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概要

オーバーレイ管理プロトコル（OMP）にボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）ルーティン
グをアドバタイズするとき vEdge ルータが自身の自律システム （AS） 番号をなぜアドバタイズ
しないかこの資料に記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

  

Viptela ソフトウェアの基本的な知識は Wide Area Network （SDWAN）ソリューションを定
義しました

●

OMP●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

この 文書に記載されている 情報は特定のラボ 環境のデバイスのヘルプで作成されました。 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。

設定

ネットワーク図

セットアップを記述する簡単なトポロジーダイアグラムはここにあります:

192.168.41.0/24---|R1---vedge1 – -オーバーレイ– -vedge2---R2|---192.168.51.0/24

そして問題はここに描写することができます:

R2 のプレフィクス A に関しては- AS-PATH を見ると期待します: 65002 は、64500、65001、
65156 しかし 65002 64500 65156 だけを見ました

R1 のプレフィクス B に関しては- AS-PATH を見ると期待します: 65001 は、64500、65002、
65157 しかし 65001 64500 65157 だけを見ました

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。

1. vedge2 のプレフィクス B （192.168.51.0/24）の見てみて下さい。

vedge2# show bgp routes 192.168.51.0/24 detail

bgp routes-table vpn 40 192.168.51.0/24

 best-path 1

 info 0

  nexthop     192.168.50.115

  metric      0

  weight      0

  origin      igp

  as-path     65157

  ri-peer     192.168.50.115



  ri-routerid 2.2.2.1

  path-status valid,best,external

  tag         0

ピアルータ R2 現在で単一で表記、ここの AS パスおよび構成されているのでこれは予期された
動作です。 vedge2 のこのプレフィクスをアドバタイズされた方法見ます。

通常の Cisco Internetworking Operating Systems （IOS®）ルータとして同じような動作を同様に
観察できます。

2. OMP によるアドバタイジング BGPルート。

omp

 overlay-as       64500

 advertise bgp

!

BGP設定をですよく知られている な Cisco IOS ®redistribute コマンドのようアドバタイズして下
さい。 OMP は BGP に類似したですが、現実には、それは SDWAN ソリューションのために特
別に開発されるもう一つのプロトコルです。 このように、BGPテーブルであった BGP プレフィ
クス属性を維持します（ステップを 1）参照して下さい。 

3. オーバーレイを通った後 vedge1 のプレフィクス B （192.168.51.0/24）の見てみよう。

vedge1# show omp routes 192.168.51.0/24 detail

---------------------------------------------------

omp route entries for vpn 40 route 192.168.51.0/24

---------------------------------------------------

            RECEIVED FROM:

peer            192.168.30.103

path-id         12

label           1003

status          C,I,R

loss-reason     not set

lost-to-peer    not set

lost-to-path-id not set

    Attributes:

     originator       192.168.30.105

     type             installed

     tloc             192.168.30.105, mpls, ipsec

     ultimate-tloc    not set

     domain-id        not set

     overlay-id        1

     site-id          50

     preference       not set

     tag              not set

     origin-proto     eBGP

     origin-metric    0

     as-path          "65157"

     unknown-attr-len not set

他のどのダイナミック ルーティング プロトコルのためにもどのようにへのされるか表記、このプ
レフィクスの属性維持された類似しただったので。 BGP の AS-PATH はちょうどもう 1 つ OMP
のための意味がない外部 ルーティング プロトコルのアトリビュートです。 1 AS だけパスで見ら
れます。 それは vedge2 が他の BGP 隣接にアドバタイズメントをしなかったので予期された動
作です。 それは BGP からの OMP に再配布をしました、従ってこのプレフィクスに関して専有
物を付加してはなりません。



  

4. BGP AS 65001 に、今 vedge1 で OMP の再配布を行って下さい。

omp

 no shutdown

overlay-as 64500 advertise bgp ! … ! vpn 40 router bgp 65001 propagate-aspath address-family

ipv4-unicast redistribute omp ! neighbor 192.168.40.114 no shutdown remote-as 65156 ! ! !

、vEdge で Cisco IOS ® と同じようなコマンドがないのでここにインポートは実際にステップ オ
ーバーレイようにところにあり、がそれをですロールします、通常の Cisco IOS ® でとは違って
R1 にアドバタイズされると同時に前に付けるために変更を見ません、ipv4 uncicast BGP 隣接に
最近組み立てられた AS-PATH を見るのを助けることができる 192.168.40.114 アドバタイズされ
た ルートを示して下さい。

  

5. このように、可能性とだけ受信ルータ（この場合 R1）の AS-PATH をチェックするために残っ
ています。

  

R1#show bgp vpnv4 unicast vrf vEdge1_18.3 neighbors 192.168.40.104 routes

BGP table version is 11, local router ID is 192.168.41.10

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,

              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,

              t secondary path,

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

Route Distinguisher: 1:183 (default for vrf vEdge1_18.3)

 *>   192.168.51.0     192.168.40.104        1000            0 65001 64500 65157 ?

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。

結論

OMP は BGP といくつかの類似性を共有しますが、2 つのプロトコルが互いに相互に作用してい
るときこのファクトは混合をするべきではありません。 AS-PATH は一般にそのような誤解を引
き起こすトピックの 1 つです。

関連情報

設定 OMP●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/03Routing/02Configuring_OMP
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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