VPN トンネルを渡る IGP フラップまたはパケッ
ト損失を解決するのに IP SLA との EEM を利用
して下さい
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はじめに
多くの事例は、症状「DMVPN、GRE、sVTI トンネル経由での EIGRP、OSPF、BGP のフラッ
プ」でオープンされます。 この問題をトラブルシューティングするために最初に回答すべき質問
は、「これは VPN の問題か、ルーティング プロトコルの問題か、ISP の問題か」です。
これをテストする方法は、基礎となるトランスポートがフラップまたは停止中でも正しく機能し
ているかどうかを調べることです。 残念ながら、このデータは通常イベント後に確認され、この
部分のデータを判別することは不可能です。 このドキュメントでは、問題の発生時にこの情報を
収集するために IP Service Level Agreement（SLA）、トラック オブジェクト、および
Embedded Event Manager（EEM）を使用する方法について説明します。

前提条件
要件
次の項目に関する知識が推奨されます。
●

●

IP SLA
EEM

使用するコンポーネント
このドキュメントの情報は、881 での Cisco IOS® Software Release 15.2(4)M コードに基づいて
おり、最新のすべてのコード（15.0(1)M 以降）でサポートされます。

表記法
ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

機能情報
IP SLA は、ネットワークのさまざまな多数の状態をテストする、ルータでバックグラウンドで実
行されるプロセスです。 このドキュメントでは、「icmp-echo」テストを使用して通常の IP 接続
をテストします。
その後に、トラック オブジェクトを使用して IP SLA の状態を追跡します。 次に、EEM アプレ
ットを使用して、トラック オブジェクトの状態が変化したときにアクションを行うことで、
syslog バッファ内のネットワークの状態を記録できます。
syslog にネットワークの状態をインラインで含めることで、フラップまたは停止中のネットワー
クの最新の状態をさかのぼって理解して、発生しているのが暗号化の問題なのか、トランスポー
トの問題なのか、IGP の問題なのかを判別できます。

トラブルシューティング方法

IP 接続の各レイヤを追跡するために、2 つの別個の SLA を使用します。
●

パブリックIPアドレス（172.18.3.52 へのパブリックIPアドレス ---> 172.20.5.43）
ip sla 100
icmp-echo 172.20.5.43 source-interface FastEthernet4
frequency 5
ip sla schedule 100 life forever start-time now

●

IP アドレス（10.1.12.100 をトンネル伝送するトンネル IP アドレス ----> 10.1.12.1）
ip sla 200
icmp-echo 10.1.12.1 source-interface Tunnel100
frequency 5
ip sla schedule 200 life forever start-time now

これらの SLA は、5 秒ごとに単一の ping パケットを定義済みのピアに送信します。 ping が応答
する場合、SLA は「OK」とマークされます。 応答しない場合、「Timeout」とマークされます。
その後、トラック オブジェクトを使用して SLA のステータスをトラッキングします。

●

パブリック IP アドレスからパブリック IP アドレスのトラッキング
track 100 ip sla 100
delay down 15 up 15

●

トンネル IP アドレスからトンネル IP アドレスのトラッキング
track 200 ip sla 200
delay down 15 up 15

トラック オブジェクトが変化すると、メッセージを Syslog に挿入できます。
●

パブリック IP アドレスからパブリック IP アドレスのトラッキング
event manager applet ipsla100down
event track 100 state down
action 1.0 syslog msg "Physical SLA probe failed!"
event manager applet ipsla100up
event track 100 state up
action 1.0 syslog msg "Physical SLA probe came up!"

●

トンネル IP アドレスからトンネル IP アドレスのトラッキング
event manager applet ipsla200down
event track 200 state down
action 1.0 syslog msg "Tunnel SLA probe failed!"
event manager applet ipsla200up
event track 200 state up
action 1.0 syslog msg "Tunnel SLA probe came up!"

データ分析
停止が発生した場合、show log コマンドの出力を収集します。
上の SLA メッセージを探します。
停止時に、次のことが発生します。
●

●

●

両方の SLA が失敗します。 この場合、次を意味します。インターネット経由での 2 つのピ
ア間のレイヤ 3 接続は中断されました。 これはさらなる調査が必要です。トンネルには問題
は発生していません。 これは、上の中断の被害を受けているため失敗します。
物理 SLA は失敗しませんが、トンネル SLA は失敗します。 この場合、次を意味します。イ
ンターネット経由での 2 つのピア間のレイヤ 3 接続は正常に動作しています。トンネルに問
題が発生しています。 トンネルのさらなる調査が必要です。
いずれの SLA も失敗します。 この場合、次を意味します。インターネット経由での 2 つの
ピア間のレイヤ 3 接続は正常に動作しています。トンネル経由での 2 つのピア間のレイヤ 3
ユニキャスト接続は正常に動作しています。トンネル経由でのレイヤ 3 マルチキャスト接続
は不明です。 これは、IGP によって使用されるマルチキャスト アドレスを ping することで
テストできます。上のテストが機能する場合、これはアプリケーションの問題（EIGRP、
OSFP、BGP）を示しています。 プロトコルのさらなる調査が必要です。

関連情報
●
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