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概要

この資料はルーティング テーブルにデフォルト ルート インストールに関して Cisco IOS XE と異
なっている Cisco IOS XE SDWAN ソフトウェアの予期された動作を記述したものです。 

問題： デフォルト ルートはルーティング テーブルにありません

正しく設定され、で見られるがデフォルト ルートはルーティングで示されないし、フォワーディ
ングテーブルは、runnning 構成を示し、sdwan runnning 構成を示します

Router#sh run | i ip route 0\.0\.0\.0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.10

Router#sh sdwan run | i ip route 0\.0\.0\.0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.10

同時にルーティングおよびフォワーディングテーブルのルートを表示できません:

Router#sh ip ro | b Gateway

Gateway of last resort is not set

      192.168.9.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.9.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

L        192.168.9.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

L        192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

Router#sh ip cef 0.0.0.0/0

0.0.0.0/0

  no route

トラブルシューティング

このルートがなぜインストールされていないか debug ip routing および原因を理解する debug ip
cef eventsin 順序に試みることができます:

*Dec 22 10:34:43.706: RT: updating static 0.0.0.0/0 (0x0) [local lbl/ctx:1048577/0x0] omp-tag:0

:



    via 192.168.10.10   0 1048578 0x100001

*Dec 22 10:34:43.707: RT: add 0.0.0.0/0 via 192.168.10.10, static metric [1/0]

*Dec 22 10:34:43.707: RT: default path is now 0.0.0.0 via 192.168.10.10

*Dec 22 10:34:43.997: RT: del 0.0.0.0 via 192.168.10.10, static metric [1/0]

*Dec 22 10:34:43.997: RT: delete network route to 0.0.0.0/0

*Dec 22 10:34:43.997: RT: default path has been cleared

*Dec 22 10:34:43.713: %DMI-5-CONFIG_I: R0/0: nesd: Configured from NETCONF/RESTCONF by admin,

transaction-id 2086

ただし、出力はデフォルト ルートがルーティング テーブルになぜインストールされていないか原
因を説明しないものです。

ネクスト・ホップ到達可能性がチェックされる場合、ネクスト・ホップが到達不能であることが
わかります:

Router#ping 192.168.10.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

そして ARP 解決は同様にはたらきません:

Router#sh arp 192.168.10.10

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  192.168.10.10           0   Incomplete      ARPA

それ故にデフォルト ゲートウェイが到達可能ではないことが、完了されます。

また場合によっては、それはインターフェイスにインプットパケットがないし、問題の追加証拠
がある場合もあること顕著です:

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up

  Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is a8b4.5639.4e84 (bia a8b4.5639.4e84)

  Internet address is 192.168.10.254/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive

not supported Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is T output flow-control is

on, input flow-control is on ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output

00:00:07, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue:

0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue:

0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0

packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts (0 IP multicasts) 0

runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 0

multicast, 0 pause input

解決策

Cisco IOS XE SDWAN ソフトウェア 使用 Viptela vEdge ルータおよび呼出されたトラック デフ
ォルト ゲートウェイで設定される同じ機能

この機能は IP SLA および信頼できるスタティック ルーティング バックアップを設定する使用さ
れた on Cisco IOS のオブジェクト トラッキング 機能性に類似したです。

デフォルトでこの機能は示します sdwan running-config システム出力を有効に なり、対応したで
見られる場合がありません:



Router#show sdwan running-config system | i track-default-gateway

Router#

この機能についての詳細をここに参照して下さい: https://sdwan-
docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/track-
default-gateway

スタティック ルートのネクスト ホップに、ソフトウェア送信 ARP メッセージ 10 秒毎に有効に
されて ゲートウェイ トラッキングが。 ソフトウェアが ARP応答を受け取る場合、ローカルルー
ト 表にスタティック ルートを置きます。 10 の連続した ARP応答が抜けていた後、スタティック
ルートはルートテーブルから取除かれます。 ソフトウェアは定期的に ARP メッセージを送信 し
続けもう一度 ARP応答を受け取るとすぐ、スタティック ルートはルートテーブルに戻って追加
されます。

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/track-default-gateway
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/track-default-gateway
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/track-default-gateway

	デフォルト ルートはルーティング テーブルにありません
	目次
	概要
	問題： デフォルト ルートはルーティング テーブルにありません
	トラブルシューティング
	解決策


