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Multi area 構成では、ABR にて経路集約を⾏うことができる。
今回は area 23 に存在する 192.168.23.0/24 を他 area に広報する際、
192.168.0.0/16 に集約して広報するよう設定している。

これにより、 RT1 の routing table を before / after で確認すると、
192.168.23.0/24 の経路が消えて 192.168.0.0/16 が新たにインストールされ
ている。
また、 RT2 にはループ回避のため、 Null0 を出⼒ I/F とした集約経路がイン
ストールされる。
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外部ネットワークの経路は ASBR にて経路集約を⾏うことができる。
今回は外部ネットワーク (EIGRP) に存在する 192.168.23.0/24 を OSPF に広
報する際、 192.168.0.0/16 に集約して広報するよう設定している。

これにより、 RT1 の routing table を before / after で確認すると、
192.168.23.0/24 の経路が消えて 192.168.0.0/16 が新たにインストールされ
ている。
また、 RT2 にはループ回避のため、 Null0 を出⼒ I/F とした集約経路がイン
ストールされる。
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OSPF で default route を広報する場合、 「default-information originate」
が必要となる。

この例では RT2 にて static route から OSPF の redistribute を⾏なってい
る。
そのため、 RT2 に存在する Static route (0.0.0.0/0) が OSPF で広報されるは
ずだが、 RT1 の routing table にはこれが存在しない。

RT2 で 「default-information originate」 を設定することにより、 RT1 に
RT2 から default route が広報されていることが確認できた。
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また、 always option を指定すると、対象機器が default route を routing 
table に保持していなくとも、 default route を OSPF に広報することが可能
となっている。
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OSPF では、 ABR にて異なる area 間での経路広報をフィルタリングするこ
とができる。
まずは、特定のエリアに注⼊される (in) 経路のフィルタ⽅法を紹介する。

Before では Area 23 から Area 0 に対して 「3.3.3.3/32」 と
「192.168.23.0/24」 が広報されている。
これに対し、 RT2 で以下の条件でフィルタを⾏う。

(1) Area X から Area 0 には 「3.3.3.3/32」 を注⼊しない
(2) Area X から Area 0 にはその他の全ての経路を注⼊する

これを満たすために、 フィルタ対象のアドレスを deny 、その他を permit と
した prefix-list を設定する。
そして、これを Area 0 の IN に適⽤する。

すると、 RT1 の routing table から 「3.3.3.3/32」 が消えたことが確認でき
た。

11



続いて、特定のエリアから広報する (out) 経路のフィルタ⽅法を紹介する。

Before では Area 23 から Area 0 に対して 「3.3.3.3/32」 と
「192.168.23.0/24」 が広報されている。
これに対し、 RT2 で以下の条件でフィルタを⾏う。

(1) Area 23 から Area 0 には 「3.3.3.3/32」 を広報しない
(2) Area 23 から Area 0 にはその他の全ての経路を広報する

これを満たすために、 フィルタ対象のアドレスを deny 、その他を permit と
した prefix-list を設定する。
そして、これを Area 23 の OUT に適⽤する。

すると、 RT1 の routing table から 「3.3.3.3/32」 が消えたことが確認でき
た。

12



13



OSPF では distribute-list を使⽤することで、 経路制御を⾏うことができる。

この例では、 RT3 から RT2 に対して 「3.3.3.3/32」 と 「192.168.23.0/24」 が広報されて
いる。
これに対し、 RT2 で以下の条件でフィルタを⾏う。

(1) RT2 は Ethernet 0/1 (RT3 向け) から受信する経路のうち、 「3.3.3.3/32」 は routing 
table にインストールしない
(2) RT2 は Ethernet 0/1 から受信する経路のうち、 その他全ての経路を routing table にイ
ンストールする

これを満たすために、 フィルタ対象のアドレスを deny 、その他を permit とした access-
list を設定する。
そして、これを Ethernet 0/1 (RT3 向け) に IN で適⽤する。

すると、 RT2 の routing table から 「3.3.3.3/32」 が消えたことが確認できた。
しかし、これは LSA をフィルタするわけではないため、 RT1 には変わらず 「3.3.3.3/32」
の経路がインストールされる。

このように、特定の Router だけ対象経路が存在しないというイレギュラーな構成となってし
まうため、基本的に distribute-list を⽤いた経路フィルタは OSPF では⾮推奨となる。
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OUT への distribute-list の適⽤は Not support となり、記載の log が出⼒さ
れ動作しない。
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