.1
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:02

Index 3/3, flood queue length 0
Next 0(0)/0(0)
Last flood scan length is 2, maximum is 16
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 1.1.1.1 (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)
Keychain-based authentication enabled
Key id used is 3

Multi-area interface Count is 0

次に、アクティブに設定されたキーの出力の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show key chain ospf_intf_1

Key-chain: ospf_intf_1/ -

Key 1 -- text "0700325C4836100B0314345D"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:30:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 2 -- text "10411A0903281B051802157A"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:40:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 3 -- text "06091C314A71001711112D5A"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 11:50:30, 01 May 2007 - (Duration) 600 [Valid now]
Accept lifetime: Not configured

Key 4 -- text "151D181C0215222A3C350A73"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 12:00:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured

Key 5 -- text "151D181C0215222A3C350A73"
cryptographic-algorithm -- MD5
Send lifetime: 12:10:30, 01 May 2007 - (Duration) 600
Accept lifetime: Not configured
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OSPF の一般 TTL セキュリティメカニズム（GTSM）の設定
このタスクでは、GTSMのインターフェイスにおけるセキュリティの存続可能時間メカニズムの
設定方法を説明します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. router-id { router-id }
4. log adjacency changes [ detail | disable ]
5. nsf { cisco [ enforce global ] | ietf [ helper disable ]}
6. timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait
7. area area-id
8. interface type interface-path-id
9. security ttl [ disable | hops hop-count ]
10. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

11. show ospf [ process-name ] [ vrf vrf-name ] [ area-id ] interface [ type interface-path-id ]

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティング
をイネーブルにし、ルータコンフィギュレーション

モードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 2   

process-name引数は、40文字未満の英数字で
す。

（注）

OSPFプロセスのルータ IDを設定します。router-id { router-id }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# router id
10.10.10.100

ステップ 3   

固定 IPv4アドレスをルータ IDとして使用す
ることを推奨します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ネイバー変更の通知を要求します。log adjacency changes [ detail | disable ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# log
adjacency changes detail

ステップ 4   

•デフォルトでは、この機能はイネーブルです。

•ネイバー変更によって生成されたメッセージは通
知と見なされます。このメッセージは logging
consoleコマンドで重大度レベル 5に分類されま
す。 logging consoleコマンドではどの重大度レベ
ルのメッセージをコンソールに送信するかを制御

します。デフォルトでは、すべての重大度レベル

のメッセージが送信されます。

（任意）NSF OSPFプロトコルを設定します。nsf { cisco [ enforce global ] | ietf [ helper disable
]}

ステップ 5   

この例ではグレースフルリスタートをイネーブルにし

ます。
例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# nsf ietf

（任意）SPFスロットリングタイマーを設定します。timers throttle spf spf-start spf-hold spf-max-wait

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# timers
throttle spf 500 500 10000

ステップ 6   

エリアコンフィギュレーションモードを開始します。area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# area 1

ステップ 7   

area-id引数は、area 1000や area 0.0.3.232など、ドット
区切りや IPv4アドレス形式で入力できます。ただし、
1つのエリアでは同じ形式を選択する必要があります。
IPv4アドレス形式を使用することを推奨します。

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関連付
けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
interface GigabitEternet0/5/0/0

ステップ 8   

OSPFパケットの IPヘッダーのセキュリティ TTL値を
設定します。

security ttl [ disable | hops hop-count ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
security ttl hopes 2

ステップ 9   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar-if)#
commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィ

ギュレーションセッションは終了せず、設定

変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

OSPFインターフェイス情報を表示します。show ospf [ process-name ] [ vrf vrf-name ] [ area-id
] interface [ type interface-path-id ]

ステップ 11   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 interface
GigabitEthernet0/5/0/0

例

OSPFインターフェイスに設定されている GTSMセキュリティ TTL値を表示する出力例を次に示
します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 1 interface GigabitEthernet0/5/0/0

GigabitEthernet0/5/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 120.10.10.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 100.100.100.100, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
TTL security enabled, hop count 2
Designated Router (ID) 102.102.102.102, Interface address 120.10.10.3
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Backup Designated router (ID) 100.100.100.100, Interface address 120.10.10.1
Flush timer for old DR LSA due in 00:02:36
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05

Index 1/1, flood queue length 0
Next 0(0)/0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 4
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 102.102.102.102 (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)
Multi-area interface Count is 0

OSPF の設定と動作の確認
このタスクでは、OSPFの設定および操作を確認する方法について説明します。

手順の概要

1. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ]
2. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] border-routers [ router-id ]
3. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] database
4. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ area-id ] flood-list interface type interface-path-id
5. show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ vrf vrf-name ] [ area-id ] interface [ type interface-path-id

]
6. show { ospf | ospfv3 }[ process-name ] [ area-id ] neighbor [ t ype interface- path-id ] [ neighbor-id

] [ detail ]
7. clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] process
8. clear{ospf|ospfv3[ process-name ] redistribution
9. clear{ospf|ospfv3[ process-name ] routes
10. clear{ospf|ospfv3[ process-name ] vrf [vrf-name|all] {process |redistribution|routes|statistics [interface

type interface-path-id|message-queue|neighbor]}
11. clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] statistics [ neighbor [ type interface-path-id ] [ ip-address

]]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）OSPFルーティングプロセスに関す
る一般情報を表示します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf group1

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ABRおよび ASBRへの内部 OSPF
ルーティングテーブルエントリを表示しま

す。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] border-routers
[ router-id ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf group1
border-routers

ステップ 2   

（任意）特定のルータのOSPFデータベース
に関係する情報の一覧を表示します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] database

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf group2 database

ステップ 3   

•このコマンドは、さまざまな形式で、
異なる OSPF LSAに関する情報を提供
します。

（任意）インターフェイス上でのフラッディ

ングを待機しているOSPFLSAのリストを表
示します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ area-id ]
flood-list interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 100 flood-list
interface GigabitEthernet 0/3/0/0

ステップ 4   

（任意）OSPFインターフェイス情報を表示
します。

show { ospf | ospfv3 } [ process-name ] [ vrf vrf-name ]
[ area-id ] interface [ type interface-path-id ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 100 interface
GigabitEthernet 0/3/0/0

ステップ 5   

（任意）個々のインターフェイスに基づいた

OSPFネイバー情報を表示します。
show { ospf | ospfv3 }[ process-name ] [ area-id ]
neighbor [ t ype interface- path-id ] [ neighbor-id ] [ detail
]

ステップ 6   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ospf 100 neighbor

（任意）OSPFルータプロセスを停止および
再起動せずにリセットします。

clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] process

例：
RP/0/RSP0
/CPU0:router# clear ospf 100 process

ステップ 7   

OSPFルート再配布をクリアします。clear{ospf|ospfv3[ process-name ] redistribution

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#clear ospf 100 redistribution

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

OSPFルートテーブルをクリアします。clear{ospf|ospfv3[ process-name ] routes

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#clear ospf 100 routes

ステップ 9   

OSPFルートテーブルをクリアします。clear{ospf|ospfv3[ process-name ] vrf [vrf-name|all]
{process |redistribution|routes|statistics [interface type
interface-path-id|message-queue|neighbor]}

ステップ 10   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#clear ospf 100 vrf vrf_1
process

（任意）ネイバー状態遷移のOSPF統計情報
をクリアします。

clear { ospf | ospfv3 }[ process-name ] statistics [
neighbor [ type interface-path-id ] [ ip-address ]]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ospf 100 statistics

ステップ 11   

IP 高速再ルーティングループフリー代替の設定
この手順では、リンク障害周辺のトラフィックフローを収束させるために IP高速再ルーティング
（IPFRR）リンクごとのループフリー代替（LFA）計算をイネーブルにする方法について説明しま
す。

（注）

ブロードキャストリンクで保護をイネーブルにするには、OSPF下のインターフェイスで IPFRR
および双方向フォワーディング検出（BFD）をイネーブルにする必要があります。
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IPFRR LFA のイネーブル化

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. fast-reroute per-link { enable | disable }
6. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルーティ
ングをイネーブルにし、ルータコンフィギュレー

ションモードでルータを配置します。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf

ステップ 2   

エリアコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#area 1

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

を開始して、1つ以上のインターフェイスをエリア
に関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# interface
GigabitEternet0/5/0/0

ステップ 4   

インターフェイスのリンクごとのLFA計算をイネー
ブルまたはディセーブルにします。

fast-reroute per-link { enable | disable }

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#fast-reroute
per-link enable

ステップ 5   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# end

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コン

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# commit フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更
を保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用し
ます。
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リンクごとの IP 高速再ルーティングの計算からインターフェイスを除
外します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. area area-id
4. interface type interface-path-id
5. fast-reroute per-link exclude interface type interface-path-id
6. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

手順の詳細

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

指定したルーティングプロセスにOSPFルーティングを
イネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモー

ドでルータを配置します。

router ospf process-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf

ステップ 2   

エリアコンフィギュレーションモードを開始します。area area-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#area area-id

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

始して、1つ以上のインターフェイスをエリアに関連付
けます。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#interface
type interface-path-id

ステップ 4   

リンクごとの IP高速再ルーティングの計算からインター
フェイスを除外します。

fast-reroute per-link exclude interface type
interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
fast-reroute per-link exclude interface
GigabitEternet0/5/0/1

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

• commit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# commit レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

OSPF の実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

Cisco IOS XR ソフトウェア OSPF Version 2 の設定：例
次の例では、のエリアのCisco IOS XRソフトウェアOSPFインターフェイスの設定方法を示しま
す。

エリア 0は areaコマンドで明示的に設定する必要があり、10.1.2.0から 10.1.2.255の範囲にあるす
べてのインターフェイスはエリア 0にバインドされます。インターフェイスは（エリアコンフィ
ギュレーションモードにルータがある間に）interfaceコマンドで設定され、インターフェイスス
テートメントには areaキーワードを含めません。
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Cisco IOS XR ソフトウェア設定

interface GigabitEthernet 0/3/0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.255
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 10.2.3.4
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/0

!
!

次の例では、Cisco IOS XRソフトウェアのエリアでの OSPFインターフェイスパラメータの設定
方法を示します。

Cisco IOSXRソフトウェアでは、OSPFインターフェイスの固有のパラメータがインターフェイス
コンフィギュレーションモードで設定され、エリア 0に明示的に定義されます。さらに、ip ospf
キーワードは必要なくなります。

Cisco IOS XR ソフトウェアの設定

interface GigabitEthernet 0/3/0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 10.2.3.4
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
cost 77
mtu-ignore
authentication message-digest
message-digest-key 1 md5 0 test

!
!

次の例では Cisco IOS XRソフトウェアの階層 CLI構造を示します。

Cisco IOS XRソフトウェアでは、OSPFエリアは明示的に設定する必要があり、エリアコンフィ
ギュレーションモードで設定されたインターフェイスは、そのエリアに明示的にバインドされて

います。この例では、インターフェイス 10.1.2.0/24がエリア 0に、インターフェイス 10.1.3.0/24
がエリア 1にバインドされています。

Cisco IOS XR ソフトウェアの設定

interface GigabitEthernet 0/3/0/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 10.2.3.4
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
!
area 1
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
!
!
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OSPF Version 2 の CLI 継承および優先：例
次の例では、OSPFトポロジの異なる階層レベルでコストパラメータを設定します。また、パラ
メータが継承される方法と 1つの設定だけが優先される方法について説明します。優先ルールに
従って、最も明示的な設定が使用されます。

コストパラメータは、OSPFプロセスのルータコンフィギュレーションモードで 5に設定されま
す。エリア 1はコストを 15に、エリア 6はコストを 30に設定します。エリア 0またはそのイン
ターフェイスではコストが設定されていないため、エリア0のすべてのインターフェイスはOSPF
プロセスの 5のコストを継承します。

エリア 1のすべてのインターフェイスには 15のコストがあります。これは、エリア 1でコストが
設定され、ルータコンフィギュレーションモードで設定された5が15で上書きされるためです。

エリア 4ではコストを設定しませんが、ギガビットイーサネットインターフェイス 01/0/2ではコ
ストを 20に設定します。エリア 4の残りのインターフェイスには、OSPFプロセスから継承され
た 5のコストがあります。

エリア6はコストを30に設定し、ギガビットイーサネットインターフェイス0/1/0/3および0/2/0/3
によって継承されます。ギガビットイーサネットインターフェイス 0/3/0/3は 1のコストを使用
します。これはインターフェイスコンフィギュレーションモードで設定されます。

router ospf 1
router-id 10.5.4.3
cost 5
area 0
interface GigabitEthernet 0/1/0/0
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
!
!
area 1
cost 15
interface GigabitEthernet 0/1/0/1
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
!
!
area 4
interface GigabitEthernet 0/1/0/2
cost 20
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/2
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/2
!
!
area 6
cost 30
interface GigabitEthernet 0/1/0/3
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/3
!
interface GigabitEthernet 0/3/0/3
cost 1
!
!
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OSPF Version 2 の MPLS TE：例
次の例では、MPLS TEの OSPF部分の設定方法を示します。ただし、引き続きMPLS TEトポロ
ジを構築して、MPLSTEトンネルを作成する必要があります。詳細については、『CiscoASR9000
Series Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参照してください。

この例では、ループバックインターフェイス 0がエリア 0に関連付けられ、MPLS TEがエリア 0
内で設定されています。

interface Loopback 0
address 10.10.10.10 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
address 10.1.2.2 255.255.255.0
!
router ospf 1
router-id 10.10.10.10
nsf
auto-cost reference-bandwidth 10000
mpls traffic-eng router-id Loopback 0
area 0
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
interface Loopback 0

OSPFv3 の集約を持つ ABR：例
次の例では、エリア 1からバックボーンに集約されたプレフィックス範囲 2300::/16を示します。

router ospfv3 1
router-id 192.168.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
range 2300::/16
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPFv3 の ABR スタブエリア：例
エリア 1がスタブエリアとして設定される例を次に示します。

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
stub
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
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OSPFv3 の ABR 完全スタブエリア：例
エリア 1が完全スタブエリアとして設定される例を次に示します。

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
stub no-summary
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPF SPF プレフィックスプライオリティの設定：例
この例では、/32プレフィックスを一般的に mediumプライオリティに設定し、一部の /32および
/24プレフィックスを criticalプライオリティおよび highプライオリティキューに設定する方法を
示します。

prefix-set ospf-critical-prefixes
192.41.5.41/32,
11.1.3.0/24,
192.168.0.44/32
end-set
!
prefix-set ospf-high-prefixes
44.4.10.0/24,
192.41.4.41/32,
41.4.41.41/32
end-set
!
prefix-set ospf-medium-prefixes
0.0.0.0/0 ge 32
end-set
!

route-policy ospf-priority
if destination in ospf-high-prefixes then
set spf-priority high

else
if destination in ospf-critical-prefixes then
set spf-priority critical

else
if destination in ospf-medium-prefixes then
set spf-priority medium

endif
endif

endif
end-policy

OSPFv2
router ospf 1

spf prefix-priority route-policy ospf-priority
area 0
interface POS0/3/0/0
!
!
area 3
interface GigabitEthernet0/2/0/0
!
!
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area 8
interface GigabitEthernet0/2/0/0.590

OSPFv3
router ospfv3 1

spf prefix-priority route-policy ospf-priority
area 0
interface POS0/3/0/0
!
!
area 3
interface GigabitEthernet0/2/0/0
!
!
area 8
interface GigabitEthernet0/2/0/0.590

OSPFv3 のルート再配布：例
次の例では、プレフィックスリストを使用して、他のプロトコルから再配布されるルートを制限

します。

上位 32ビットの 9898:1000および 32から 64のプレフィックス長を持つルートだけが BGP 42か
ら再配布されます。このパターンに一致しないルートだけが BGP 1956から再配布されます。

ipv6 prefix-list list1
seq 10 permit 9898:1000::/32 ge 32 le 64
ipv6 prefix-list list2
seq 10 deny 9898:1000::/32 ge 32 le 64
seq 20 permit ::/0 le 128
router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
redistribute bgp 42
redistribute bgp 1956
distribute-list prefix-list list1 out bgp 42
distribute-list prefix-list list2 out bgp 1956
area 1
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPFv3 のエリア 1 から設定された仮想リンク：例
この例では、エリア 0と 1および仮想リンク 10.0.0.217と 10.0.0.212で構成される OSPFv3トポロ
ジのエリア 1からバックボーンを接続するように仮想リンクを設定する方法を説明します。

ABR 1 の設定

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.217
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
area 1
virtual-link 10.0.0.212
interface GigabitEthernet 0/2/0/0
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ABR 2 の設定

router ospfv3 1
router-id 10.0.0.212
area 0
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
area 1
virtual-link 10.0.0.217
interface GigabitEthernet 0/2/0/0

OSPF Version 2 の MD5 認証を使用して設定された仮想リンク：例
次の例では、バックボーンへの仮想リンクを設定して、MD5認証を適用する方法を示します。説
明されている手順は、仮想リンクの各端にある両方の ABRで実行する必要があります。

ABRを明示的に設定したら、そのインターフェイスの値を上書きし、明示的に設定しないかぎ
り、エリアにバインドされているすべてのインターフェイスにコンフィギュレーションが継承さ

れます。

仮想リンクを理解するには、OSPFの仮想リンクおよび中継エリア, （15ページ）を参照してく
ださい。

この例では、ルータ ABR1のすべてのインターフェイスはMD5認証を使用します。

router ospf ABR1
router-id 10.10.10.10
authentication message-digest
message-digest-key 100 md5 0 cisco
area 0
interface GigabitEthernet 0/2/0/1
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
area 1
interface GigabitEthernet 0/3/0/1
virtual-link 10.10.5.5

!
!

この例では、ルータ ABR3のエリア 1インターフェイスだけがMD5認証を使用します。

router ospf ABR2
router-id 10.10.5.5
area 0
area 1
authentication message-digest
message-digest-key 100 md5 0 cisco
interface GigabitEthernet 0/9/0/1
virtual-link 10.10.10.10
area 3
interface Loopback 0
interface GigabitEthernet 0/9/0/0

!

OSPF Version 2 に設定された VPN バックボーンと模造リンク：例
次の例では、VPNバックボーンと模造リンクの接続を確立するようにプロバイダーエッジ（PE）
ルータを設定する方法を示します。

logging console debugging
vrf vrf_1
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address-family ipv4 unicast
import route-target
100:1
!
export route-target
100:1
!

!
!
interface Loopback0
ipv4 address 2.2.2.1 255.255.255.255
!
interface Loopback1
vrf vrf_1
ipv4 address 10.0.1.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/2/0/2
vrf vrf_1
ipv4 address 100.10.10.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/2/0/3
ipv4 address 100.20.10.2 255.255.255.0
!
!

route-policy pass-all
pass
end-policy
!
router ospf 1
log adjacency changes
router-id 2.2.2.2
vrf vrf_1
router-id 22.22.22.2
domain-id type 0005 value 111122223333
domain-tag 140
nsf ietf
redistribute bgp 10
area 0
sham-link 10.0.1.3 10.0.0.101
!
interface GigabitEthernet0/2/0/2
!

!
!
!
router ospf 2
router-id 2.22.2.22
area 0
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/2/0/3
!
!

!
router bgp 10
bgp router-id 2.2.2.1
bgp graceful-restart restart-time 300
bgp graceful-restart
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
neighbor 2.2.2.2
remote-as 10
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
!
vrf vrf_1
rd 100:1
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address-family ipv4 unicast
redistribute connected route-policy pass-all
redistribute ospf 1 match internal external
!
!
!
mpls ldp
router-id 2.2.2.1
interface GigabitEthernet0/2/0/3
!
!

次の作業
OSPF Version 2の RPLからルートマップを設定するには、「 Cisco ASR 9000シリーズルータ へ
のルーティングポリシーの実装」モジュールを参照してください。

MPLS TEトポロジを構築するには、トンネルを作成し、OSPF Version 2のトンネルを介して転送
を設定します。『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参
照してください。

その他の関連資料
ここでは、OSPFの実装に関する関連資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Routing Command Reference』

OSPFおよび OSPFv3のコマンド：すべてのコ
マンド構文、コマンドモード、コマンド履歴、

デフォルト値、使用上の注意事項、例

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MPLS Configuration Guide』の
「Implementing MPLS Traffic Engineering on Cisco
ASR 9000シリーズルータ」モジュール

MPLS TE機能情報

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MIB Specification Guide』

MIBリファレンス

標準

タイトル標準

『OSPF Multi-Area Adjacency』draft-ietf-ospf-multi-area-adj-07.txt

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーション
ガイドリリース 4.3.x

122 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの OSPF の実装
次の作業



タイトル標準

『OSPF Protocol Extensions for Path Computation
Element（PCE）』

draft-ietf-pce-disco-proto-ospf-08.txt

『LDP IGP Synchronization』draft-ietf-mpls-igp-sync-00.txt

『OSPFv3 Graceful Restart』draft-ietf-ospf-ospfv3-graceful-restart-07.txt

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

—

RFC

タイトルRFC

『The OSPF NSSA Option』RFC 1587

『Extending OSPF to Support Demand Circuits』RFC 1793

『OSPF Version 2』RFC 2328

『The OSPF Opaque LSA Option』RFC 2370

『OSPF for IPv6』RFC 2740

『The OSPFNot-So-Stubby Area (NSSA) Option』RFC 3101

『OSPF Stub Router Advertisement』RFC 3137

『Alternative Implementations of OSPFArea Border
Routers』

RFC 3509

『Graceful OSPF Restart』RFC 3623

『Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF
Version 2』

RFC 3630
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タイトルRFC

『The Generalized TTL Security Mechanism
(GTSM)』

RFC 3682

『Calculating Interior Gateway Protocol (IGP) Routes
Over Traffic Engineering Tunnels』

RFC 3906

『OSPF Refresh and Flooding Reduction in Stable
Topologies』

RFC 4136

『Label Switched Paths (LSP) Hierarchy with
Generalized Multi-Protocol Label Switching
(GMPLS) Traffic Engineering (TE)』

RFC 4206

『Protocol Extensions for Support of Diffserv-aware
MPLS Traffic Engineering』

RFC 4124

『Using a Link State Advertisement (LSA) Options
Bit to Prevent Looping in BGP/MPLS IP Virtual
Private Networks (VPNs) ownbit Extension for
L3VPN』

RFC 4576

『OSPF as the Provider/Customer Edge Protocol for
BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)』

RFC 4577

『OSPF Version 2Management Information Base』RFC 4750

『OSPF Out-of-Band Link State Database (LSDB)
Resynchronization』

RFC 4811

『OSPF Restart Signaling』RFC 4812

『OSPF Link-Local Signaling』RFC 4813

『Extensions to OSPF for Advertising Optional
Router Capabilities』

RFC 4970

OSPFv3の管理情報ベース（MIB）RFC 5643
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。
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