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概要

この資料はエリア 1.で直接接続される FastEthernet セグメントの簡単な Designated Router
（DR）およびバックアップ用ルータ（BDR）によって Ciscoルータの使用と Open Shortest Path
First（OSPF） v3 に使用する 2 つの新しいリンク状態アドバタイズメント（LSA）型を記述した
ものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

OSPFv2●

IPv6●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco IOS®●

IOS-XE●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



背景説明

OSPFv3 は LSA 型の少数の変更を持って来ます。 パケット OSPFv2 交換 LSA がここで説明され
ているか自己によって起こされるルーティングを交換する方法。 OSPFv2 は LSA 1 （ルータ
ISA）の助けによって IPv4 ルーティングを交換します。 これはルートの伝搬を助けます。 ブロ
ードキャスト セグメントでそれは LSA 2 （ネットワーク LSA）を交換します。 

ルータは何を時 IPv6 ルーティングを交換する OSPFプロセス必要送信 しますか。
この要件を満たすために、IPv6 ルートの交換を助けるこれらは RFC 5340 で定義されます 2 つの
新しい LSA は追加され、:  https://tools.ietf.org/html/rfc5340
IPv6 ルーティングを運ぶために責任がある LSA:

LSA 型 8: リンク LSA●

リンク ローカル スコープ: LSA はローカル リンクだけであふれ、LINK-LSA のために更に使
用されます

●

LSA 型 9: エリア内 LSA●

エリア スコープ: LSA は単一 OSPF領域全体だけあふれます。 ルータISA、ネットワーク
LSA、相互エリア プレフィクス LSA、相互エリア ルータ LSA および内部エリア プレフィク
ス LSA のために使用される

●

次に、例を示します。

タイプ 3 要約LSA は相互エリア プレフィクス LSA と名前を変更されました

タイプ 4 要約LSA は相互エリア ルータ LSA と名前を変更されました

内部エリア プレフィクス LSA と呼ばれる新しい LSA は導入されました。 ルータISA およびネッ
トワーク LSA に IPv4 に含まれているこの LSA はすべての IPv6 プレフィクス 情報を伝えます。

  

設定

ネットワーク図

https://tools.ietf.org/html/rfc5340


設定

R1#sh running-config | s r o

router ospfv3 1

router-id 1.1.1.1

!

address-family ipv6 unicast

  passive-interface Loopback0

exit-address-family

R1#

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

media-type rj45

ipv6 address 2001:ABCD::1/64

ospfv3 1 ipv6 area 1

end

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

LSA 型 8 -リンク LSA

なぜリンク LSA を必要としますか。

これはルータISA に類似したであるそれらのリンクに接続される他のすべてのルータへのリンク
ローカル アドレスを起こしている自己をアドバタイズします。 それはリスト IPv6 プレフィック
スのリンクにリンクと関連付けるためにドメインの他のルータを知らせます。

注: 仮想リンクはリンク LSA を起こせますはずです。

ルータで時それがどのようにのように見えるか:



Wireshark キャプチャ:



リンク LSA の LSA 型は値 0x0008 に設定 されます。 リンク LSA にリンク ローカル フラッディ
ング スコープがあります。 ルータは各々の接続されたリンクのための別途のリンク LSA を起こ
します 2つ以上のルータをサポートする。

注: OSPFv3 は HELLO を送信 し、リンク ローカル アドレスとして送信元アドレスを取得
します。

LSA 型 9 -内部エリア プレフィクス LSA

内部エリア プレフィクス LSA の LS 型は 0x2009 の値に設定 されます。 内部エリア プレフィク
ス LSA にスコープにあふれるエリアがあります。

内部エリア プレフィクス LSA は何をしますか。

これに更に掘る前に、それがであるもの分析するために割り当てます:



それはアドレス プレフィックス 2001:abcd::/64 を運びます。 それはネットワーク LSA の参照に
よってトランジットネットワークの IPv6 アドレス プレフィックスのリストへの関連リンクする
か、またはルータによって referencinga ルータISA によって IPv6 アドレスのリストを関連付けま
す。 スタブ リンク プレフィックスは付属のルータによって関連付けられます。

基本的にはそれは IPv4 OSPF で使用されるように LSA タイプ 1 および LSA タイプ 2 エリアの
中のプレフィックスをアドバタイズするためにです。





トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。



関連情報

https://tools.ietf.org/html/rfc5340●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://tools.ietf.org/html/rfc5340
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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