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OSPF には5種類の Network type が存在し、それぞれによって動作が異なる。

Broadcast type は Multi access network となっており、1つのネットワーク
上に3台以上の OSPF Router が存在する可能性がある。
そのため、 Broadcast type では DR (Designated Router) と BDR (Backup 
Desiganted Rotuer) が選出され、それ以外は DROther となる。
※DR / BDR の詳細は後述。

また、 Broadcast type では 「224.0.0.5」 宛に Hello packet が⾃動的に送信
されるため、 Neighbor command で明⽰的に neighbor 指定をする必要がな
い。
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Non_Broadcast type は Multi access network となっており、1つのネット
ワーク上に3台以上の OSPF Router が存在する可能性がある。
そのため、 Broadcast type では DR (Designated Router) と BDR (Backup 
Desiganted Rotuer) が選出され、それ以外は DROther となる。

また、 NBMA (Non Broadcast Multi access) network では Multicast である
Hello packet を転送することができない。
そのため、 Neighbor command で明⽰的に neighbor address を指定し、
“unicast” で Hello packet を交換する。

※1 双⽅で neighbor address を明⽰的に指定する必要はなく、⽚側が指定す
ればもう⽚側は受け取った Hello packet に対して unicast で応答可能。
※2 Fream Relay は現在⼀般的には使⽤されていないレガシーな技術。
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Point_to_Point type はその名の通り、 1つのネットワーク上で OSPF Router 
が1対1で接続されている。
また、この network type では DR / BDR の選出は⾏われない。
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Point_to_Multipoint type は Point_to_Point の集合体のような扱いとなる。
Frame のような Hub & Spoke 構成において、 Point-to-Multipoint を⽤いる
ことで Non_Broadcast では必要だった以下2点の設定が不要となる。

・Hub を明⽰的に DR へ設定する必要がない
・Neighbor address を明⽰的に指定する必要がない

また、 Point_to_Multipoint で動作する I/F のネットワークは /32 で広報され
る。
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Point_to_Multipoint Non_Broadcast type は Point_to_Multipoint と⽐べ、
Neighbor command の要否が差異となる。
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DR / BDR は前述した通り、 broadcast / non-broadcast type といった
multiaccess network で選出される。

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

この例では、 priority は全て default であるため、 router-id が最も⼤きい
RT4 (4.4.4.4) が DR、 次に⼤きい RT3 (3.3.3.3) が BDR に選出されている。

そして、 Neighbor はすべての OSPF Router 間で確⽴されるが、 Adjacency 
は DR / BDR に対してのみ確⽴される。
そのため、 この例では RT1 ‒ 2 間は FULL status とならず、 2 WAY ⽌まり
となる。
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Multiaccess network では、 update が発⽣した際に DR/BDR (224.0.0.6) 宛
に update を送信する。
そして、 DR がこれを OSPF Router (224.0.0.5) 宛に広報する。
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DR に障害が発⽣した場合、 BDR が DR に昇格する。
そして、 DROther の中で次に優先度の⾼い OSPF Router が BDR に昇格す
る。
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RT4 が障害から復旧しても、 RT4 は DR とならず DROther となる。
このように、 OSPF では preempt が実装されていないため、⼀度決まった役
割が変動することはない。
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OSPF は multi area に対応しており、 OSPF network が⼤規模になる際は
multi area 構成を⽤いることで上記のメリット受けることができる。
また、 area 0 は 「backbone area」 という特殊な area となり、全ての area 
は必ず area 0 に接続する必要がある。
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OSPF multi area 構成では、 Router の配置場所 (設定) により上記のタイプ
を持つ。
また、これらのタイプは重複することもあり、例えば RT2 は Backbone 
Router 且つ ABR として動作している。
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LSA Type1 (Router LSA) はすべての OSPF Router が⽣成し、⾃⾝の area 内
に広報する。
OSPF が有効化された I/F の情報が含まれる。

この例では、 RT1 が送信する LSA Type1 を例として紹介する。

RT1 は router-id として 「1.1.1.1」 が設定されているため、 Advertising 
Router として 「1.1.1.1」 が含まれている。

また、 RT1 は 「192.168.1.1/24」 と 「192.168.123.1/24」 が設定されてお
り、これらが OSPF で有効化されている。
そのため、 Number of Links として2つの I/F 情報が含まれていることがわか
る。
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LSA Type2 (Network LSA) は DR が⽣成し、⾃⾝の area 内に広報する。

DR の IP address や DR が存在するネットワークのサブネットマスク、
そのネットワークに存在する OSPF router の router-id などが含まれる。

この例では、 「192.168.123.0/24」 のネットワークにおいて RT1 DR として
動作しており、 RT1 が送信する LSA Type2 を例として紹介する。

Link State ID として DR である RT1 のアドレス 「192.168.123.1」 が。
RT1 は router-id として 「1.1.1.1」 が設定されているため、 Advertising 
Router として 「1.1.1.1」 が含まれている。

また、 サブネットを表す 「255.255.255.0」 と、 このネットワークに存在す
る OSPF Router の Router-id が含まれていることがわかる。
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LSA Type3 (Summary LSA) は ABR が⽣成し、各 area に広報する。
Backbone area 経由で到達できるネットワークアドレス、⾃⾝が属する non-
backbone area のネットワークアドレス、ABR の router-id などが含まれ
る。

この例では、 RT2 は Area 0 と Area 23 の境界に存在し、 ABR として動作し
ている。

Area 0 へは Area 23 のネットワークアドレスを Link State ID 
「192.168.23.0」 と Netmask 「255.255.255.0」 で広報している。
Area 23 へは Area 0 のネットワークアドレスを Link State ID 
「192.168.12.0」 と Netmask 「255.255.255.0」 で広報している。
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LSA Type4 (ASBR summary LSA) は ASBR が存在する area の ABR が⽣成し、各 area に広報する。
ASBR の router-id や、ASBR summary LSA を異なる area に広報した ABR のアドレスや ASBR ま
での cost などが含まれている。

LSA Type5 (AS external LSA) は ASBR が⽣成し、各 area に広報する。外部ネットワークのネット
ワークアドレスやサブネットマスク、ASBR の router-id やそのネットワークに到達するための cost な
どが含まれる。

この例では、 Area 23 に RT3 が ASBR として動作している。ABR である RT2 は LSA Type 4 として、
Area 0 に ASBR の情報を広報している。

Link State ID として ASBR の router-id 「3.3.3.3」 や ABR から ASBR への cost 「Metric 10」 が含
まれる。

RT3 は ASBR として外部ネットワークの情報を LSA Type 5 で広報している。
外部ネットワークアドレスを Link State ID 「192.168.23.0」 と Netmask 「255.255.255.0」 で広報し
ている。

また、 LSA Type 5 には External Type5 が含まれており、 1 か 2 が定義されている。
1 の場合、 cost (Metric) は加算される。 RT1 から⾒ると、 cost 40 (Type 5 の metric 20 + Type 4 の
metric 10 + RT1 から RT2 への metric 10) となる。
RT2 から⾒ると、 cost 30 (Type5 の metric 20 + RT2 から RT3 への metric 10) となる。

2 の場合、 cost (Metric) は固定となる。 RT1 から⾒ても、 RT2 から⾒ても 「192.168.34.0/24」 への
cost は 20 となる。
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LSA Type 7 (NSSA external LSA) は NSSA area 内の ASBR が⽣成し、
NSSA area 内に広報する。
外部ネットワークのネットワークアドレスやサブネットマスク、ASBR の
router-id やそのネットワークに到達するための cost などが含まれる。

この例では、 Area 23 が NSSA area となっており、 RT3 が ASBR として動
作している。

RT3 は ASBR として外部ネットワークの情報を LSA Type 7 で広報してい
る。
外部ネットワークアドレスを Link State ID 「192.168.23.0」 と Netmask 
「255.255.255.0」 で広報している。

基本的に LSA Type 7 は前述した LSA Type 5 に差異はない。
また、 NSSA area から backbone area に広報される差異、 LSA Type 5 に変
換される。
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