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概要

この資料に直接インターネットアクセス（DIA）および中央集中型データ ポリシーの助けによっ
て優先 する 地方のインターネット ブレイクアウトで特定のブランチ vEdge を設定するために
SD-WAN ファブリックを設定する方法を記述されています。 このソリューションは地方のサイ
トが Zscaler® のような中央 集中型 サービスを利用し、優先 する インターネット 出力点として
使用する必要があるとき、たとえば役立つ可能性があります。 そのような配備は総称ルーティン
グ カプセル化（GRE）を必要としますまたはインターネット プロトコル セキュリティ
（IPSec）はトラフィックがインターネットに直接達する規則的な DIA ソリューションと異なっ
ています転送する VPN およびデータフローから設定されるためにトンネル伝送します。 

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

SD-WAN 政策の枠組の基本的な知識。●

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。

vEdge ルータ●

18.3.5 ソフトウェア バージョンを持つ vSmart コントローラ。●



背景説明

vEdge2 から VPN トラフィックを、それインターネットに達するべきです転送されますデータ平
面トンネルを使用して別のブランチ vEdge1 に、保守して下さい。 vEdge1 がルータ ローカル イ
ンターネット ブレイクアウトのために設定される DIA である。 

ネットワーク図

ホスト名 vEdge1 vEdge2

ホスト ロール
DIA （地方のインターネット ブレイ
クアウト）を備えているブランチ デ
バイス

設定される DIA を備えていないブラ
ンチ デバイス

VPN 0 

     転送する場所（TLOC） 1 ビジネス インターネット、
IP: 192.168.110.6/24

ビジネス インターネット、
IP: 192.168.110.5/24

     転送する場所（TLOC） 2 公衆インターネット、
IP: 192.168.109.4/24

公衆インターネット、
IP: 192.168.109.5/24

VPN 40 を保守して下さい ge0/1 を、IP インターフェイスさせて
下さい: 192.168.40.4/24

ge0/2 を、IP インターフェイスさせて
下さい: 192.168.50.5/24

設定

解決策 1： ネクスト・ホップを変更する中央集中型データ ポリシー 使用方法。

vEdge2 にあります vEdge1 および他のサイト（フルメッシュ形式接続）と確立されるデータ平
面トンネルが

vEdge1 に IP ルートで設定される DIA が 0.0.0.0/0 VPN 0 あります。



vSmart 中央集中型データ ポリシー 設定:

policy

 data-policy DIA_vE1

  vpn-list VPN_40

   sequence 5

    match

     destination-data-prefix-list ENTERPRISE_IPs

    !

    action accept

    !

   !

   sequence 10

    action accept

     set

      next-hop 192.168.40.4

     !

    !

   !

   default-action accept

  !

 !

!

lists

  vpn-list VPN_40

   vpn 40

  !

  data-prefix-list ENTERPRISE_IPs

   ip-prefix 10.0.0.0/8

   ip-prefix 172.16.0.0/12    ip-prefix 192.168.0.0/16 ! apply-policy site-list SITE2 data-

policy DIA_vE1 from-service

vEdge2 は-特別なコンフィギュレーションを必要としません。

ポリシーがきちんと適用された場合確認を行うとステップが見つけることができます。 

1. ポリシーが vEdge2 から不在であることを確認して下さい:

vedge2# show policy from-vsmart

% No entries found.

2. 転送情報ベース （FIB）プログラミングをチェックして下さい。 それはインターネットの宛先
のための show route 不在（ブラックホール）べきです:

vedge2# show policy service-path vpn 40 interface ge0/2 source-ip 192.168.50.5 dest-ip

173.37.145.84 protocol 1 all

Number of possible next hops: 1

Next Hop: Blackhole

3. vSmart データ ポリシーを vSmart 設定の適用ポリシー セクションの下で適用するか、または
vManage GUI でアクティブにして下さい。

4. vEdge2 が vSmart からデータ ポリシーの受け取りに成功したことを確認して下さい:

vedge2# show policy from-vsmart

from-vsmart data-policy DIA_vE1

 direction from-service

 vpn-list VPN_40



  sequence 5

   match

    destination-data-prefix-list ENTERPRISE_IPs

   action accept

  sequence 10

   action accept

    set

     next-hop 192.168.40.4

  default-action accept

from-vsmart lists vpn-list VPN_40

 vpn 40

from-vsmart lists data-prefix-list ENTERPRISE_IPs

 ip-prefix 10.0.0.0/8

 ip-prefix 172.16.0.0/12   

 ip-prefix 192.168.0.0/16

5. プログラムする転送情報ベース （FIB）をそれ示しますインターネットの宛先のための可能性
のあるルーティングをチェックして下さい:

vedge2# show policy service-path vpn 40 interface ge0/2 source-ip 192.168.50.5 dest-ip

173.37.145.84 protocol 1 all

Number of possible next hops: 4

Next Hop: IPsec

  Source: 192.168.110.5 12366 Destination: 192.168.110.6 12346 Color: biz-internet

Next Hop: IPsec

  Source: 192.168.109.5 12366 Destination: 192.168.110.6 12346 Color: public-internet

Next Hop: IPsec

  Source: 192.168.110.5 12366 Destination: 192.168.109.4 12346 Color: biz-internet

Next Hop: IPsec

  Source: 192.168.109.5 12366 Destination: 192.168.109.4 12346 Color: public-internet

6. インターネットの宛先に到達可能性を確認して下さい:

vedge2# ping vpn 40 173.37.145.84

Ping in VPN 40

PING 173.37.145.84 (173.37.145.84) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 173.37.145.84: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.392 ms

64 bytes from 173.37.145.84: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.346 ms

^C

--- 173.37.145.84 ping statistics ---

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2000ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.345/0.361/0.392/0.021 ms

vEdge1 コンフィギュレーションのステップを見つけることができます。

1. DIA が使用する必要があるトランスポート インターフェイスのネットワーク アドレス変換
（NAT）をアクティブにして下さい、:

vpn 0

 !

 interface ge0/0

  description "DIA interface"

  ip address 192.168.109.4/24

 nat <<<<==== NAT activated for a local DIA !

2. DIA をアクティブにするためにスタティック ルート IP ルートをサービス VPN の 0.0.0.0/0
VPN 0 追加して下さい:



vpn 40

 interface ge0/4

  ip address 192.168.40.4/24

  no shutdown

 !

 ip route 0.0.0.0/0 vpn 0     <<<<==== Static route for DIA !

3. RIB が NAT ルートが含まれているかどうか確認して下さい: 

vedge1# show ip route vpn 40 | include nat

40 0.0.0.0/0 nat - ge0/0 - 0 - - - F,S

4. DIA 作業および NAT 変換の vEdge2 からの 173.37.145.84 にインターネット制御メッセージ
プロトコル（ICMP） セッションを見る場合があることを確認して下さい

vedge1# show ip nat filter | tab

                            PRIVATE                       PRIVATE  PRIVATE

PUBLIC  PUBLIC

NAT  NAT                    SOURCE         PRIVATE DEST   SOURCE   DEST     PUBLIC SOURCE

PUBLIC DEST    SOURCE  DEST    FILTER       IDLE        OUTBOUND  OUTBOUND   INBOUND  INBOUND

VPN  IFNAME  VPN  PROTOCOL  ADDRESS        ADDRESS        PORT     PORT     ADDRESS

ADDRESS        PORT    PORT    STATE        TIMEOUT     PACKETS   OCTETS     PACKETS  OCTETS

DIRECTION

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

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

------

0 ge0/0 40 icmp 192.168.50.5 173.37.145.84 9269 9269 192.168.109.4 173.37.145.84 9269 9269

established 0:00:00:02 10 840 10 980 -

注: このソリューションは私達が別の地方の終了使用方法を用いる冗長性かロード シェアリ
ングを編成することを可能にしません。
         IOS XE ルータによってはたらきません 

解決策 2： OMP に必須 GRE \ IPSec \ NAT デフォルト ルートをインジェクトして
下さい。

現在、OMP に vEdge2 によってアドバタイズされるために vEdge1 の GRE \ IPSecトンネルを指
すデフォルト ルートを得る可能性がありません（NAT ルート OMP プロトコルを再配布して下さ
い）。 以下の事項に注意して下さい:動作は未来のソフトウェア バージョンで変化するかもしれ
ません。

目標は vEdge2 （DIA のために好まれるデバイス）によって起き、OMP によって更に伝搬できる
規則的な静的デフォルト ルート（IP ルート 0.0.0.0/0 <next ホップ IP addr>）を作成することで
す。

これを実現させるために、ダミーの VPN は vEdge1 で作成され、物理ポート ループはケーブル
と実行された。 ループはダミーの VPN に割り当てられるポートと静的デフォルト ルートを必要
とする望ましい VPN のポートの間で作成されます。  また、下記のようにピクチャの対応する
VPN s に割り当てられるダミーの VLAN およびサブインターフェイス 2 つのスイッチに接続され
るちょうど 1 つの物理インターフェイスでループを作成できます:



vEdge1 設定例を見つけることができます。 

1. ダミーの VPN を作成して下さい:

vpn 50

 interface ge0/3

description DIA_for_region ip address 192.168.111.2/30 no shutdown ! ip route 0.0.0.0/0 vpn 0

<<<<==== NAT activated for a local DIA

 ip route 10.0.0.0/8 192.168.111.1 <<<<==== Reverse routes, pointing to loop interface GE0/3

ip route 172.16.0.0/12 192.168.111.1   

ip route 192.168.0.0/16 192.168.111.1 !

2. NAT インターフェイスを指定している DIA ルートがルーティング テーブルに追加に成功した
FIB をチェックして下さい:

vedge1# show ip route vpn 50 | i nat

50     0.0.0.0/0 nat - ge0/0 - 0 - - - F,S

3. （OMP がアドバタイズできる）規則的なデフォルト ルートが設定される本番目的に使用する
VPN を保守して下さい:

vpn 40

 interface ge0/4

  description CORPORATE_LAN

  ip address 192.168.40.4/24

  no shutdown

 !

 interface ge0/5

description LOOP_for_DIA ip address 192.168.111.1/30 no shutdown ! ip route 0.0.0.0/0

192.168.111.2 <<<<==== Default route, pointing to loop interface GE0/5 omp advertise connected

advertise static ! !

4. ループ インターフェイスを指すデフォルト ルートの存在があるように RIB を確認して下さい:



vedge1# show ip route vpn 40 | include 0.0.0.0

40 0.0.0.0/0 static - ge0/5 192.168.111.2 - - - - F,S

5. vEdge1 が OMP によってデフォルト ルートをアドバタイズしたことを確認して下さい:

vedge1# show omp routes detail | exclude not\ set

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

omp route entries for vpn 40 route 0.0.0.0/0 <<<<==== Default route OMP entry ------------------

--------------------------------- RECEIVED FROM: peer 0.0.0.0 <<<<==== OMP route is locally

originated path-id 37 label 1002 status C,Red,R Attributes: originator 192.168.30.4 type

installed tloc 192.168.30.4, public-internet, ipsec overlay-id 1 site-id 13 origin-proto static

origin-metric 0 ADVERTISED TO: peer 192.168.30.3 Attributes: originator 192.168.30.4 label 1002

path-id 37 tloc 192.168.30.4, public-internet, ipsec site-id 13 overlay-id 1 origin-proto static

origin-metric 0

6. vEdge2 は vEdge1 を指す OMP によって設定を、デフォルト ルート受け取られます必要とし
ません、

vedge2# show ip route vpn 40 | include 0.0.0.0

40 0.0.0.0/0 omp - - - - 192.168.30.4 public-internet ipsec F,S

7. 173.37.145.84 に到達可能性を確認して下さい:

vedge2# ping vpn 40 173.37.145.84

Ping in VPN 40

PING 173.37.145.84 (173.37.145.84) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 173.37.145.84: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.518 ms

64 bytes from 173.37.145.84: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.604 ms

^C

--- 192.168.109.5 ping statistics ---

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3999ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.518/0.563/0.604/0.032 ms

注: このソリューションは別の地方の終了使用方法を用いる冗長性かロード シェアリングを
編成することを可能にします。
         IOS XE ルータによってはたらきません 

解決策 3： OMP にデフォルト ルートを時 DIA.に使用する中央集中型データ ポリ
シー インジェクトして下さい。

中央集中型データ ポリシーがローカル DIA のために使用されるとき、デフォルト ルートをイン
ジェクトする可能性のある方法この静的デフォルト ルートの使用方法である DIA が付いている地
方のデバイスを指します: IP ルート 0.0.0.0/0 Null0。

ブランチ範囲 DIA からデータ ポリシーのおかげで着く内部 パケットフローが原因で、トラフィ
ックは Null0 に、決してルートに達しないし。 ここを見てわかるように、ネクスト・ホップ ルッ
クアップはポリシー配備の後やっと起こります。



vEdge2 に vEdge1 および他のサイト（フルメッシュ形式接続）と確立されるデータ平面トンネ
ルがあります。 それは特別なコンフィギュレーションを必要としません。

vEdge1 に中央集中型データ ポリシーで設定される DIA があります。

vEdge1 コンフィギュレーションのステップを見つけることができます。

1. DIA が使用する必要があるトランスポート インターフェイスのネットワーク アドレス変換
（NAT）をアクティブにして下さい、:

vpn 0

 !

 interface ge0/0

  description "DIA interface"

  ip address 192.168.109.4/24

 nat <<<<==== NAT activated for a local DIA !

2. ブランチにデフォルトをアドバタイズするためにスタティック ルート IP ルートをサービス
VPN の 0.0.0.0/0 null0 追加して下さい:

vpn 40

 interface ge0/4

  ip address 192.168.40.4/24

  no shutdown

 !

 ip route 0.0.0.0/0 null0     <<<<==== Static route to null0 that will be advertised to branches

via OMP !

3. RIB がデフォルト ルートが含まれているかどうか確認して下さい: 

vedge1# show ip route vpn 40 | include 0.0.0.0

40 0.0.0.0/0 static - - - 0 - - - B,F,S

4. vEdge1 が OMP によってデフォルト ルートをアドバタイズしたことを確認して下さい:

vedge1# show omp routes detail | exclude not\ set



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

omp route entries for vpn 40 route 0.0.0.0/0 <<<<==== Default route OMP entry ------------------

--------------------------------- RECEIVED FROM: peer 0.0.0.0 <<<<==== OMP route is locally

originated path-id 37 label 1002 status C,Red,R Attributes: originator 192.168.30.4 type

installed tloc 192.168.30.4, public-internet, ipsec overlay-id 1 site-id 13 origin-proto static

origin-metric 0 ADVERTISED TO: peer 192.168.30.3 Attributes: originator 192.168.30.4 label 1002

path-id 37 tloc 192.168.30.4, public-internet, ipsec site-id 13 overlay-id 1 origin-proto static

origin-metric 0

5. ポリシーが vEdge1 で不在であること、そして DIA が有効に ならないことを確認して下さい:

vedge1# show policy from-vsmart

% No entries found.

6. 転送情報ベース （FIB）プログラミングをチェックして下さい。 それは DIA が有効に ならな
いのでインターネットの宛先のための show route 不在（ブラックホール）べきです:

vedge1# show policy service-path vpn 40 interface ge0/2 source-ip 192.168.40.4 dest-ip

173.37.145.84 protocol 1 all

Number of possible next hops: 1

Next Hop: Blackhole

vSmart DIA のための中央集中型データ ポリシー 設定:

policy

 data-policy DIA_vE1

  vpn-list VPN_40

   sequence 5

    match

     destination-data-prefix-list ENTERPRISE_IPs

    action accept

   sequence 10

    action accept

     nat-use vpn0             <<<<==== NAT reference for a DIA default-action accept lists  

vpn-list VPN_40    vpn 40   data-prefix-list ENTERPRISE_IPs    ip-prefix 10.0.0.0/8    ip-prefix

172.16.0.0/12    ip-prefix 192.168.0.0/16

site-list SITE1

site-id 1001 apply-policy site-list SITE1 <<<<==== policy applied to vEdge1 data-policy DIA_vE1

from-service

vSmart データ ポリシーを vSmart 設定の適用ポリシー セクションの下で適用するか、または
vManage GUI でアクティブにして下さい。

7. vEdge1 が vSmart からデータ ポリシーの受け取りに成功したことを確認して下さい:

vedge1# show policy from-vsmart

from-vsmart data-policy DIA_vE1

 direction from-service

 vpn-list VPN_40

  sequence 5

   match

    destination-data-prefix-list ENTERPRISE_IPs

   action accept

  sequence 10

   action accept

nat-use vpn0 default-action accept from-vsmart lists vpn-list VPN_40 vpn 40 from-vsmart lists

data-prefix-list ENTERPRISE_IPs ip-prefix 10.0.0.0/8 ip-prefix 172.16.0.0/12    ip-prefix

192.168.0.0/16

8. プログラムする転送情報ベース （FIB）をそれ示しますインターネットの宛先のための可能性



のあるルーティングをチェックして下さい:

vedge1# show policy service-path vpn 40 interface ge0/2 source-ip 192.168.40.4 dest-ip

173.37.145.84 protocol 1 all

Number of possible next hops: 1

Next Hop: Remote

Remote IP:173.37.145.84, Interface ge0/0 Index: 4

9. インターネットの宛先に到達可能性を確認して下さい:

vedge1# ping vpn 40 173.37.145.84

Ping in VPN 40

PING 173.37.145.84 (173.37.145.84) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 173.37.145.84: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.192 ms

64 bytes from 173.37.145.84: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.246 ms

64 bytes from 173.37.145.84: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.236 ms ^C --- 173.37.145.84 ping

statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms rtt

min/avg/max/mdev = 0.245/0.221/0.192/0.021 ms

vEdge2 検証手順:

1. デフォルト ルートが RIB に受け取りに成功し、インストールされたことを確認して下さい:

vEdge2# sh ip route vpn 40 | include 0.0.0.0

40     0.0.0.0/0           omp              -         -           -                -

192.168.30.4   biz-internet     ipsec  F,S

40 0.0.0.0/0 omp - - - - 192.168.30.4 public-internet ipsec F,S

2. プログラムする転送情報ベース （FIB）をそれ示しますインターネットの宛先のための可能性
のあるルーティングをチェックして下さい:

vedge2# show policy service-path vpn 40 interface ge0/2 source-ip 192.168.50.5 dest-ip

173.37.145.84 protocol 1 all

Number of possible next hops: 4

Next Hop: IPsec

  Source: 192.168.110.5 12366 Destination: 192.168.110.6 12346 Color: biz-internet

Next Hop: IPsec

  Source: 192.168.109.5 12366 Destination: 192.168.110.6 12346 Color: public-internet

Next Hop: IPsec

  Source: 192.168.110.5 12366 Destination: 192.168.109.4 12346 Color: biz-internet

Next Hop: IPsec

  Source: 192.168.109.5 12366 Destination: 192.168.109.4 12346 Color: public-internet

3. インターネットの宛先に到達可能性を確認して下さい:

vedge2# ping vpn 40 173.37.145.84

Ping in VPN 40

PING 173.37.145.84 (173.37.145.84) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 173.37.145.84: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.382 ms

64 bytes from 173.37.145.84: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.392 ms 64 bytes from 173.37.145.84:

icmp_seq=3 ttl=63 time=0.346 ms ^C --- 173.37.145.84 ping statistics --- 3 packets transmitted,

3 received, 0% packet loss, time 2000ms rtt min/avg/max/mdev = 0.392/0.361/0.346/0.023 ms

4. DIA 作業および NAT 変換の vEdge2 からの 173.37.145.84 にインターネット制御メッセージ
プロトコル（ICMP） セッションを見る場合があることを確認して下さい

vedge1# show ip nat filter | tab



                            PRIVATE                       PRIVATE  PRIVATE

PUBLIC  PUBLIC

NAT  NAT                    SOURCE         PRIVATE DEST   SOURCE   DEST     PUBLIC SOURCE

PUBLIC DEST    SOURCE  DEST    FILTER       IDLE        OUTBOUND  OUTBOUND   INBOUND  INBOUND

VPN  IFNAME  VPN  PROTOCOL  ADDRESS        ADDRESS        PORT     PORT     ADDRESS

ADDRESS        PORT    PORT    STATE        TIMEOUT     PACKETS   OCTETS     PACKETS  OCTETS

DIRECTION

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

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

------

0 ge0/0 40 icmp 192.168.50.5 173.37.145.84 9175 9175 192.168.109.4 173.37.145.84 9175 9175

established 0:00:00:04 18 1440 18 1580 -

注: このソリューションは別の地方の終了使用方法を用いる冗長性かロード シェアリングを
編成することを割り当てます。
         IOS XE ルータによってはたらきません 

ソリューション 4: ローカル DIA が使用したときに OMP にデフォルト ルートをイ
ンジェクトして下さい。

このソリューションは IOS XE および Viptela OS によって基づく SD-WAN ルータ両方に使用す
ることができます。

要するに、このソリューションで、DIA （0.0.0.0/0 Null0）のためのデフォルト ルートは 2 つの
サブネットワーク 0.0.0.0/1 および Null0 を指す 128.0.0.0/1 に分割されます。 このステップはロ
ーカル DIA.に使用するブランチおよびデフォルト ルートにアドバタイズする必要があるデフォル
ト ルートのオーバーラップを避けるために実行されます。 DIA に使用する IOS XE ルーティング
では静的デフォルトの AD は 1.であるが、6 にアドミニストレーティブ ディスタンス（AD）等号
を持って下さい。 ソリューションの利点は地方の DIA が 2 つの異なる場所で設定されるとき冗
長性スキーマを使用する機能です。

1. トランスポート インターフェイスのアクティブ化 NAT

2. DIA が使用する必要があるサービス VPN のための機能 テンプレートでは、次の静的な IPv4 ル
ーティングを追加して下さい:

- VPN を指す 0.0.0.0/1 および 128.0.0.0/1。 これらのルーティングは DIA のために使用されます



- 0 を無効にするために指す 0.0.0.0/0。 このルートはブランチ（同じような次 ソリューション
3）への OMP によってアドバタイジングのために使用されます 

3. ルーティングが RIB に追加に成功したことを確認して下さい:

cedge1#show ip route vrf 40

Routing Table: 40

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP,  D - EIGRP, EX -

EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type

1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

       n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA, i - IS-IS, su - IS-IS summary,

L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR, P -

periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

       a - application route, + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from

PfR

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 is directly connected, Null0                     <<<<==== Static route to null0

that will be advertised to branches via OMP n Nd 0.0.0.0/1 [6/0], 00:08:23, Null0 <<<<==== DIA

route n Nd 128.0.0.0/1 [6/0], 00:08:23, Null0 <<<<==== DIA route 192.40.1.0/32 is subnetted, 1

subnets m 192.40.1.1 [251/0] via 192.168.30.207, 3d01h 192.40.2.0/32 is subnetted, 1 subnets m

192.40.2.1 [251/0] via 192.168.30.208, 3d01h

4. ローカルで DIA うまく作動ことを確認して下さい:

cedge1#ping vrf 40 173.37.145.84

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 173.37.145.84, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms

5. ことを正常にブランチにアドバタイズされ、RIB にインストールされるデフォルト ルート確認
して下さい

cedge3#show ip route vrf 40

Routing Table: 40

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP, D - EIGRP, EX - EIGRP

external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type

1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

       n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA, i - IS-IS, su - IS-IS summary,

L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR, P -



periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

       a - application route, + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from

PfR

Gateway of last resort is 192.168.30.204 to network 0.0.0.0

m*    0.0.0.0/0 [251/0] via 192.168.30.204, 00:02:45    <<<<==== Default route that advertised

via OMP 192.40.1.0/32 is subnetted, 1 subnets m 192.40.11.1 [251/0] via 192.168.30.204, 00:02:45

192.40.13.0/32 is subnetted, 1 subnets C 192.40.13.1 is directly connected, Loopback40

6. ローカルで DIA うまく作動ことを確認して下さい:

cedge3#ping vrf 40 173.37.145.84

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 173.37.145.84, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms

7. 地方の DIA ルータ正常な NAT 変換でチェックして下さい。

cedge1#show ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global

icmp 192.168.109.204:1     192.40.13.1:1         173.37.145.84:1       173.37.145.84:1

Total number of translations: 1

注: このソリューションは別の地方の終了使用方法を用いる冗長性かロード シェアリングを
編成することを割り当てます。 

注: CSCvr72329 -機能拡張要求「OMP への NAT 経路再配送」 

関連情報

中央集中型データ ポリシー●

中央集中型データ ポリシーの設定●

中央集中型データ ポリシー 設定例●

OMP ルーティング プロトコル●

OMP の設定●

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/06Policy_Basics/04Centralized_Data_Policy
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/06Policy_Basics/04Centralized_Data_Policy/01Configuring_Centralized_Data_Policy
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/06Policy_Basics/04Centralized_Data_Policy/02Centralized_Data_Policy_Configuration_Examples
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/03Routing/01Unicast_Overlay_Routing_Overview
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/03Routing/02Configuring_OMP
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