
出力 パスが vEdge で実施される場合の OMP パ
ス選択問題 
目次

はじめに
トポロジ
設定
問題
解決策

概要

この資料はオーバーレイ管理プロトコル（OMP）パス選択が vEdge デバイスとないバックアッ
プパスが利用できてリンク障害の場合にはリモートサイトに到達可能性の不必要な結果および損
失を引き起こす vSmart コントローラで実施されるとき冗長性の設計と発生する問題を記述した
ものです。 この問題はまた「vSmart として代わりに考慮に入れませんリモート vEdge の TLOC
状態を」知られています。

トポロジ

問題をよりよく理解するために、ここにセットアップを描写する簡単なトポロジーダイアグラム
です:



設定

設定の簡潔な説明を見つけることができます。

サイト DC1 にあります TLOC 色「private1" および「ビジネス インターネットが」●

サイト DC2 にあります TLOC 色「private1" および「ビジネス インターネットが」●

サイト HQ に TLOC カラー「private1" がありますただ●

DC1 および DC2 で色は両方とも vSmart への制御接続のために使用されます ●

DC サイトは両方とも（DC1 および DC2）同じネットワークを、198.51.100.0/24 アドバタイズ
します。
各サイトでは、vEdge はある種のダイナミック ルーティング プロトコルによって DC からのル
ータを、例えばボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）学びます。

各 DC サイトは異なるメトリックとプレフィクスをタグ付けします:

サイト DC1 vEdge 一定原点メトリック 32
サイト DC2 vEdge setorigin メトリック 52

ホスト名 サイト ID システム IP
DC1 21 10.100.0.21
DC2 41 10.100.0.41
HQ 100 10.100.0.100
vSmart 100 10.100.0.20

問題

正常な動作の時:



1. vSmart は DC1 および DC2 両方から 198.51.100.0/24 を受け取ります。

vsmart1# show omp routes 198.51.100.0/24

Code:

C   -> chosen

I   -> installed

Red -> redistributed

Rej -> rejected

L   -> looped

R   -> resolved

S   -> stale

Ext -> extranet

Inv -> invalid

Stg -> staged

U   -> TLOC unresolved

                                            PATH                      ATTRIBUTE

VPN    PREFIX              FROM PEER        ID     LABEL    STATUS    TYPE       TLOC IP

COLOR            ENCAP  PREFERENCE

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

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

3      198.51.100.0/24     10.100.0.21      36     1003     C,R       installed  10.100.0.21

biz-internet     ipsec  -           <===== METRIC 32 (PREFERRED) 10.100.0.21 49 1003 C,R

installed 10.100.0.21 private1 ipsec - <===== METRIC 32 (PREFERRED) 10.100.0.41 36 1003 R

installed 10.100.0.41 biz-internet ipsec - <===== METRIC 52 10.100.0.41 49 1003 R installed

10.100.0.41 private1 ipsec - <===== METRIC 52

2. vSmart は HQ に OMP ルート選択 基準によって最も低い原点メトリックがあるので宛先 DC1
とのルートをアドバタイズします（private1 およびビジネス インターネットによって）。

vsmart1# show omp routes 198.51.100.0/24 vpn 3 detail

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

omp route entries for vpn 3 route 198.51.100.0/24

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

RECEIVED FROM: <================= RECEIVED FROM vEdge in DC1 in "biz-internet" color peer

10.100.0.21 path-id 36 label 1003 status C,R loss-reason not set lost-to-peer not set lost-to-

path-id not set Attributes: originator 10.100.0.21 type installed tloc 10.100.0.21, biz-

internet, ipsec ultimate-tloc not set domain-id not set overlay-id 1 site-id 21 preference not

set tag 1000030021 origin-proto eBGP origin-metric 32 as-path "65001 65001 65001" unknown-attr-

len not set RECEIVED FROM: <================= RECEIVED FROM vEdge in DC1 in "private1" color

peer 10.100.0.21 path-id 49 label 1003 status C,R loss-reason not set lost-to-peer not set lost-

to-path-id not set Attributes: originator 10.100.0.21 type installed tloc 10.100.0.21, private1,

ipsec ultimate-tloc not set domain-id not set overlay-id 1 site-id 21 preference not set tag

1000030021 origin-proto eBGP origin-metric 32 as-path "65001 65001 65001" unknown-attr-len not

set RECEIVED FROM: <================= RECEIVED FROM vEdge in DC2 in "biz-internet" color peer

10.100.0.41 path-id 36 label 1003 status R loss-reason origin-metric lost-to-peer 10.100.0.21

lost-to-path-id 49 Attributes: originator 10.100.0.41 type installed tloc 10.100.0.41, biz-

internet, ipsec ultimate-tloc not set domain-id not set overlay-id 1 site-id 41 preference not

set tag 1000030041 origin-proto eBGP origin-metric 52 as-path "65001 65001 65001 65001 65001"

unknown-attr-len not set RECEIVED FROM: <================= RECEIVED FROM vEdge in DC2 in

"private1" color peer 10.100.0.41 path-id 49 label 1003 status R loss-reason tloc-id lost-to-

peer 10.100.0.41 lost-to-path-id 36 Attributes: originator 10.100.0.41 type installed tloc

10.100.0.41, private1, ipsec ultimate-tloc not set domain-id not set overlay-id 1 site-id 41

preference not set tag 1000030041 origin-proto eBGP origin-metric 52 as-path "65001 65001 65001

65001 65001" unknown-attr-len not set ADVERTISED TO: <================= WE ADVERTISE TO HQ vEdge

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.2/03Routing/01Unicast_Overlay_Routing_Overview#OMP_Best-Path_Algorithm_and_Loop_Avoidance
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.2/03Routing/01Unicast_Overlay_Routing_Overview#OMP_Best-Path_Algorithm_and_Loop_Avoidance


ONLY BEST ROUTES WITH METRIC 32 peer 10.100.0.100 Attributes: originator 10.100.0.21 label 1003

path-id 4410 tloc 10.100.0.21, biz-internet, ipsec ultimate-tloc not set domain-id not set site-

id 21 overlay-id 1 preference not set tag 1000030021 origin-proto eBGP origin-metric 32 as-path

"65001 65001 65001" unknown-attr-len not set Attributes: originator 10.100.0.21 label 1003 path-

id 4439 tloc 10.100.0.21, private1, ipsec ultimate-tloc not set domain-id not set site-id 21

overlay-id 1 preference not set tag 1000030021 origin-proto eBGP origin-metric 32 as-path "65001

65001 65001" unknown-attr-len not set

3. HQ vEdge は「Inv としてこの vEdge に TLOC ビジネス インターネットがないので TLOC 「
ビジネス インターネット」のルートに、U」フラグを付けます。

4. HQ vEdge は TLOC C 「として「private1" のルートに、I、R」フラグを付け、ルートをインス
トールします。

DC1 障害シナリオ:

1. 障害シナリオでは、カラー「private1" 「の DC1 vEdge アップリンクはビジネス インターネッ
トが」アップ状態に留まる間、失敗します（インターフェイスはダウンの状態で入ります）。

2. vSmart は DC1 （ビジネス インターネットによってだけ到達可能）および DC2 から
198.51.100.0/24 を受け取ります（ビジネス インターネットおよび private1）。

3. vSmart は DC1 に HQ vEdge ルーティングに DC1 に最も低いメトリックがあるのでアドバタ
イズします（ビジネス インターネットによって）。

vsmart1# show omp routes 198.51.100.0/24 detail

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

omp route entries for vpn 3 route 198.51.100.0/24

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

            RECEIVED FROM:

peer            10.100.0.21

path-id         36

label           1003

status          C,R

loss-reason     not set

lost-to-peer    not set

lost-to-path-id not set

    Attributes:

     originator       10.100.0.21

     type             installed

     tloc             10.100.0.21, biz-internet, ipsec

     ultimate-tloc    not set

     domain-id        not set

     overlay-id        1

     site-id          21

     preference       not set

     tag              1000030021

     origin-proto     eBGP

     origin-metric    32

     as-path          "65001 65001 65001"

     unknown-attr-len not set

            RECEIVED FROM:

peer            10.100.0.41

path-id         36

label           1003

status          R



loss-reason     origin-metric

lost-to-peer    10.100.0.21

lost-to-path-id 36

    Attributes:

     originator       10.100.0.41

     type             installed

     tloc             10.100.0.41, biz-internet, ipsec

     ultimate-tloc    not set

     domain-id        not set

     overlay-id        1

     site-id          41

     preference       not set

     tag              1000030041

     origin-proto     eBGP

     origin-metric    52

     as-path          "65001 65001 65001 65001 65001"

     unknown-attr-len not set

            RECEIVED FROM:

peer            10.100.0.41

path-id         49

label           1003

status          R

loss-reason     tloc-id

lost-to-peer    10.100.0.41

lost-to-path-id 36

    Attributes:

     originator       10.100.0.41

     type             installed

     tloc             10.100.0.41, private1, ipsec

     ultimate-tloc    not set

     domain-id        not set

     overlay-id        1

     site-id          41

     preference       not set

     tag              1000030041

     origin-proto     eBGP

     origin-metric    52

     as-path          "65001 65001 65001 65001 65001"

     unknown-attr-len not set

            ADVERTISED TO:

peer    10.100.0.31

    Attributes:

     originator       10.100.0.21

     label            1003

     path-id          5906

     tloc             10.100.0.21, biz-internet, ipsec

     ultimate-tloc    not set

     domain-id        not set

     site-id          21

     overlay-id        1

     preference       not set

     tag              1000030021

     origin-proto     eBGP

     origin-metric    32

     as-path          "65001 65001 65001"

     unknown-attr-len not set

            ADVERTISED TO:

peer    10.100.0.41

    Attributes:

     originator       10.100.0.21

     label            1003

     path-id          7689

     tloc             10.100.0.21, biz-internet, ipsec

     ultimate-tloc    not set



     domain-id        not set

     site-id          21

     overlay-id        1

     preference       not set

     tag              1000030021

     origin-proto     eBGP

     origin-metric    32

     as-path          "65001 65001 65001"

     unknown-attr-len not set

 ADVERTISED TO: <===== THIS IS WHAT WE ADVERTISE TO HQ SITE peer 10.100.0.100 Attributes:

originator 10.100.0.21 label 1003 path-id 4410 tloc 10.100.0.21, biz-internet, ipsec ultimate-

tloc not set domain-id not set site-id 21 overlay-id 1 preference not set tag 1000030021 origin-

proto eBGP origin-metric 32 as-path "65001 65001 65001" unknown-attr-len not set

4. HQ vEdge は「Inv としてこの vEdge に TLOC ビジネス インターネットがないので TLOC 「
ビジネス インターネット」のルートに、U」フラグを付けます。

結果は HQ vEdge が範囲 198.51.100.0/24 できないことことです。

解決策

vSmart は（より少なく優先 するより高いメトリック）の DC2 の方のルーティングを送信 したか
もしれ、そのケースで HQ vEdge はまだまだある DC2 によって "private1" TLOC の使用の宛先に
到達します、:

VEDGE-HQ-1# show bfd sessions site-id 41

                                      SOURCE TLOC      REMOTE TLOC

DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID  STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP

IP                              PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec) UPTIME

TRANSITIONS

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

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

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

10.100.0.41      41       up          private1         private1         192.168.11.1

192.168.41.1                    12406       ipsec  7           1000           12:04:02:25     0

しかし vSmart がベストパスとして既により低いメトリックのビジネス インターネット ルートを
選択してしまったのでルートは「インストールされる HQ vEdge の DC2 によって private1"
TLOC によってありません。 vSmart は異なるメトリックの OMP ルーティングをデフォルトでア
ドバタイズしないし、それ故に奪取 するかどのパスを決定するために vEdge デバイスの受信を
可能にしないし、（利用可能 な TLOCs および状態を考慮に入れるため）。 vSmart はこれを制
御するそのようなメカニズムがないので（ケースの HQ vEdge）リモートデバイス 利用可能 な
TLOC 色をルートをでアドバタイズする考慮に入れないし、状態を考慮に入れません。 

これは iBGPルート リフレクタとの同じようなトポロジーおよび物理インターフェイス アドレス
のピアリングで見られる場合がある OMP 稀な場合です。 

最初の解決のオプションは追加します vSmart の OMP および呼出された「送信バックアップ パ
スで」利用可能 な 機能性（RFC7911）のようなパスを使用することです:

omp

  send-backup-paths

それはすべての使用可能なパスをアドバタイズします、従ってリモート HQ vEdge は TLOC アベ
イラビリティに基づいてパスを選択します。 

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/send-backup-paths
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/send-backup-paths
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/send-backup-paths


ここの第 2 解決のオプションは DC1 および DC2 vEdges の対応した プレフィクスのためのルー
ト ポリシー操作「設定 された メトリック」を取除き、次にたとえばここに示されているように
 vSmart コントロール ポリシーによって中央集中型ルート選択適用を行うことです:

policy

lists

site-list site_11

site-id 11

!

prefix-list PREFIX

ip-prefix 198.51.100.0/24

!

control-policy SET_PREF

sequence 10

match route

prefix-list PREFIX

site-id 21

!

action accept

set

preference 200

!

!

!

sequence 20

match route

prefix-list PREFIX

site-id 41

!

action accept

set

preference 100

!

!

!

default-action accept

!

apply-policy

site-list site_11

control-policy SET_PREF out

!

ここでは、サイト ID 11 は HQ vEdge であり、プレフィクスリスト プレフィクスは 1 TLOC カラ
ーまたは別のものに好まれたいと思うプレフィックスが含まれています。 OMP ルーティングが
両方とも HQ vEdge にあるので、vEdge がビジネス インターネットにもう達することができなけ
ればそれから Routing Information Base （RIB）に private1 によってルートをです OMP ルーティ
ング表インストールします。
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