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OSPF の設定
この章では、Open Shortest Path First（OSPF）ルーティング プロトコルを使用してデータをルーティ
ングし、認証を実行し、ルーティング情報を再配布するように ASA を設定する方法について説明しま
す。
この章は、次の項目を取り上げます。

• 「OSPF に関する情報」（P.27-1）
• 「OSPF のライセンス要件」（P.27-3）
• 「ガイドラインと制限事項」（P.27-4）
• 「OSPFv2 の設定」（P.27-5）
• 「OSPFv2 のカスタマイズ」（P.27-6）
• 「OSPFv3 の設定」（P.27-17）
• 「OSPF 設定の削除」（P.27-39）
• 「OSPFv2 の設定例」（P.27-39）
• 「OSPFv3 の設定例」（P.27-40）
• 「OSPF のモニタリング」（P.27-42）
• 「その他の参考資料」（P.27-45）
• 「OSPF の機能履歴」（P.27-45）

OSPF に関する情報
OSPF は、パスの選択に距離ベクトル型ではなくリンク ステートを使用する Interior Gateway Routing
Protocol（IGRP）です。OSPF は、ルーティング テーブル アップデートではなく、リンクステート ア
ドバタイズメントを伝搬します。ルーティング テーブル全体ではなく LSA だけが交換されるため、
OSPF ネットワークは RIP ネットワークよりも迅速に収束します。
OSPF は、リンクステート アルゴリズムを使用して、すべての既知の宛先までの最短パスを構築およ
び計算します。OSPF エリア内の各ルータには、ルータが使用可能なインターフェイスと到達可能なネ
イバーそれぞれのリストである同一のリンクステート データベースが置かれています。

RIP に比べると OSPF は次の点で有利です。
• OSPF のリンクステート データベースのアップデート送信は RIP ほど頻繁ではありません。また、
古くなった情報のタイムアウトで徐々にアップデートされるのではなく、リンクステート データ
ベースは瞬時にアップデートされます。
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OSPF に関する情報

• ルーティング決定はコストに基づいて行われます。これは、特定のインターフェイスを介してパ
ケットを送信するためにオーバーヘッドが必要であることを示しています。ASA は、インター
フェイスのコストをリンク帯域幅に基づいて計算し、宛先までのホップ数は使用しません。コスト
は優先パスを指定するために設定できます。
最短パス優先アルゴリズムの欠点は、CPU サイクルとメモリが大量に必要になることです。

ASA は、OSPF プロトコルのプロセス 2 つを異なるインターフェイス セット上で同時に実行できます。
同じ IP アドレスを使用する複数のインターフェイス（NAT ではこのようなインターフェイスは共存可
能ですが、OSPF ではアドレスの重複は許しません）があるときに、2 つのプロセスを実行する場合が
あります。あるいは、一方のプロセスを内部で実行しながら別のプロセスを外部で実行し、ルートのサ
ブセットをこの 2 つのプロセス間で再配布する場合もあります。同様に、プライベート アドレスをパ
ブリック アドレスから分離する必要がある場合もあります。
OSPF ルーティング プロセスには、別の OSPF ルーティング プロセスや RIP ルーティング プロセスか
ら、または OSPF 対応インターフェイスに設定されているスタティック ルートおよび接続されている
ルートから、ルートを再配布できます。

ASA では、次の OSPF の機能がサポートされています。
• エリア内ルート、エリア間ルート、および外部ルート（タイプ I とタイプ II）。
• 仮想リンク。
• LSA フラッディング。
• OSPF パケットの認証（パスワード認証と MD5 認証の両方）。
• ASA の指定ルータまたは指定バックアップ ルータとしての設定。ASA は、ABR として設定する
こともできます。

• スタブ エリアと not so stubby エリア。
• エリア境界ルータのタイプ 3 LSA フィルタリング。

OSPF は、MD5 とクリア テキスト ネイバー認証をサポートしています。OSPF と他のプロトコル
（RIP など）の間のルート再配布は、攻撃者によるルーティング情報の悪用に使用される可能性がある
ため、できる限りすべてのルーティング プロトコルで認証を使用する必要があります。
NAT が使用されている場合、OSPF がパブリック エリアおよびプライベート エリアで動作している場
合、またアドレス フィルタリングが必要な場合は、2 つの OSPF プロセス（1 つはパブリック エリア
用、1 つはプライベート エリア用）を実行する必要があります。
複数のエリアにインターフェイスを持つルータは、Area Border Router（ABR; エリア境界ルータ）と
呼ばれます。ゲートウェイとして動作し、OSPF を使用しているルータと他のルーティング プロトコ
ルを使用しているルータの間でトラフィックを再配布するルータは、Autonomous System Boundary
Router（ASBR; 自律システム境界ルータ）と呼ばれます。

ABR は LSA を使用して、使用可能なルータに関する情報を他の OSPF ルータに送信します。ABR タ
イプ 3 LSA フィルタリングを使用すると、ABR として機能する ASA を使用して、プライベート エリ
アとパブリック エリアを分けることができます。タイプ 3 LSA（エリア間ルート）は、プライベート
ネットワークをアドバタイズしなくても NAT と OSPF を一緒に使用できるように、1 つのエリアから
他のエリアにフィルタリングできます。

（注）

フィルタリングできるのはタイプ 3 LSA だけです。プライベート ネットワークで ASA を ASBR とし
て設定している場合は、プライベート ネットワークを記述するタイプ 5 LSA が送信され、パブリック
エリアを含む AS 全体に対してフラッディングされます。

NAT が採用されているが、OSPF がパブリック エリアだけで実行されている場合は、パブリック ネッ
トワークに対するルートを、デフォルトまたはタイプ 5 AS 外部 LSA としてプライベート ネットワー
ク内で再配布できます。ただし、ASA により保護されているプライベート ネットワークにはスタ
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ティック ルートを設定する必要があります。また、同一の ASA インターフェイス上で、パブリック
ネットワークとプライベート ネットワークを混在させることはできません。

ASA では、2 つの OSPF ルーティング プロセス（1 つの RIP ルーティング プロセスと 1 つの EIGRP
ルーティング プロセス）を同時に実行できます。

OSPFv2 および OSPFv3 間の実装の差異
OSPFv3 には、OSPFv2 との下位互換性はありません。OSPF を使用して、IPv4 および IPv6 トラ
フィックの両方をルーティングするには、OSPFv2 および OSPFv3 の両方を同時に実行する必要があ
ります。これらは互いに共存しますが、相互に連携していません。

OSPFv3 では、次の追加機能が提供されます。
• リンクごとのプロトコル処理。
• アドレッシング セマンティックの削除。
• フラッディング スコープの追加。
• リンクごとの複数インスタンスのサポート。
• ネイバー探索およびその他の機能に対する IPv6 リンクローカル アドレスの使用。
• プレフィックスおよびプレフィックス長として表される LSA。
• 2 つの LSA タイプの追加。
• 未知の LSA タイプの処理。
• RFC-4552 で指定されている OSPFv3 ルーティング プロトコル トラフィックの IPsec ESP 標準を
使用する認証サポート。

クラスタリングの使用
ダイナミック ルーティングおよびクラスタリングの詳細については、
「ダイナミック ルーティングおよ
びクラスタリング」（P.24-10）を参照してください。
クラスタリングの使用に関する詳細については、第 6 章「ASA のクラスタの設定」を参照してくださ
い。

OSPF のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

モデル

ライセンス要件

すべてのモデル

基本ライセンス
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ガイドラインと制限事項
この項では、この機能のガイドラインと制限事項について説明します。

コンテキスト モードのガイドライン

OSPFv2 は、シングル コンテキスト モードとマルチ コンテキスト モードをサポートしています。
OSPFv3 は、シングル モードのみをサポートしています。
ファイアウォール モードのガイドライン

OSPF は、ルーテッド ファイアウォール モードのみをサポートしています。OSPF は、トランスペア
レント ファイアウォール モードをサポートしません。

フェールオーバーのガイドライン

OSPFv2 および OSPFv3 は、ステートフル フェールオーバーをサポートしています。

IPv6 のガイドライン
• OSPFv2 は IPv6 をサポートしません。
• OSPFv3 は IPv6 をサポートしています。
• OSPFv3 は、IPv6 を使用して認証を行います。
• ASA は、OSPFv3 ルートが最適なルートの場合、IPv6 RIB にこのルートをインストールします。
• OSPFv3 パケットは、capture コマンドの IPv6 ACL を使用してフィルタリングで除外できます。
クラスタリングのガイドライン

• OSPFv2 および OSPFv3 は、クラスタリングをサポートします。
• OSPFv3 暗号化はサポートされていません。クラスタリング環境で OSPFv3 暗号化を設定しようと
すると、エラー メッセージが表示されます。

• スパンド インターフェイス モードでは、ダイナミック ルーティングは管理専用インターフェイス
でサポートされていません。

• 個別インターフェイス モードで、OSPFv2 または OSPFv3 ネイバーとしてマスター ユニットおよ
びスレーブ ユニットが確立されていることを確認します。

• OSPFv2 と EIGRP の両方を設定すると、スパンド インターフェイス モードまたは個別インター
フェイス モードのいずれかを使用できますが、2 つのモードを同時に使用することはできません。
• 個別インターフェイス モードでは、OSPFv2 との隣接関係は、マスター ユニットの共有インター
フェイスの 2 つのコンテキスト間でのみ確立できます。スタティック ネイバーの設定は、ポイン
トツーポイン リンクでのみサポートされます。したがって、インターフェイスで許可されるのは 1
つのネイバー ステートメントだけです。

• ルータ ID は、OSPFv2、OSPFv3、および EIGRP ルータ コンフィギュレーション モードでオプ
ションです。ルータ ID を明示的に設定しない場合、ルータ ID は自動的に生成され、各クラスタ
ユニットのデータ インターフェイスにおける最大の IPv4 アドレスに設定されます。
• クラスタ インターフェイス モードが設定されていない場合は、ルータ ID として単一のドット付き
10 進数の IPv4 アドレスだけが許可され、cluster pool オプションはディセーブルになります。
• クラスタ インターフェイス モードがスパンド コンフィギュレーションに設定されている場合は、
ルータ ID として単一のドット付き 10 進数の IPv4 アドレスだけが許可され、cluster pool オプ
ションはディセーブルになります。
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• クラスタ インターフェイス モードが個々のコンフィギュレーションに設定されている場合、
cluster pool オプションは必須となり、単一の、ドット付き 10 進数の IPv4 アドレスがルータ ID
として許可されません

• check-detail または nocheck オプションを指定せずに、クラスタ インターフェイス モードをスパ
ンド コンフィギュレーションから個々のコンフィギュレーション（またはその逆）に変更すると、
ルータ ID を含むコンフィギュレーション全体が削除されます。

• 新しいインターフェイス モードと互換性のないダイナミック ルーティング プロトコルのルータ ID
がある場合は、コンソールにエラー メッセージが表示され、インターフェイス モード CLI は失敗
します。エラー メッセージには、ダイナミック ルーティング プロトコル（OSPFv2、OSPFv3 お
よび EIGRP）ごとに 1 行があり、互換性のない設定が発生した各コンテキストの名前がリストさ
れます。

• nocheck オプションが cluster interface mode コマンドに指定されている場合は、インターフェイ
ス モードを変更できます。ただし、すべてのルータ ID の設定に新しいモードとの互換性があると
は限りません。

• クラスタがイネーブルの場合、ルータ ID の互換性チェックが繰り返されます。非互換性が検出さ
れた場合、cluster enable コマンドは失敗します。管理者は、クラスタをイネーブルにする前に互
換性のないルータ ID コンフィギュレーションを修正する必要があります。
• ユニットがスレーブとしてクラスタに参加する場合は、ルータ ID の互換性チェックが失敗しない
ように、cluster interface mode コマンドの nocheck オプションを指定することを推奨します。ス
レーブ ユニットは、マスター ユニットのルータ コンフィギュレーションを継承します。

• クラスタでマスターシップ ロールの変更が発生した場合、次の動作が発生します。
– スパンド インターフェイス モードでは、ルータ プロセスはマスター ユニットでのみアクティ
ブになり、スレーブ ユニットでは停止状態になります。コンフィギュレーションがマスター
ユニットと同期されているため、各クラスタ ユニットには同じルータ ID があります。その結
果、隣接ルータはロール変更時のクラスタのルータ ID の変更を認識しません。

– 個別インターフェイス モードでは、ルータ プロセスはすべての個別のクラスタ ユニットでア
クティブになります。各クラスタ ユニットは設定されたクラスタ プールから独自の個別の
ルータ ID を選択します。クラスタでマスターシップ ロールが変更されても、ルーティング ト
ポロジは変更されません。

その他のガイドライン
• OSPFv2 および OSPFv3 は 1 つのインターフェイス上での複数インスタンスをサポートしていま
す。

• OSPFv3 は、非クラスタ環境での ESP ヘッダーを介した暗号化をサポートしています。
• OSPFv3 は非ペイロード暗号化をサポートします。

OSPFv2 の設定
ここでは、ASA で OSPFv2 プロセスをイネーブルにする方法について説明します。

OSPFv2 をイネーブルにした後、ルート マップを定義する必要があります。詳細については、「ルート
マップの定義」（P.26-4）を参照してください。その後、デフォルト ルートを生成します。詳細につい
ては、「スタティック ルートおよびデフォルト ルートの設定」（P.25-3）を参照してください。
OSPFv2 プロセスのルート マップを定義した後で、ニーズに合わせてカスタマイズできます。ASA 上
「OSPFv2 のカスタマイズ」
（P.27-6）を参照
で OSPFv2 プロセスをカスタマイズする方法については、
してください。
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OSPFv2 をイネーブルにするには、OSPFv2 ルーティング プロセスを作成し、このルーティング プロ
セスに関連付ける IP アドレスの範囲を指定し、さらにその IP アドレスの範囲にエリア ID を割り当て
る必要があります。
最大 2 つの OSPFv2 プロセス インスタンスをイネーブルにできます。各 OSPFv2 プロセスには、独自
のエリアとネットワークが関連付けられます。

OSPFv2 をイネーブルにするには、次の手順を実行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPF ルーティング プロセスを作成して、この OSPF プロセス
のルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config)# router ospf 2

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。任意の正の整数が使用できます。この ID は内部
専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はあり
ません。最大 2 つのプロセスが使用できます。
ASA 上で OSPF プロセスが 1 つしかイネーブルになっていない
と、そのプロセスがデフォルトで選択されます。既存のエリアを
編集する場合、OSPF プロセス ID を変更できません。

ステップ 2

network ip_address mask area area_id

OSPF を実行する IP アドレスを定義し、そのインターフェイス
のエリア ID を定義します。

例：

新しいエリアを追加する場合、そのエリア ID を入力します。こ
のエリア ID には、10 進数か IP アドレスを指定できます。有効
な 10 進値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。既存のエリアを編
集する場合、エリア ID は変更できません。

hostname(config)# router ospf 2
hostname(config-rtr)# network 10.0.0.0
255.0.0.0 area 0

OSPFv2 のカスタマイズ
この項では、OSPFv2 プロセスをカスタマイズする方法について説明します。次の項目を取り上げま
す。

• 「OSPFv2 へのルートの再配布」（P.27-7）
• 「OSPFv2 にルートを再配布する場合のルート集約の設定」（P.27-8）
• 「OSPFv2 エリア間のルート集約の設定」（P.27-9）
• 「OSPFv2 インターフェイスのパラメータの設定」（P.27-10）
• 「OSPFv2 エリア パラメータの設定」（P.27-12）
• 「OSPFv2 NSSA の設定」（P.27-13）
• 「クラスタリングの IP アドレス プールの設定（OSPFv2 および OSPFv3）」（P.27-15）
• 「スタティック OSPFv2 ネイバーの定義」（P.27-15）
• 「ルート計算タイマーの設定」（P.27-16）
• 「ネイバーがアップ状態またはダウン状態になった時点でのロギング」（P.27-17）
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OSPFv2 へのルートの再配布
ASA は、OSPFv2 ルーティング プロセス間のルート再配布を制御できます。
（注）

指定されたルーティング プロトコルから、ターゲット ルーティング プロセスに再配布できるルートを
定義することでルートを再配布する場合は、デフォルト ルートを最初に生成する必要があります。「ス
（P.25-3）を参照し、その後に「ルート マップの定
タティック ルートおよびデフォルト ルートの設定」
義」（P.26-4）に従ってルート マップを定義します。
スタティック ルート、接続されているルート、RIP ルート、または OSPFv2 ルートを OSPFv2 プロセ
スに再配布するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPF ルーティング プロセスを作成し、再配布する OSPF プロ
セスのルータ コンフィギュレーション モードに入ります。

例：

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。任意の正の整数が使用できます。この ID は内部
専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はあり
ません。最大 2 つのプロセスが使用できます。

hostname(config)# router ospf 2

ステップ 2

選択したルート タイプを OSPF ルーティング プロセスに再配布するには、次のいずれかの手順を実行します。
接続済みルートを OSPF ルーティング プロセスに再配布します。

redistribute connected
[[metric metric-value]
[metric-type {type-1 | type-2}]
[tag tag_value] [subnets] [route-map
map_name]

例：
hostname(config)# redistribute connected 5
type-1 route-map-practice
redistribute static [metric metric-value]
[metric-type {type-1 | type-2}]
[tag tag_value] [subnets] [route-map
map_name

スタティック ルートを OSPF ルーティング プロセスに再配布し
ます。

例：
hostname(config)# redistribute static 5
type-1 route-map-practice
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コマンド

目的

redistribute ospf pid [match {internal |
external [1 | 2] | nssa-external [1 | 2]}]
[metric metric-value]
[metric-type {type-1 | type-2}]
[tag tag_value] [subnets] [route-map
map_name]

OSPF ルーティング プロセスのルートを別の OSPF ルーティン
グ プロセスに再配布できます。

例：
hostname(config)# route-map 1-to-2 permit
hostname(config-route-map)# match metric 1
hostname(config-route-map)# set metric 5
hostname(config-route-map)# set
metric-type type-1
hostname(config-route-map)# router ospf 2
hostname(config-rtr)# redistribute ospf 1
route-map 1-to-2
redistribute rip [metric metric-value]
[metric-type {type-1 | type-2}]
[tag tag_value] [subnets] [route-map
map_name]

このコマンドに match オプションを使用してルート プロパティ
を照合および設定することも、ルート マップを使用することも
できます。subnets オプションは、route-map コマンドで使用す
る場合と同じではありません。redistribute コマンドでルート
マップと match オプションの両方を使用した場合、これらは一
致している必要があります。
この例では、ルートをメトリック 1 に照合することによる、
OSPF プロセス 1 から OSPF プロセス 2 へのルートの再配布を示
しています。ASA は、これらのルートをメトリック 5、メト
リック タイプ 1 で外部 LSA として再配布します。

RIP ルーティング プロセスのルートを OSPF ルーティング プロ
セスに再配布できます。

例：
hostname(config)# redistribute rip 5
hostname(config-route-map)# match metric 1
hostname(config-route-map)# set metric 5
hostname(config-route-map)# set
metric-type type-1
hostname(config-rtr)# redistribute ospf 1
route-map 1-to-2
redistribute eigrp as-num
[metric metric-value]
[metric-type {type-1 | type-2}]
[tag tag_value] [subnets] [route-map
map_name]

EIGRP ルーティング プロセスのルートを OSPF ルーティング プ
ロセスに再配布できます。

例：
hostname(config)# redistribute eigrp 2
hostname(config-route-map)# match metric 1
hostname(config-route-map)# set metric 5
hostname(config-route-map)# set
metric-type type-1
hostname(config-rtr)# redistribute ospf 1
route-map 1-to-2

OSPFv2 にルートを再配布する場合のルート集約の設定
他のプロトコルからのルートを OSPF に再配布する場合、各ルートは外部 LSA で個別にアドバタイズ
されます。その一方で、指定したネットワーク アドレスとマスクに含まれる再配布ルートすべてに対
して 1 つのルートをアドバタイズするように ASA を設定することができます。この設定によって
OSPF リンクステート データベースのサイズが小さくなります。
指定した IP アドレス マスク ペアと一致するルートは廃止できます。ルート マップで再配布を制御す
るために、タグ値を一致値として使用できます。
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ネットワーク アドレスとマスクに含まれる再配布ルートすべてに対して 1 つのサマリー ルートをアド
バタイズするようにソフトウェアを設定するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPF ルーティング プロセスを作成して、この OSPF プロセス
のルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config)# router ospf 1

ステップ 2

summary-address ip_address mask
[not-advertise] [tag tag]

例：
hostname(config)# router ospf 1
hostname(config-rtr)# summary-address
10.1.0.0 255.255.0.0

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。任意の正の整数が使用できます。この ID は内部
専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はあり
ません。最大 2 つのプロセスが使用できます。
サマリー アドレスを設定します。
この例のサマリー アドレスの 10.1.0.0 には、10.1.1.0、10.1.2.0、
10.1.3.0 などのアドレスが含まれます。外部のリンクステート ア
ドバタイズメントでは、アドレス 10.1.0.0 だけがアドバタイズさ
れます。

OSPFv2 エリア間のルート集約の設定
ルート集約は、アドバタイズされるアドレスを統合することです。この機能を実行すると、1 つのサマ
リー ルートがエリア境界ルータを通して他のエリアにアドバタイズされます。OSPF のエリア境界
ルータは、ネットワークをある 1 つのエリアから別のエリアへとアドバタイズしていきます。あるエリ
アにおいて連続する複数のネットワーク番号が割り当てられている場合、指定された範囲に含まれるエ
リア内の個別のネットワークをすべて含むサマリー ルートをアドバタイズするようにエリア境界ルー
タを設定することができます。
ルート集約のアドレス範囲を定義するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPF ルーティング プロセスを作成して、この OSPF プロセス
のルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config)# router ospf 1

ステップ 2

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

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。任意の正の整数が使用できます。この ID は内部
専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はあり
ません。最大 2 つのプロセスが使用できます。
アドレス範囲を設定します。
この例では、アドレス範囲は OSPF エリア間で設定されます。

例：
hostname(config)# router ospf 1
hostname(config-rtr)# area 17 range
12.1.0.0 255.255.0.0
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OSPFv2 インターフェイスのパラメータの設定
必要に応じて一部のインターフェイス固有の OSPFv2 パラメータを変更できます。これらのパラメー
タは必ずしも変更する必要はありませんが、ospf hello-interval、ospf dead-interval、および ospf
authentication-key というインターフェイス パラメータは、接続されているネットワーク内のすべて
のルータで一致している必要があります。これらのパラメータのいずれかを設定する場合は、ネット
ワーク上のすべてのルータのコンフィギュレーションに適合する値にするようにしてください。

OSPFv2 インターフェイス パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPF ルーティング プロセスを作成し、再配布する OSPF プロ
セスのルータ コンフィギュレーション モードに入ります。

例：

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。任意の正の整数が使用できます。この ID は内部
専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はあり
ません。最大 2 つのプロセスが使用できます。

hostname(config)# router ospf 2

ステップ 2

network ip_address mask area area_id

OSPF を実行する IP アドレスを定義し、そのインターフェイス
のエリア ID を定義します。

例：
hostname(config)# router ospf 2
hostname(config-rtr)# network 10.0.0.0
255.0.0.0 area 0

ステップ 3

interface interface_name

インターフェイス コンフィギュレーション モードに入ることが
できます。

例：
hostname(config)# interface my_interface

ステップ 4

次のいずれかの手順を実行し、オプションの OSPF インターフェイス パラメータを設定します。

ospf authentication [message-digest | null]

インターフェイスの認証タイプを指定します。

例：
hostname(config-interface)# ospf
authentication message-digest

ospf authentication-key key
例：
hostname(config-interface)# ospf
authentication-key cisco

OSPF 簡易パスワード認証を使用しているネットワーク セグメ
ントに存在するネイバー OSPF ルータで使用するパスワードを
割り当てることができます。
key 引数には、最大 8 バイトの連続する文字列が指定できます。
このコマンドで作成するパスワードはキーとして使用され、こ
のキーは ASA のソフトウェアによるルーティング プロトコル パ
ケットの発信時に OSPF ヘッダーに直接挿入されます。各ネッ
トワークにはインターフェイスごとに個別のパスワードを割り
当てることができます。OSPF 情報を交換するには、同じネット
ワーク上のすべての隣接ルータが同じパスワードを持っている
必要があります。
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コマンド

目的

ospf cost cost

OSPF インターフェイスでパケットを送信するためのコストを明
示的に指定できます。cost は、1 ～ 65535 の整数です。

例：

この例では、cost は 20 に設定されています。

hostname(config-interface)# ospf cost 20

ospf dead-interval seconds

hello パケットが受信されなかったために、ネイバー OSPF ルー
タがダウンしているとデバイスが宣言する場合に必要な待機時
間を秒単位で設定できます。この値はネットワーク上のすべて
のノードで同じにする必要があります。

例：
hostname(config-interface)# ospf
dead-interval 40

この例では、dead 間隔は 40 に設定されています。

ospf hello-interval seconds

ASA が OSPF インターフェイスから hello パケットを送信する
時間間隔を指定できます。この値はネットワーク上のすべての
ノードで同じにする必要があります。

例：
hostname(config-interface)# ospf
hello-interval 10

この例では、hello 間隔は 10 に設定されています。

ospf message-digest-key key_id md5 key

OSPF MD5 認証をイネーブルにします。
次の引数を設定できます。

例：

• key_id：範囲 1 ～ 255 の識別子

hostname(config-interface)# ospf
message-digest-key 1 md5 cisco

• key：最大 16 バイトの英数字パスワード。
通常は、インターフェイスあたり 1 つのキーを使用して、パケッ
ト送信時に認証情報を生成するとともに着信パケットを認証し
ます。隣接ルータの同一キー識別子は、キー値を同一にする必
要があります。

1 インターフェイスで 2 つ以上のキーを保持しないことをお勧め
します。新しいキーを追加したらその都度古いキーを削除して、
ローカル システムが古いキー情報を持つ悪意のあるシステムと
通信を続けることのないようにしてください。古いキーを削除
すると、ロールオーバー中のオーバーヘッドを減らすことにも
なります。

ospf priority number_value

ネットワークの OSPF 指定ルータを決定するためのプライオリ
ティを設定できます。

例：

number_value の引数の範囲は 0 ～ 255 です。

hostname(config-interface)# ospf priority
20

この例では、プライオリティ番号の値は 20 に設定されていま
す。

ospf retransmit-interval seconds

OSPF インターフェイスに属する隣接ルータに LSA を再送信す
る間隔を秒単位で指定できます。

例：
hostname(config-interface)# ospf
retransmit-interval seconds

seconds の値は、接続されているネットワーク上の任意の 2 ルー
タ間で予想されるラウンドトリップ遅延よりも長い秒数でなけ
ればなりません。範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト値は、5
秒です。
この例では、retransmit-interval の値は 15 に設定されています。
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コマンド

目的

ospf transmit-delay seconds

OSPF インターフェイスでリンクステート アップデート パケッ
トを送信するために必要な予想時間を秒単位で設定できます。

seconds の値は、1 ～ 65535 秒です。デフォルト値は 1 秒です。

例：
hostname(config-interface)# ospf
transmit-delay 5

この例では、transmit-delay は 5 秒です。

ospf network point-to-point non-broadcast

インターフェイスをポイントツーポイントの非ブロードキャス
ト ネットワークとして指定します。

例：

インターフェイスをポイントツーポイントの非ブロードキャス
トとして指定するには、手動で OSPF ネイバーを定義する必要
があります。ダイナミック ネイバー探索はできません。詳細に
ついては、「スタティック OSPFv2 ネイバーの定義」（P.27-15）
を参照してください。さらに、そのインターフェイスに定義で
きる OSPF ネイバーは 1 つだけです。

hostname(config-interface)# ospf network
point-to-point non-broadcast

OSPFv2 エリア パラメータの設定
複数の OSPF エリア パラメータを設定できます。これらのエリア パラメータ（後述のタスク リストに
表示）には、認証の設定、スタブ エリアの定義、デフォルト サマリー ルートへの特定のコストの割り
当てがあります。認証では、エリアへの不正アクセスに対してパスワードベースで保護します。
スタブ エリアは、外部ルートの情報が送信されないエリアです。その代わりに、ABR で生成されるデ
フォルトの外部ルートがあり、このルートは自律システムの外部の宛先としてスタブ エリアに送信さ
れます。OSPF スタブ エリアのサポートを活用するには、デフォルトのルーティングをスタブ エリア
で使用する必要があります。スタブ エリアに送信される LSA の数をさらに減らすには、ABR で実行
する area stub コマンドで no-summary キーワードを使用して、スタブ エリアにサマリー リンク アド
バタイズメント（LSA タイプ 3）が送信されないようにします。
ネットワークに OSPFv2 エリア パラメータを指定するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPF ルーティング プロセスを作成し、再配布する OSPF プロ
セスのルータ コンフィギュレーション モードに入ります。

例：

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。任意の正の整数が使用できます。この ID は内部
専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はあり
ません。最大 2 つのプロセスが使用できます。

hostname(config)# router ospf 2

ステップ 2

次のいずれかの手順を実行し、オプションの OSPF エリア パラメータを設定します。
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コマンド

目的

area area-id authentication

OSPF エリアの認証をイネーブルにします。

例：
hostname(config-rtr)# area 0
authentication

area area-id authentication message-digest

OSPF エリアの MD5 認証をイネーブルにします。

例：
hostname(config-rtr)# area 0
authentication message-digest

OSPFv2 NSSA の設定
NSSA の OSPFv2 への実装は、OSPFv2 のスタブ エリアに似ています。NSSA は、タイプ 5 の外部
LSA をコアからエリアにフラッディングすることはありませんが、自律システムの外部ルートをある
限られた方法で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
します。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。
OSPFv2 を使用する中央サイトから異なるルーティング プロトコルを使用するリモート サイトに接続
しなければならない ISP またはネットワーク管理者は、NSSA を使用することによって管理を簡略化で
きます。
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 ルータ間の接続では、OSPFv2 スタブ
エリアとしては実行されませんでした。これは、リモート サイト向けのルートは、スタブ エリアに再
配布することができず、2 種類のルーティング プロトコルを維持する必要があったためです。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 OSPFv2
を拡張してリモート接続をカバーできます。
この機能を使用する前に、次のガイドラインを参考にしてください。

• 外部の宛先に到達するために使用可能なタイプ 7 のデフォルト ルートを設定できます。設定する
と、NSSA または NSSA エリア境界ルータまでのタイプ 7 のデフォルトがルータによって生成さ
れます。

• 同じエリア内のすべてのルータは、エリアが NSSA であることを認識する必要があります。そう
でない場合、ルータは互いに通信できません。
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OSPFv2 NSSA を設定するためのエリア パラメータをネットワークに指定するには、次の手順を実行
します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPF ルーティング プロセスを作成し、再配布する OSPF ルー
ティング プロセスのルータ コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
hostname(config)# router ospf 2

ステップ 2

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。任意の正の整数が使用できます。この ID は内部
専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はあり
ません。最大 2 つのプロセスが使用できます。

次のいずれかの手順を実行し、オプションの OSPF NSSA パラメータを設定します。
area area-id nssa [no-redistribution]
[default-information-originate]

NSSA エリアを定義します。

例：
hostname(config-rtr)# area 0 nssa
summary-address ip_address mask
[not-advertise] [tag tag]

例：
hostname(config-rtr)# summary-address
10.1.0.0 255.255.0.0

サマリー アドレスを設定します。これは、ルーティング テーブ
ルのサイズを小さくするために役立ちます。OSPF でこのコマン
ドを使用すると、このアドレスでカバーされる再配布ルートす
べての集約として、1 つの外部ルートが OSPF ASBR からアドバ
タイズされます。
この例のサマリー アドレスの 10.1.0.0 には、10.1.1.0、10.1.2.0、
10.1.3.0 などのアドレスが含まれます。外部のリンクステート
アドバタイズメントでは、アドレス 10.1.0.0 だけがアドバタイ
ズされます。

（注）

OSPF は summary-address 0.0.0.0 0.0.0.0 をサポートしません。
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クラスタリングの IP アドレス プールの設定（OSPFv2 および OSPFv3）
レイヤ 3 クラスタリングを使用する場合は、ルータ ID のクラスタ プールの IPv4 アドレスの範囲を割
り当てることができます。

OSPFv2 および OSPFv3 のレイヤ 3 クラスタリングのルータ ID のクラスタ プールの IPv4 アドレスの
範囲を割り当てるには、次のコマンドを入力します。

コマンド

目的

router-id cluster-pool hostname | A.B.C.D ip_pool

レイヤ 3 クラスタリングのルータ ID のクラスタ プールを指
定します。

例：

cluster-pool キーワードは、レイヤ 3 クラスタリングが設定
されている場合に、IP アドレス プールの設定をイネーブル
にします。hostname | A.B.C.D. キーワードは、この OSPF
プロセスの OSPF ルータ ID を指定します。ip_pool 引数に
は、IP アドレス プールの名前を指定します。

hostname(config)# ip local pool rpool 1.1.1.1-1.1.1.4
hostname(config)# router ospf 1
hostname(config-rtr)# router-id cluster-pool rpool
hostname(config-rtr)# network 17.5.0.0 255.255.0.0
area 1
hostname(config-rtr)# log-adj-changes

（注）

クラスタリングを使用している場合は、ルータ ID の
IP アドレス プールを指定する必要はありません。IP
アドレス プールを設定しない場合、ASA は自動的に
生成されたルータ ID を使用します。

スタティック OSPFv2 ネイバーの定義
ポイントツーポイントの非ブロードキャスト ネットワークを介して OSPFv2 ルートをアドバタイズす
るには、スタティック OSPFv2 ネイバーを定義する必要があります。この機能により、OSPFv2 アド
バタイズメントを GRE トンネルにカプセル化しなくても、既存の VPN 接続でブロードキャストする
ことができます。
開始する前に、OSPFv2 ネイバーに対するスタティック ルートを作成する必要があります。スタ
ティック ルートの作成方法の詳細については、第 25 章「スタティック ルートおよびデフォルト ルー
トの設定」を参照してください。
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スタティック OSPFv2 ネイバーを定義するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPFv2 ルーティング プロセスを作成して、この OSPFv2 プロ
セスのルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。任意の正の整数が使用できます。この ID は内部
専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はあり
ません。最大 2 つのプロセスが使用できます。

hostname(config)# router ospf 2

ステップ 2

neighbor addr [interface if_name]

例：
hostname(config-rtr)# neighbor 255.255.0.0
[interface my_interface]

OSPFv2 ネイバーフッドを定義します。
addr 引数には OSPFv2 ネイバーの IP アドレスを指定します。
if_name 引数は、ネイバーとの通信に使用するインターフェイス
です。OSPFv2 ネイバーが直接接続されているインターフェイス
のいずれとも同じネットワーク上にない場合、interface を指定
する必要があります。

ルート計算タイマーの設定
OSPFv2 によるトポロジ変更受信と最短パス優先（SPF）計算開始との間の遅延時間が設定できます。
最初に SPF を計算してから次に計算するまでの保持時間も設定できます。
ルート計算タイマーを設定するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPFv2 ルーティング プロセスを作成して、この OSPFv2 プロ
セスのルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。任意の正の整数が使用できます。この ID は内部
専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はあり
ません。最大 2 つのプロセスが使用できます。

hostname(config)# router ospf 2

ステップ 2

timers spf spf-delay spf-holdtime

例：
hostname(config-rtr)# timers spf 10 120

ルート計算時間を設定します。

spf-delay 引数は、OSPF によるトポロジ変更受信と SPF 計算開
始との間の遅延時間（秒）です。0 ～ 65535 の整数に設定できま
す。デフォルトの時間は 5 秒です。値の 0 は遅延がないことを意
味します。つまり、SPF 計算はただちに開始されます。
spf-holdtime 引数は、2 つの連続する SPF 計算の間の最短時間
（秒）です。0 ～ 65535 の整数に設定できます。デフォルトの時
間は 10 秒です。値の 0 は遅延がないことを意味します。つまり、
2 回の SPF 計算がすぐに続けて実行されます。
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ネイバーがアップ状態またはダウン状態になった時点でのロギング
デフォルトでは、OSPFv2 ネイバーがアップ状態またはダウン状態になったときに、syslog メッセージ
が生成されます。
アップ状態またはダウン状態になった OSPFv2 ネイバーについて、debug ospf adjacency コマンドを
実行せずに確認する必要がある場合に、log-adj-changes コマンドを設定します。log-adj-changes コ
マンドでは、少ない出力によってピアの関係が高いレベルで表示されます。それぞれの状態変化メッ
セージを確認する場合は、log-adj-changes detail コマンドを設定します。
アップ状態またはダウン状態になった OSPFv2 ネイバーをログに記録するには、次の手順を実行しま
す。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPFv2 ルーティング プロセスを作成して、この OSPFv2 プロ
セスのルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。任意の正の整数が使用できます。この ID は内部
専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はあり
ません。最大 2 つのプロセスが使用できます。

hostname(config)# router ospf 2

ステップ 2

log-adj-changes [detail]

アップ状態またはダウン状態になったネイバーに対するロギング
を設定します。

例：
hostname(config-rtr)# log-adj-changes
[detail]

OSPFv3 の設定
ここでは、OSPFv3 ルーティング プロセスを設定する手順について説明します。内容は次のとおりで
す。

• 「OSPFv3 のイネーブル化」（P.27-18）
• 「OSPFv3 インターフェイスのパラメータの設定」（P.27-19）
• 「OSPFv3 ルータ パラメータの設定」（P.27-24）
• 「OSPFv3 エリア パラメータの設定」（P.27-26）
• 「OSPFv3 パッシブ インターフェイスの設定」（P.27-29）
• 「OSPFv3 アドミニストレーティブ ディスタンスの設定」（P.27-29）
• 「OSPFv3 タイマーの設定」（P.27-30）
• 「スタティック OSPFv3 ネイバーの定義」（P.27-33）
• 「OSPFv3 デフォルト パラメータのリセット」（P.27-34）
• 「syslog メッセージの送信」（P.27-35）
• 「syslog メッセージの抑止」（P.27-35）
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• 「サマリー ルート コストの計算」（P.27-36）
• 「OSPFv3 ルーティング ドメインへのデフォルトの外部ルートの生成」（P.27-36）
• 「IPv6 サマリー プレフィックスの設定」（P.27-37）
• 「IPv6 ルートの再配布」（P.27-37）

OSPFv3 のイネーブル化
OSPFv3 をイネーブルにするには、OSPFv3 ルーティング プロセスを作成し、OSPFv3 用のエリアを作
成して、OSPFv3 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。その後、ターゲットの
OSPFv3 ルーティング プロセスにルートを再配布する必要があります。
OSPFv3 をイネーブルにするには、次のコマンドを入力するか、次の手順を実行します。
コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスを作成し、IPv6 ルータ コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用さ

hostname(config)# ipv6 router ospf 10

れるタグです。任意の正の整数が使用できます。このタグは
内部専用のため、他のどのデバイス上のタグとも照合する必
要はありません。最大 2 つのプロセスが使用できます。

ステップ 1

コマンド

目的

interface interface_name

インターフェイスをイネーブルにします。

例：
hostname(config)# interface Gigabitethernet0/0

ステップ 2

ipv6 ospf process-id area area_id

例：

特定のプロセス ID を持つ OSPFv3 ルーティング プ
ロセスおよび指定したエリア ID を持つ OSPFv3 の
エリアを作成します

hostname(config)# ipv6 ospf 200 area 100
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OSPFv3 インターフェイスのパラメータの設定
必要に応じて特定のインターフェイス固有の OSPFv3 パラメータを変更できます。これらのパラメー
タは必ずしも変更する必要はありませんが、ipv6、ospf hello-interval、および ipv6 ospf
dead-interval というインターフェイス パラメータは、接続されているネットワーク内のすべてのルー
タで一致している必要があります。これらのパラメータを設定する場合は、ネットワーク上のすべての
ルータで、コンフィギュレーションの値が矛盾していないことを確認してください。

IPv6 の OSPFv3 インターフェイス パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2

例：

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され

hostname(config-if)# ipv6 router ospf 10

るタグです。任意の正の整数が使用できます。このタグは内部
専用のため、他のどのデバイス上のタグとも照合する必要はあ
りません。最大 2 つのプロセスが使用できます。

ipv6 ospf area [area-num] [instance]

OSPFv3 エリアを作成します。

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200

ステップ 3

area-num 引数は、認証がイネーブルになるエリアであり、10 進
数値または IP アドレスを指定できます。instance キーワード
は、インターフェイスに割り当てられるエリア インスタンス ID
を指定します。インターフェイスは、OSPFv3 エリアを 1 つだけ
保有できます。複数のインターフェイスで同じエリアを使用で
き、各インターフェイスは異なるエリア インスタンス ID を使用
できます。

次のいずれかの手順を実行し、OSPFv3 インターフェイス パラメータを設定します。
ipv6 ospf cost interface-cost

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200

インターフェイス上でパケットを送信するコストを明示的に指
定します。interface-cost 引数は、リンクステート メトリックと
して表される符号なし整数値を指定します。値の範囲は、1 ～
65535 です。デフォルトのコストは帯域幅に基づきます。
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コマンド

目的

ipv6 ospf database-filter all out

OSPFv3 インターフェイスへの発信 LSA をフィルタリングしま
す。デフォルトでは、すべての発信 LSA がインターフェイスに
フラッディングされます。

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf database-filter all out
ipv6 ospf dead-interval seconds

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf dead-interval 60

秒単位で設定する期間内に hello パケットが確認されないと、当
該ルータがダウンしていることがネイバーによって示されます。
この値はネットワーク上のすべてのノードで同じにする必要が
あります。値の範囲は、1 ～ 65535 です。デフォルト値は、ipv6
ospf hello-interval コマンドで設定された間隔の 4 倍です。
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コマンド

目的

ipv6 ospf encryption {ipsec spi spi esp
encryption-algorithm
[[key-encryption-type] key]
authentication-algorithm
[[key-encryption-type] key | null}

インターフェイスに暗号化タイプを指定します。ipsec キーワー
ドは、IP セキュリティ プロトコルを指定します。spi spi キー
ワード引数のペアは、セキュリティ ポリシー インデックスを指
定します。値の範囲は 256 ～ 42949667295 である必要があり、
10 進数で入力する必要があります。esp キーワードは、カプセ
ル化セキュリティ ペイロードを指定します。
encryption-algorithm 引数は、ESP で使用される暗号化アルゴリ
ズムを指定します。有効な値は次のとおりです。

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf encryption ipsec spi 1001 esp
null sha1
123456789A123456789B123456789C123456789D

• aes-cdc：AES-CDC 暗号化をイネーブルにします。
• 3des：トリプル DES 暗号化をイネーブルにします。
• des：DES 暗号化をイネーブルにします。
• null：暗号化なしの ESP を指定します。

key-encryption-type 引数に、次の 2 つのうちいずれかの値を指
定します。

• 0：キーは暗号化されません。
• 7：キーは暗号化されます。

key 引数は、メッセージ ダイジェストの計算で使用される番号を
指定します。この番号の長さは 32 桁の 16 進数（16 バイト）で
す。キーのサイズは、使用される暗号化アルゴリズムによって
異なります。AES-CDC など、一部のアルゴリズムでは、キーの
サイズを選択することができます。authentication-algorithm 引
数は、使用される次のいずれかの暗号化認証アルゴリズムを指
定します。
• md5：Message Digest 5（MD5）をイネーブルにします。
• sha1：SHA-1 をイネーブルにします。

null キーワードはエリアの暗号化より優先されます。
（注）

インターフェイスで OSPFv3 暗号化がイネーブルになっ
ており、ネイバーが異なるエリア（たとえば、エリア 0）
にあり、ASA がそのエリアとの隣接関係を形成する場合
は、ASA のエリアを変更する必要があります。ASA の
エリアを 0 に変更すると、OSPFv3 の隣接関係が確立さ
れる前に 2 分の遅延が発生します。
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コマンド

目的

ipv6 ospf flood-reduction

インターフェイスに LSA のフラッディング削減を指定します。

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf flood reduction
ipv6 ospf hello-interval seconds

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf hello-interval 15
ipv6 ospf mtu-ignore

例：

インターフェイス上で送信される hello パケット間の間隔（秒
数）を指定します。この値は特定のネットワーク上のすべての
ノードで同じにする必要があります。値の範囲は、1 ～ 65535 で
す。デフォルトの間隔は、イーサネット インターフェイスで 10
秒、非ブロードキャスト インターフェイスで 30 秒です。

DBD パケットを受信した場合の OSPF MTU 不一致検出をディ
セーブルにします。OSPF MTU 不一致検出は、デフォルトでイ
ネーブルになっています。

hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf mtu-ignore
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コマンド

目的

ipv6 ospf network {broadcast |
point-to-point non-broadcast}

ネットワーク タイプに依存するデフォルト以外のタイプに
OSPF ネットワーク タイプを設定します。point-to-point
non-broadcast キーワードは、ネットワーク タイプをポイント
ツーポイント、非ブロードキャストに設定します。broadcast
キーワードは、ネットワーク タイプをブロードキャストに設定
します。

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf network point-to-point
non-broadcast
ipv6 ospf priority number-value

ルータ プライオリティを設定します。これは、ネットワークに
おける指定ルータの特定に役立ちます。有効値の範囲は 0 ～ 255
です。

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf priority 4
ipv6 ospf neighbor ipv6-address [priority
number] [poll-interval seconds] [cost
number] [database-filter all out]

非ブロードキャスト ネットワークへの OSPFv3 ルータの相互接
続を設定します。

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf neighbor
FE80::A8BB:CCFF:FE00:C01
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コマンド

目的

ipv6 ospf retransmit-interval seconds

インターフェイスに属する隣接関係の LSA 再送信間の時間を秒
単位で指定します。接続ネットワーク上の任意の 2 台のルータ間
で想定される往復遅延より大きな値にする必要があります。有
効値の範囲は、1 ～ 65535 秒です。デフォルトは 5 秒です。

例：
hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf retransmit-interval 8
ipv6 ospf transmit-delay seconds

例：

インターフェイス上でリンクステート更新パケットを送信する
時間を秒単位で設定します。有効値の範囲は、1 ～ 65535 秒で
す。デフォルトは 1 秒です。

hostname(config-if)# interface
GigabitEthernet3/2.200
vlan 200
nameif outside
security-level 100
ip address 10.20.200.30 255.255.255.0
standby 10.20.200.31
ipv6 address 3001::1/64 standby 3001::8
ipv6 address 6001::1/64 standby 6001::8
ipv6 enable
ospf priority 255
ipv6 ospf cost 100
ipv6 ospf 100 area 10 instance 200
ipv6 ospf retransmit-delay 3

OSPFv3 ルータ パラメータの設定
IPv6 の OSPFv3 ルータ パラメータを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config)# ipv6 router ospf 10

ステップ 2

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。

次のいずれかの手順を実行し、オプションの OSPFv3 ルータ パラメータを設定します。
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コマンド

目的

area

OSPFv3 エリア パラメータを設定します。サポートされている
パラメータには、0 ～ 4294967295 の 10 進数値のエリア ID、
A.B.C.D の IP アドレス形式のエリア ID などがあります。

例：
hostname(config-rtr)# area 10

コマンドをデフォルト値に設定します。originate パラメータは
デフォルト ルートを配布します。

default

例：
hostname(config-rtr)# default originate
default-information

デフォルト情報の配布を制御します。

例：

hostname(config-rtr)# default-information
ルート タイプに基づいて、OSPFv3 ルート アドミニストレー
ティブ ディスタンスを定義します。サポートされるパラメータ
には、1 ～ 254 の値のアドミニストレーティブ ディスタンス、
OSPFv3 ディスタンスの ospf などがあります。

distance

例：

hostname(config-rtr)# distance 200

IPv6 ルータ コンフィギュレーション モードを終了します。

exit

例：
hostname(config-rtr)# exit

ルータがタイプ 6 Multicast OSPF（MOSPF）パケットのリンク
ステート アドバタイズメント（LSA）を受信した場合に、lsa パ
ラメータが指定されている syslog メッセージの送信を抑止しま
す。

ignore

例：

hostname(config-rtr)# ignore lsa

OSPFv3 ネイバーが起動または停止したときに、ルータが syslog
メッセージを送信するように設定します。detail パラメータに
よって、すべての状態変更がログに記録されます。

log-adjacency-changes

例：

hostname(config-rtr)# log-adjacency-changes
detail
passive-interface [interface_name]

インターフェイスでのルーティング アップデートの送受信を抑
止します。interface_name 引数は、OSPFv3 プロセスが実行さ
れているインターフェイスの名前を指定します。

例：

hostname(config-rtr)# passive-interface inside
次のパラメータに基づいて 1 つのルーティング ドメインから別
のルーティング ドメインへのルートの再配布を設定します。

redistribute

• connected：接続ルートを指定します。

例：
hostname(config-rtr)# redistribute ospf

• ospf：OSPFv3 ルートを指定します。
• static：スタティック ルートを指定します。
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コマンド

目的

router-id

次のパラメータを使用して、指定されたプロセスの固定ルータ

ID を作成します。
• A.B.C.D：IP アドレス形式の OSPF ルータ ID を指定しま

例：
hostname(config-rtr)# router-id 10.1.1.1

す。

• cluster-pool：キーワードは、レイヤ 3 クラスタリングが設
定されている場合に、IP アドレス プールを設定します。ク
ラスタリングで使用される IP アドレス プールの詳細につい
ては、「クラスタリングの IP アドレス プールの設定
（OSPFv2 および OSPFv3）」（P.27-15）を参照してくださ
い。
summary-prefix

0 ～ 128 の有効な値で IPv6 アドレス サマリーを設定します。
X:X:X:X::X/ パラメータは、IPv6 プレフィックスを指定しま
す。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1
hostname(config-router)# router-id
192.168.3.3
hostname(config-router)# summary-prefix
FECO::/24
hostname(config-router)# redistribute
static
timers

ルーティング タイマーを調整します。ルーティング タイマー パ
ラメータは次のとおりです。

• lsa：OSPFv3 LSA タイマーを指定します。

例：
hostname(config)# ipv6 router ospf 10
hostname(config-rtr)# timers throttle spf
6000 12000 14000

• pacing：OSPFv3 ペーシング タイマーを指定します。
• throttle：OSPFv3 スロットル タイマーを指定します。

OSPFv3 エリア パラメータの設定
OSPFv3 エリア パラメータを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config)# ipv6 router ospf 1

ステップ 2

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。

次のいずれかの手順を実行し、オプションの OSPFv3 エリア パラメータを設定します。
area area-id default-cost cost

NSSA エリアまたはスタブ エリアのサマリー デフォルト コスト
を設定します。

例：
hostname(config-rtr)# area 1 default-cost
nssa

Cisco ASA シリーズ CLI コンフィギュレーション ガイド（一般的な操作）

27-26

第 27 章

OSPF の設定
OSPFv3 の設定

コマンド

目的

area area-id range ipv6-prefix/
prefix-length [advertise | not advertise]
[cost cost]

アドレスおよび境界ルータ専用のマスクと一致するルートを集
約します。

例：
hostname(config-rtr)# area 1 range
FE01:1::1/64

area-id 引数は、ルートが集約されているエリアを識別します。
値には、10 進数または IPv6 プレフィックスを指定できます。
ipv6-prefix 引数は、IPv6 プレフィックスを指定します。
prefix-length 引数は、プレフィックス長を指定します。
advertise キーワードは、アドレス範囲ステータスをアドバタイ
ズに設定し、Type 3 サマリー LSA を生成します。not-advertise
キーワードはアドレス範囲ステータスを DoNotAdvertise に設定
します。Type 3 サマリー LSA は抑制され、コンポーネント ネッ
トワークは他のネットワークから隠された状態のままです。cost
cost キーワード引数のペアは、宛先への最短パスを決定するた
めに OSPF SPF 計算で使用されるサマリー ルートのメトリック
またはコストを指定します。有効な値の範囲は 0 ～ 16777215 で
す。

area area-id nssa

NSSA エリアを指定します。

例：

hostname(config-rtr)# area 1 nssa
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コマンド

目的

area area-id stub

スタブ エリアを指定します。

例：
hostname(config-rtr)# area 1 stub
area area-id virtual-link router-id
[hello-interval seconds]
[retransmit-interval seconds]
[transmit-delay seconds] [dead-interval
seconds] [ttl-security hops hop-count]

例：
hostname(config-rtr)# area 1 virtual-link
192.168.255.1 hello-interval 5

仮想リンクとそのパラメータを定義します。

area-id 引数は、ルートが集約されているエリアを識別します。
virtual link キーワードは、仮想リンク ネイバーの作成を指定し
ます。router-id 引数は、仮想リンク ネイバーに関連付けられた
ルータ ID を指定します。ルータ ID を表示するには、show ip
ospf コマンドまたは show ipv6 display コマンドを入力します。
デフォルト値はありません。hello-interval キーワードは、イン
ターフェイス上で送信される hello パケット間の時間を秒単位で
指定します。hello 間隔は、hello パケットでアドバタイズされる
符号なし整数です。この値は、共通のネットワークに接続され
ているすべてのルータおよびアクセス サーバで同じであること
が必要です。有効な値の範囲は 1 ～ 8192 です。デフォルトは 10
です。retransmit-interval seconds キーワード引数のペアは、
インターフェイスに属する隣接関係の LSA 再送信間の時間を秒
単位で指定します。再送信間隔は、接続されているネットワー
ク上の任意の 2 台のルータ間の予想されるラウンドトリップ遅延
です。この値は、予想されるラウンドトリップ遅延より大きく
なり、1 ～ 8192 の範囲で指定できます。デフォルトは 5 です。
transmit-delay seconds キーワード引数のペアは、インターフェ
イス上でリンクステート更新パケットを送信するために必要と
される時間を秒単位で設定します。ゼロよりも大きい整数値を
指定します。アップデート パケット内の LSA 自体の経過時間
は、転送前にこの値の分だけ増分されます。値の範囲は 1 ～
8192 です。デフォルトは 1 です。dead-interval seconds キー
ワード引数のペアは、ルータがダウンしていることをネイバー
が示す前に hello パケットを非表示にする時間を秒単位で指定し
ます。デッド間隔は符号なし整数です。デフォルトは hello 間隔
の 4 倍または 40 秒です。この値は、共通のネットワークに接続
されているすべてのルータおよびアクセス サーバで同じである
ことが必要です。有効な値の範囲は 1 ～ 8192 です。ttl-security
hops キーワードは仮想リンクの存続可能時間（TTL）セキュリ
ティを設定します。hop-count 引数の値は 1 ～ 254 の範囲で指定
できます。
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OSPFv3 パッシブ インターフェイスの設定
OSPFv3 パッシブ インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process_id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。

ステップ 2

passive-interface [interface_name]

例：

hostname(config-rtr)# passive-interface inside

インターフェイスでのルーティング アップデートの送受信を抑
止します。interface_name 引数は、OSPFv3 プロセスが実行さ
れているインターフェイスの名前を指定します。no
interface_name 引数を指定すると、OSPFv3 プロセス
process_id のすべてのインターフェイスがパッシブとなります。

OSPFv3 アドミニストレーティブ ディスタンスの設定
IPv6 ルートの OSPFv3 アドミニストレーティブ ディスタンスを設定するには、次の手順を実行しま
す。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process_id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。

ステップ 2

distance [ospf {external | inter-area |
intra-area}] distance

例：
hostname(config-rtr)# distance ospf
external 200

OSPFv3 ルートのアドミニストレーティブ ディスタンスを設定
します。

ospf キーワードは、OSPFv3 ルートを指定します。external
キーワードは、OSPFv3 の外部タイプ 5 およびタイプ 7 ルートを
指定します。inter-area キーワードは、OSPVv3 のエリア間
ルートを指定します。intra-area キーワードは、OSPFv3 のエリ
ア内ルートを指定します。distance 引数は、10 ～ 254 の整数で
あるアドミニストレーティブ ディスタンスを指定します。
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OSPFv3 タイマーの設定
OSPFv3 の LSA 到着タイマー、LSA ペーシング タイマー、およびスロットリング タイマーを設定で
きます。

ASA が OSPFv3 ネイバーから同じ LSA を受け入れる最小間隔を設定するには、次の手順を実行しま
す。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

ステップ 2

timers lsa arrival milliseconds

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。
ASA が OSPF ネイバーから同一の LSA を受け入れる最小間隔を
設定します。

例：
hostname(config-rtr)# timers lsa arrival
2000

milliseconds 引数は、ネイバーから到着する同じ LSA の受け入
れの間で経過する最小遅延をミリ秒単位で指定します。有効な
範囲は 0 ～ 6,000,000 ミリ秒です。デフォルトは 1000 ミリ秒で
す。

LSA フラッド パケット ペーシングを設定するには、次の手順を実行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

ステップ 2

timers pacing flood milliseconds

例：
hostname(config-rtr)# timers lsa flood 20

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。
LSA フラッド パケット ペーシングを設定します。
milliseconds 引数は、フラッディング キュー内の LSA が更新と
更新の間にペーシングされる時間（ミリ秒）を指定します。設
定できる範囲は 5 ～ 100 ミリ秒です。デフォルト値は 33 ミリ秒
です。

Cisco ASA シリーズ CLI コンフィギュレーション ガイド（一般的な操作）

27-30

第 27 章

OSPF の設定
OSPFv3 の設定

OSPFv3 LSA を収集してグループ化し、リフレッシュ、チェックサム計算、またはエージングを行う
間隔を変更するには、次の手順を実行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。

ステップ 2

timers pacing lsa-group seconds

OSPFv3 LSA を収集してグループ化し、リフレッシュ、チェッ
クサム、またはエージングを行う間隔を変更します。

例：

seconds 引数は、LSA がグループ化、リフレッシュ、チェック
サム計算、またはエージングされる間隔を秒単位で指定します。
有効な範囲は 10 ～ 1800 秒です。デフォルト値は 240 秒です。

hostname(config-rtr)# timers pacing
lsa-group 300

LSA 再送信パケット ペーシングを設定するには、次の手順を実行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。

ステップ 2

timers pacing retransmission milliseconds

LSA 再送信パケット ペーシングを設定します。

例：

milliseconds 引数は、再送信キュー内の LSA がペーシングされ
る時間（ミリ秒）を指定します。設定できる範囲は 5 ～ 200 ミ
リ秒です。デフォルト値は 66 ミリ秒です。

hostname(config-rtr)# timers pacing
retransmission 100
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LSA および SPF スロットリングは、ネットワークが不安定になっている間に OSPFv3 の LSA 更新速
度を低下し、ミリ秒単位の LSA レート制限を提供することにより、より高速な OSPFv3 コンバージェ
ンスを許可するダイナミック メカニズムを提供します。

LSA および SPF スロットリング タイマーを設定するには、次の手順を実行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

ステップ 2

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。

次のいずれかのオプションを選択します。
timers throttle lsa milliseconds1
milliseconds2 milliseconds3

例：
hostname(config-rtr)# timers throttle lsa
500 6000 8000

OSPFv3 LSA スロットリングを設定します。
milliseconds1 引数は、LSA の最初のオカレンスを生成する遅延
をミリ秒単位で指定します。milliseconds2 引数は、同じ LSA を
送信する最大遅延をミリ秒単位で指定します。milliseconds3 引
数は、同じ LSA を送信する最小遅延をミリ秒単位で指定しま
す。
LSA スロットリングでは、最小時間または最大時間が最初のオ
カレンスの値よりも小さい場合、OSPFv3 が自動的に最初のオカ
レンス値に修正します。同様に、指定された最遅延が最小遅延
よりも小さい場合、OSPFv3 が自動的に最小遅延値に修正しま
す。
LSA スロットリングのデフォルト値は次のとおりです。
• milliseconds1 の場合、デフォルト値は 0 ミリ秒です。
• milliseconds2 および milliseconds3 の場合、デフォルト値は
5000 ミリ秒です。

timers throttle spf milliseconds1
milliseconds2 milliseconds3

例：
hostname(config-rtr)# timers throttle spf
5000 12000 16000

OSPFv3 SPF スロットリングを設定します。
milliseconds1 引数は、SPF 計算の変更を受信する遅延をミリ秒
単位で指定します。milliseconds2 引数は、最初と 2 番目の SPF
計算の間の遅延をミリ秒単位で指定します。milliseconds3 引数
は、SPF 計算の最大待機時間をミリ秒単位で指定します。
SPF スロットリングでは、milliseconds2 または milliseconds3 が
milliseconds1 よりも小さい場合、OSPFv3 が自動的に
milliseconds1 の値に修正します。同様に、milliseconds3 が
milliseconds2 より小さい場合、OSPFv3 が自動的に
milliseconds2 の値に修正します。
SPF スロットリングのデフォルト値は次のとおりです。
• milliseconds1 の場合、デフォルト値は 5000 ミリ秒です。
• milliseconds2 および milliseconds3 の場合、デフォルト値は
10000 ミリ秒です。
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スタティック OSPFv3 ネイバーの定義
ポイントツーポイントの非ブロードキャスト ネットワークを介して OSPFv3 ルートをアドバタイズす
るには、スタティック OSPF ネイバーを定義する必要があります。この機能により、OSPFv3 アドバタ
イズメントを GRE トンネルにカプセル化しなくても、既存の VPN 接続でブロードキャストすること
ができます。
開始する前に、OSPFv3 ネイバーに対するスタティック ルートを作成する必要があります。スタ
ティック ルートの作成方法の詳細については、第 25 章「スタティック ルートおよびデフォルト ルー
トの設定」を参照してください。
スタティック OSPFv3 ネイバーを定義するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用される
識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正の
整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のどの
デバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つのプ

例：
hostname(config)# ipv6 router ospf 1

ロセスが使用できます。
ステップ 2

ipv6 ospf neighbor ipv6-address [priority
number] [poll-interval seconds] [cost
number] [database-filter all out]

非ブロードキャスト ネットワークへの OSPFv3 ルータの相互接
続を設定します。

例：
hostname(config-if)# interface ethernet0/0
ipv6 ospf neighbor
FE80::A8BB:CCFF:FE00:C01

Cisco ASA シリーズ CLI コンフィギュレーション ガイド（一般的な操作）

27-33

第 27 章

OSPF の設定

OSPFv3 の設定

OSPFv3 デフォルト パラメータのリセット
OSPFv3 パラメータをデフォルト値に戻すには、次の手順を実行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。

ステップ 2

default [area | auto-cost |
default-information | default-metric |
discard-route | discard-route | distance |
distribute-list | ignore |
log-adjacency-changes | maximum-paths |
passive-interface | redistribute |
router-id | summary-prefix | timers]

例：
hostname(config-rtr)# default metric 5

オプションのパラメータをデフォルト値に戻します。

area キーワードは、OSPFv3 エリア パラメータを指定します。
auto-cost キーワードは、帯域幅に従って OSPFv3 インターフェ
イス コストを指定します。default-information キーワードはデ
フォルト情報を配布します。default-metric キーワードは再配布
ルートのメトリックを指定します。discard-route キーワード
は、廃棄ルートのインストールをイネーブルまたはディセーブ
ルにします。distance キーワードはアドミニストレーティブ
ディスタンスを指定します。distribute-list キーワードは、ルー
ティング アップデートのネットワークをフィルタリングします。
Ignore キーワードは、特定のイベントを無視します。
log-adjacency-changes キーワードは、隣接状態の変更をログに
記録します。maximum-paths キーワードは、複数のパスを介し
て複数のパケットを転送します。passive-interface キーワード
は、インターフェイス上のルーティング アップデートを抑止し
ます。redistribute キーワードは、別のルーティング プロトコ
ルからの IPv6 プレフィックスを再配布します。router-id キー
ワードは、指定されたルーティング プロセスのルータ ID を指定
します。summary-prefix キーワードは、IPv6 サマリー プレ
フィックスを指定します。timers キーワードは、OSPFv3 タイ
マーを指定します。
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syslog メッセージの送信
OSPFv3 ネイバーが起動または停止したときに syslog メッセージを送信するようにルータを設定する
には、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。

ステップ 2

OSPFv3 ネイバーが起動または停止したときに、ルータが syslog

log-adjacency-changes [detail]

メッセージを送信するように設定します。

detail キーワードは、OSPFv3 ネイバーが起動または停止したと
きだけではなく、各状態の syslog メッセージを送信します。

例：
hostname(config-rtr)#
log-adjacency-changes detail

syslog メッセージの抑止
ルータがサポートされていない LSA タイプ 6 Multicast OSPF（MOSPF）パケットを受信した場合の
syslog メッセージの送信を抑止するには、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

router ospf process_id

OSPFv2 ルーティング プロセスをイネーブルにし、ルータ コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの

hostname(config-if)# router ospf 1

プロセスが使用できます。
ステップ 2

ルータが、サポートされていない LSA タイプ 6 MOSPF パケッ
トを受信した場合の syslog メッセージの送信を抑止します。

ignore lsa mospf

例：
hostname(config-rtr)# ignore lsa mospf
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サマリー ルート コストの計算
RFC 1583 に従ってサマリー ルート コストを計算するには、次のコマンドを入力します。
コマンド

目的

compatible rfc1583

RFC 1583 に従ってサマリー ルート コストの計算に使用され
る方式に復元します。

例：
hostname (config-rtr)# compatible rfc1583

OSPFv3 ルーティング ドメインへのデフォルトの外部ルートの生成
OSPFv3 ルーティング ドメインへのデフォルト ルートを生成するには、次の手順を実行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

ステップ 2

default-information originate [always]
metric metric-value [metric-type
type-value] [route-map map-name]

例：
hostname(config-rtr)# default-information
originate always metric 3 metric-type 2

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。
OSPFv3 ルーティング ドメインへのデフォルトの外部ルートを
生成します。

always キーワードは、デフォルト ルートがあるかどうかにかか
わらず、デフォルト ルートをアドバタイズします。metric
metric-value キーワード引数のペアは、デフォルト ルートの生
成に使用するメトリックを指定します。default-metric コマンド
を使用して値を指定しない場合、デフォルト値は 10 です。有効
なメトリック値の範囲は、0 ～ 16777214 です。metric-type
type-value キーワード引数のペアは、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る
外部リンク タイプを指定します。有効な値は次のいずれかにな
ります。
• 1：タイプ 1 外部ルート
• 2：タイプ 2 外部ルート
デフォルトはタイプ 2 外部ルートです。route-map map-name
キーワード引数のペアは、ルート マップが一致している場合に
デフォルト ルートを生成するルーティング プロセスを指定しま
す。
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IPv6 サマリー プレフィックスの設定
IPv6 サマリー プレフィックスを設定するには、次の手順を実行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1

process_id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用され
る識別子です。ローカルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正
の整数を指定できます。この ID は内部管理専用のため、他のど
のデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最大 2 つの
プロセスが使用できます。

ステップ 2

summary-prefix prefix [not-advertise | tag
tag-value]

例：
hostname(config-if)# ipv6 router ospf 1
hostname(config-rtr)# router-id
192.168.3.3
hostname(config-rtr)# summary-prefix
FECO::/24
hostname(config-rtr)# redistribute static

IPv6 サマリー プレフィックスを設定します。
prefix 引数は、宛先の IPv6 ルート プレフィックスです。
not-advertise キーワードは、指定したプレフィックスとマスク
ペアと一致するルートを抑止します。このキーワードは OSPFv3
だけに適用されます。tag tag-value キーワード引数のペアは、
ルート マップで再配布を制御するために一致値として使用でき
るタグ値を指定します。このキーワードは OSPFv3 だけに適用
されます。

IPv6 ルートの再配布
OSPFv3 に接続済みルートを再配布するには、次の手順を実行します。
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手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

ipv6 router ospf
process-id

OSPFv3 ルーティング プロセスをイネーブルにし、IPv6 ルータ コンフィギュレー

例：
hostname(config-if)# ipv6
router ospf 1

ステップ 2

redistribute
source-protocol
[process-id]
[include-connected
{[level-1 | level-2}]
[as-number] [metric
[metric-value |
transparent}]
[metric-type type-value]
[match {external [1|2] |
internal | nssa-external
[1|2]}] [tag tag-value]
[route-map map-tag]

例：
hostname(config-rtr)#
redistribute connected 5
type-1

ション モードを開始します。

process-id 引数は、このルーティング プロセス内部で使用される識別子です。ロー
カルに割り当てられ、1 ～ 65535 の任意の正の整数を指定できます。この ID は内
部管理専用のため、他のどのデバイス上の ID とも照合する必要はありません。最
大 2 つのプロセスが使用できます。
ある OSPFv3 プロセスから別の OSPFv3 プロセスに IPv6 ルートを再配布します。

source-protocol 引数は、ルートの再配布元となるソース プロトコルを指定します。
これは、スタティック、接続済み、または OSPFv3 にすることができます。
process-id 引数は、OSPFv3 ルーティング プロセスがイネーブルになったときに管
理目的で割り当てられる番号です。include-connected キーワードは、ソース プロ
トコルから学習したルートと、ソース プロトコルが動作しているインターフェイ
ス上の接続先プレフィックスを、ターゲット プロトコルが再配布できるようにし
ます。level-1 キーワードは、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）
用に、レベル 1 ルートが他の IP ルーティング プロトコルに個別に再配布されるこ
とを指定します。level-1-2 キーワードは、IS-IS 用に、レベル 1 とレベル 2 の両方
のルートが他の IP ルーティング プロトコルに再配布されることを指定します。
level-2 キーワードは、IS-IS 用に、レベル 2 ルートが他の IP ルーティング プロト
コルに個別に再配布されることを指定します。metric metric-value キーワード引数
のペアでは、ある OSPFv3 プロセスのルートを同じルータ上の別の OSPFv3 プロ
セスに再配布する場合、メトリック値を指定しないと、メトリックは 1 つのプロセ
スから他のプロセスへ存続します。他のプロセスを OSPFv3 プロセスに再配布する
ときに、メトリック値を指定しない場合、デフォルトのメトリックは 20 です。
metric transparent キーワードにより、RIP は RIP メトリックとして再配布ルート
のルーティング テーブル メトリックを使用します。metric-type type-value キー
ワード引数のペアは、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る外部リンク タイプを指定します。有効な値は、タイ
プ 1 外部ルートの場合は 1、タイプ 2 外部ルートの場合は 2 です。metric-type
キーワードに値が指定されていない場合、ASA は、タイプ 2 外部ルートを受け入
れます。IS-IS の場合、リンク タイプは、63 未満の IS-IS メトリックの場合は内
部、64 を超えて 128 未満の IS-IS メトリックの場合は外部となります。デフォル
トは、内部です。match キーワードは、他のルーティング ドメインにルートを再
配布し、次のいずれかのオプションとともに使用されます。自律システムの外部で
あり、タイプ 1 またはタイプ 2 の外部ルートとして OSPFv3 にインポートされる
ルートの場合は external [1|2]、特定の自律システムの内部にあるルートの場合は
internal、自律システムの外部であり、タイプ 1 またはタイプ 2 の外部ルートとし
て IPv6 の NSSA で OSPFv3 にインポートされるルートの場合は nssa-external
[1|2]。tag tag-value キーワード引数のペアは、ASBR 間で情報を通信するために
使用できる、各外部ルートに付加される 32 ビットの 10 進数値を指定します。何も
指定しない場合、BGP および EGP からのルートにはリモート自律システムの番号
が使用されます。その他のプロトコルについては、ゼロが使用されます。有効値の
範囲は、0 ～ 4294967295 です。route-map キーワードは、送信元ルーティング プ
ロトコルから現在のルーティング プロトコルへのルートのインポートのフィルタ
リングをチェックするルート マップを指定します。このキーワードを指定しない
場合、すべてのルートが再配布されます。このキーワードを指定し、ルート マッ
プ タグが表示されていない場合、ルートはインポートされません。map-tag 引数
は、設定されたルート マップを識別します。
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OSPF 設定の削除
すでにイネーブルにした OSPFv2 設定全体を削除するには、次のコマンドを入力します。

コマンド

目的

clear configure router ospf pid

イネーブルにした OSPFv2 設定全体を削除します。設定をクリアした後、
router ospf コマンドを使用して OSPF を再設定する必要があります。

例：
hostname(config)# clear configure router
ospf 1000

すでにイネーブルにした OSPFv3 設定全体を削除するには、次のコマンドを入力します。

コマンド

目的

clear configure ipv6 router ospf
process-id

イネーブルにした OSPFv3 設定全体を削除します。設定をクリアした後、
ipv6 router ospf コマンドを使用して OSPFv3 を再設定する必要がありま
す。

例：
hostname(config)# clear configure ipv6
router ospf 1000

OSPFv2 の設定例
次の例に、さまざまなオプションのプロセスを使用して OSPFv2 をイネーブルにし、設定する方法を
示します。
ステップ 1

OSPFv2 をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# router ospf 2
hostname(config-rtr)# network 10.0.0.0 255.0.0.0 area 0

ステップ 2

（任意）1 つの OSPFv2 プロセスから別の OSPFv2 プロセスにルートを再配布するには、次のコマンド
を入力します。
hostname(config)# route-map 1-to-2 permit
hostname(config-route-map)# match metric 1
hostname(config-route-map)# set metric 5
hostname(config-route-map)# set metric-type type-1
hostname(config-route-map)# router ospf 2
hostname(config-rtr)# redistribute ospf 1 route-map 1-to-2

ステップ 3

（任意）OSPFv2 インターフェイス パラメータを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# router ospf 2
hostname(config-rtr)# network 10.0.0.0 255.0.0.0 area 0
hostname(config-rtr)# interface inside
hostname(config-interface)# ospf cost 20
hostname(config-interface)# ospf retransmit-interval 15
hostname(config-interface)# ospf transmit-delay 10
hostname(config-interface)# ospf priority 20
hostname(config-interface)# ospf hello-interval 10
hostname(config-interface)# ospf dead-interval 40
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hostname(config-interface)# ospf authentication-key cisco
hostname(config-interface)# ospf message-digest-key 1 md5 cisco
hostname(config-interface)# ospf authentication message-digest

ステップ 4

（任意）OSPFv2 エリア パラメータを設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# router ospf 2
hostname(config-rtr)# area 0 authentication
hostname(config-rtr)# area 0 authentication message-digest
hostname(config-rtr)# area 17 stub
hostname(config-rtr)# area 17 default-cost 20

ステップ 5

（任意）ルート計算タイマーを設定し、ログ ネイバーのアップおよびダウンのメッセージを表示するに
は、次のコマンドを入力します。
hostname(config-rtr)# timers spf 10 120
hostname(config-rtr)# log-adj-changes [detail]

ステップ 6

（任意）現在の OSPFv2 の設定を表示するには、show ospf コマンドを入力します。
次に、show ospf コマンドの出力例を示します。
hostname(config)# show ospf
Routing Process "ospf 2" with ID 10.1.89.2 and Domain ID 0.0.0.2
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs.Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 5.Checksum Sum 0x 26da6
Number of opaque AS LSA 0.Checksum Sum 0x
0
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
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 1
Area has no authentication
SPF algorithm executed 2 times
Area ranges are
Number of LSA 5.Checksum Sum 0x 209a3
Number of opaque link LSA 0.Checksum Sum 0x
0
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

ステップ 7

OSPFv2 設定をクリアするには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# clear configure router ospf pid

OSPFv3 の設定例
次に、インターフェイス レベルで OSPFv3 をイネーブルにして設定する例を示します。
hostname (config)# interface GigabitEthernet3/1
hostname (config-if)# ipv6 enable
hostname (config-if)# ipv6 ospf 1 area 1

次に、show running-config ipv6 コマンドの出力例を示します。
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hostname (config)# show running-config ipv6
ipv6 router ospf 1
log-adjacency-changes

次に、show running-config interface コマンドの出力例を示します。
hostname (config-if)# show running-config interface GigabitEthernet3/1
interface GigabitEthernet3/1
nameif fda
security-level 100
ip address 1.1.11.1 255.255.255.0 standby 1.1.11.2
ipv6 address 9098::10/64 standby 9098::11
ipv6 enable
ipv6 ospf 1 area 1

次に、OSPFv3-specific インターフェイスを設定する例を示します。
hostname (config)# interface GigabitEthernet3/1
hostname (config-if)# nameif fda
hostname (config-if)# security-level 100
hostname (config-if)# ip address 10.1.11.1 255.255.255.0 standby 10.1.11.2
hostname (config-if)# ipv6 address 9098::10/64 standby 9098::11
hostname (config-if)# ipv6 enable
hostname (config-if)# ipv6 ospf cost 900
hostname (config-if)# ipv6 ospf hello-interval 20
hostname (config-if)# ipv6 ospf network broadcast
hostname (config-if)# ipv6 ospf database-filter all out
hostname (config-if)# ipv6 ospf flood-reduction
hostname (config-if)# ipv6 ospf mtu-ignore
hostname (config-if)# ipv6 ospf 1 area 1 instance 100
hostname (config-if)# ipv6 ospf encryption ipsec spi 890 esp null md5
12345678901234567890123456789012
hostname
hostname
hostname
hostname
hostname
hostname
hostname
hostname
hostname

(config)#
(config)#
(config)#
(config)#
(config)#
(config)#
(config)#
(config)#
(config)#

ipv6 router ospf 1
area 1 nssa
distance ospf intra-area 190 inter-area 100 external 100
timers lsa arrival 900
timers pacing flood 100
timers throttle lsa 900 900 900
passive-interface fda
log-adjacency-changes
redistribute connected metric 100 metric-type 1 tag 700

OSPFv3 仮想リンクを設定する方法の例については、次の URL を参照してください :
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a0080b8fd06.shtml
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OSPF のモニタリング
IP ルーティング テーブルの内容、キャッシュの内容、およびデータベースの内容など、特定の統計情
報を表示できます。提供される情報は、リソースの使用状況を判定してネットワークの問題を解決する
ために使用することもできます。また、ノードの到達可能性情報を表示して、デバイス パケットが
ネットワークを通過するときにとるルーティング パスを見つけることもできます。
さまざまな OSPFv2 ルーティング統計情報をモニタまたは表示するには、次のいずれかのコマンドを
入力します。

コマンド

目的

show ospf [process-id [area-id]]

OSPFv2 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 border-routers

ABR および ASBR までの内部 OSPFv2 ルーティ
ング テーブル エントリを表示します。

show ospf [process-id [area-id]] database
show ospf flood-list if-name

特定のルータの OSPFv2 データベースに関係する
情報のリストを表示します。
（OSPFv2 パケット ペーシングの観察のため）イ
ンターフェイスへのフラッディングを待機してい
る LSA のリストを表示します。

OSPFv2 アップデート パケットは、自動的にペー
シングされるため、各パケットの送信間隔が 33
ミリ秒未満になることはありません。ペーシング
を行わないと、リンクが低速の状態でアップデー
ト パケットの一部が失われたり、ネイバーがアッ
プデートを十分すばやく受信できなくなったり、
あるいは、ルータがバッファ スペースを使い切っ
てしまったりすることがあります。たとえば、
ペーシングを行わないと、次のいずれかのトポロ
ジが存在する場合にパケットがドロップされる可
能性があります。

• 高速ルータがポイントツーポイント リンクを
介して低速のルータと接続している。

• フラッディング中に、複数のネイバーから 1
つのルータに同時にアップデートが送信され
る。
ペーシングは、再送信間でも、送信効率を高めて
再送信パケットの損失を最小にするために利用さ
れます。インターフェイスからの送信を待機して
いる LSA を表示することもできます。ペーシン
グの利点は、OSPFv2 アップデートおよび再送信
パケットの送信の効率をよくすることです。
この機能を設定するタスクはありません。自動的
に行われます。
show ospf interface [if_name]

OSPFv2-related インターフェイスの情報を表示し
ます。

show ospf neighbor [interface-name]
[neighbor-id] [detail]

OSPFv2 ネイバー情報をインターフェイスごとに
表示します。
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コマンド

目的

show ospf request-list neighbor if_name

ルータで要求されるすべての LSA のリストを表
示します。

show ospf retransmission-list neighbor
if_name

再送信を待機しているすべての LSA のリストを
表示します。

show ospf [process-id] summary-address

OSPFv2 プロセスで設定されているサマリー アド
レスのすべての再配布情報のリストを表示しま
す。

show ospf [process-id] traffic

特定の OSPFv2 インスタンスで送信または受信さ
れたパケットのさまざまなタイプのリストを表示
します。

show ospf [process-id] virtual-links

OSPFv2-related 仮想リンク情報を表示します。

show route cluster

クラスタリングの追加 OSPFv2 ルートの同期情報
を表示します。

さまざまな OSPFv3 ルーティング統計情報をモニタまたは表示するには、次のいずれかのコマンドを
入力します。

コマンド

目的

show ipv6 ospf [process-id [area-id]]

OSPFv3 ルーティング プロセスに関する一般的な
情報を表示します。

show ipv6 ospf [process-id] border-routers

ABR および ASBR までの内部 OSPFv3 ルーティ
ング テーブル エントリを表示します。

show ipv6 ospf [process-id [area-id]]
database [external | inter-area prefix |
inter-area-router | network | nssa-external
| router | area | as | ref-lsa |
[destination-router-id] [prefix
ipv6-prefix] [link-state-id]] [link
[interface interface-name] [adv-router
router-id] | self-originate] [internal]
[database-summary]

特定のルータの OSPFv3 データベースに関する情
報のリストを表示します。

show ipv6 ospf [process-id [area-id]]
events

OSPFv3 イベント情報を表示します。
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コマンド
show ipv6 ospf [process-id] [area-id]
flood-list interface-type interface-number

目的
（OSPFv3 パケット ペーシングの観察のため）イ
ンターフェイスへのフラッディングを待機してい
る LSA のリストを表示します。

OSPFv3 アップデート パケットは、自動的にペー
シングされるため、各パケットの送信間隔が 33
ミリ秒未満になることはありません。ペーシング
を行わないと、リンクが低速の状態でアップデー
ト パケットの一部が失われたり、ネイバーがアッ
プデートを十分すばやく受信できなくなったり、
あるいは、ルータがバッファ スペースを使い切っ
てしまったりすることがあります。たとえば、
ペーシングを行わないと、次のいずれかのトポロ
ジが存在する場合にパケットがドロップされる可
能性があります。

• 高速ルータがポイントツーポイント リンクを
介して低速のルータと接続している。

• フラッディング中に、複数のネイバーから 1
つのルータに同時にアップデートが送信され
る。
ペーシングは、再送信間でも、送信効率を高めて
再送信パケットの損失を最小にするために利用さ
れます。インターフェイスからの送信を待機して
いる LSA を表示することもできます。ペーシン
グの利点は、OSPFv3 アップデートおよび再送信
パケットの送信の効率をよくすることです。
この機能を設定するタスクはありません。自動的
に行われます。
show ipv6 ospf [process-id] [area-id]
interface [type number] [brief]

OSPFv3 関連のインターフェイス情報を表示しま

show ipv6 ospf neighbor [process-id]
[area-id] [interface-type interface-number]
[neighbor-id] [detail]

OSPFv3 ネイバー情報をインターフェイスごとに

show ipv6 ospf [process-id] [area-id]
request-list [neighbor] [interface]
[interface-neighbor]

ルータで要求されるすべての LSA のリストを表
示します。

show ipv6 ospf [process-id] [area-id]
retransmission-list [neighbor] [interface]
[interface-neighbor]

再送信を待機しているすべての LSA のリストを
表示します。

show ipv6 ospf statistic [process-id]
[detail]

さまざまな OSPFv3 統計情報を表示します。

show ipv6 ospf [process-id] summary-prefix

OSPFv3 プロセスで設定されているサマリー アド
レスのすべての再配布情報のリストを表示しま
す。

show ipv6 ospf [process-id] timers
[lsa-group | rate-limit]

OSPFv3 タイマー情報を表示します。

show ipv6 ospf [process-id] traffic
[interface_name]

OSPFv3 トラフィック関連の統計情報を表示しま

す。
表示します。

す。
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コマンド

目的

show ipv6 ospf virtual-links

OSPFv3-related 仮想リンク情報を表示します。

show ipv6 route cluster [failover]
[cluster] [interface] [ospf] [summary]

クラスタ内の IPv6 ルーティング テーブルのシー
ケンス番号、IPv6 再コンバージェンス タイマー
のステータス、および IPv6 ルーティング エント
リのシーケンス番号表示します。

その他の参考資料
OSPF の実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。
• RFC

RFC
RFC

タイトル

2328

『OSPFv2』

4552

『OSPFv3 Authentication』

5340

『OSPF for IPv6』

OSPF の機能履歴
表 27-1 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。
表 27-1

OSPF の機能履歴

機能名

プラットフォーム
リリース

OSPF サポート

7.0(1)

機能情報

Open Shortest Path First（OSPF）ルーティング プロトコルを使用した、デー
タのルーティング、認証、およびルーティング情報の再配布とモニタについ
て、サポートが追加されました。
route ospf コマンドが導入されました。

Cisco ASA シリーズ CLI コンフィギュレーション ガイド（一般的な操作）

27-45

第 27 章

OSPF の設定

OSPF の機能履歴

表 27-1

OSPF の機能履歴 （続き）

機能名
マルチ コンテキスト
モードのダイナミック
ルーティング
クラスタリング

プラットフォーム
リリース

機能情報

9.0(1)

OSPFv2 ルーティングは、マルチ コンテキスト モードでサポートされます。

OSPFv2 および OSPFv3 の場合、バルク同期、ルートの同期およびレイヤ 2
ロード バランシングは、クラスタリング環境でサポートされます。

show route cluster、show ipv6 route cluster、debug route cluster、
router-id cluster-pool の各コマンドが導入または変更されました。
IPv6 の OSPFv3 サ
ポート

OSPFv3 ルーティングが IPv6 に対してサポートされます。
ipv6 ospf、ipv6 ospf area、ipv6 ospf cost、ipv6 ospf database-filter all out、
ipv6 ospf dead-interval、ipv6 ospf encryption、ipv6 ospf hello-interval、
ipv6 ospf mtu-ignore、ipv6 ospf neighbor、ipv6 ospf network、ipv6 ospf
flood-reduction、ipv6 ospf priority、ipv6 ospf retransmit-interval、ipv6
ospf transmit-delay、ipv6 router ospf、ipv6 router ospf area、ipv6 router
ospf default、ipv6 router ospf default-information、ipv6 router ospf
distance、ipv6 router ospf exit、ipv6 router ospf ignore、ipv6 router ospf
log-adjacency-changes、ipv6 router ospf no、ipv6 router ospf
passive-interface、ipv6 router ospf redistribute、ipv6 router ospf
router-id、ipv6 router ospf summary-prefix、ipv6 router ospf timers、
area encryption、area range、area stub、area nssa、area virtual-link 、
default、default-information originate、distance、ignore lsa mospf、
log-adjacency-changes、redistribute、router-id、summary-prefix、timers
lsa arrival、timers pacing flood、timers pacing lsa-group、timers pacing
retransmission、timers throttle、show ipv6 ospf、show ipv6 ospf
border-routers、show ipv6 ospf database 、show ipv6 ospf events、show
ipv6 ospf flood-list、show ipv6 ospf graceful-restart、show ipv6 ospf
interface、show ipv6 ospf neighbor、show ipv6 ospf request-list、show
ipv6 ospf retransmission-list、show ipv6 ospf statistic、show ipv6 ospf
summary-prefix、show ipv6 ospf timers 、show ipv6 ospf traffic、show
ipv6 ospf virtual-links、show ospf、show running-config ipv6 router 、
clear ipv6 ospf、clear configure ipv6 router、debug ospfv3、ipv6 ospf
neighbor の各コマンドが導入または変更されました。
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