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L3Outの QoS

L3Outsの QoS
L3Outの QoSポリシーを設定するには、次のガイドラインを使用します。

• L3Outがある障壁リーフに適用するQoSポリシーを設定するには、VRFが出力モード（ポ
リシー制御適用方向は「出力」にする必要があります）である必要があります。

•適用するQoSポリシーを有効にするには、VRFポリシー制御適用設定を「適用」にする必
要があります。

• L3Outとその他のEPG間の通信を制御する契約を設定する際に、契約またはサブジェクト
の QoSクラスまたはターゲット DSCPを含めます。

外部 EPGではなく、契約の QoSクラスまたはターゲット DSCPのみ設定します（
l3extInstP）。

（注）

REST APIを使用した L3Outsの QoSの設定
L3Outの QoSは、L3Out設定の一部として設定されます。
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手順

ステップ 1 テナント、VRF、ブリッジドメインを設定する場合、ポリシー適用が有効になっている状態
で、出力モードにVRFを設定します（pcEnfDir="egress）。次の例のようにXMLで postを送
信します。

例：

<fvTenant name="t1">
<fvCtx name="v1" pcEnfPref="enforced" pcEnfDir="egress"/>
<fvBD name="bd1">

<fvRsCtx tnFvCtxName="v1"/>
<fvSubnet ip="44.44.44.1/24" scope="public"/>
<fvRsBDToOut tnL3extOutName="l3out1"/>

</fvBD>"/>
</fvTenant>

ステップ 2 通信のため L3Outに参加して EPGを有効にする契約を作成するときは、優先順位の QoSを設
定します。

この例のコントラクトには、L3Outで出力されるトラフィックの level1の QoS優先順位を含
みますまたは、ターゲットのDSCP値を定義する可能性があります。QoSポリシーは、契約ま
たはサブジェクトのいずれかでサポートされます。

フィルタに matchDscp =「Ef」条件があるため、このタグを持つトラフィックがコントラクト
件名で指定されたキューを通して L3outプロセスにより受信できます。

例：

<vzFilter name="http-filter">
<vzEntry name="http-e" etherT="ip" prot="tcp" matchDscp="EF"/>

</vzFilter>
<vzBrCP name="httpCtrct" prio="level1" scope="context">

<vzSubj name="subj1">
<vzRsSubjFiltAtt tnVzFilterName="http-filter"/>

</vzSubj>
</vzBrCP>

CoSの保持

802.1 Pクラスのサービスの設定の保持
APICでは、ファブリック内で802.1 Pクラスのサービス（CoS）設定を保持することができま
す。ファブリックグローバルQoSポリシーのdot1p-preserveオプションを有効にすることで、

ACIファブリックを入力し中継するパケット CoS値の保持が保証されます。

802.1 P CoSの保持は単一のポッドおよび multipodトポロジでサポートされます。

Multipodトポロジは、CoSの保持を使用できますポッド 1を入力して、ポッド 2外からの 802.1
Pトラフィックの優先順位の QoSの設定を保持したいですが、CoSの保持を行わない/interpod
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の DSCP設定のネットワーク (IPN)トラフィックポッド間。マルチポッドトラフィックが IPN
に送信される際に CoS/DSCP設定を保持するには、DSCPポリシーを使用します。詳細につい
ては、マルチポッドファブリックでの QoS優先度の設定項目の保持（4ページ）を参照して
ください。

次に示す 801.1P CoS保持のガイドラインおよび制限事項に従ってください。

•現在のリリースでは、VLANヘッダー内の801.1P値のみ保持可能です。DEIビットは保持
されません。

• VXLANカプセル化パケットについては、現在のリリースでは外部ヘッダに含まれる CoS
値を保持しません。

•次の設定オプションを有効にすると、802.1Pの保持は行われません。

•マルチポッド QoS（DSCPポリシーを使用）を有効にします。

•コントラクトが QoSを含むように設定されます。

•ダイナミックパケットのプライオリティが有効。

•発信インターフェイスが FEX上にある。

•トラフィックが分離が適用されている EPGから分離を適用していない EPGに転送さ
れる場合、QoS CoS優先順位設定の保持はサポートされません。

• DSCP QoSポリシーが VLAN EPG上で設定され、パケットに IPヘッダがあります。
次の項目について、最内部～最外部の優先順位を付けて、DSCPマーキングをフィル
タレベルで設定できます。

•コントラクト

•サブジェクト

•インターム

•アウトターム

コントラクトに vzAnyを指定した場合、vzAnyはその VRFのす
べての EPGの集合であり、EPGの固有の設定が適用できないた
め、外部EPGDSCPの値は考慮されません。EPG固有のターゲッ
ト DSCP値が必要な場合は、外部 EPGで vzAnyを使用しないで
ください。

（注）
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REST APIを使用した QoS CoS設定の保持

手順

ステップ 1 次のように RST API POSTステートメントを使用して CoS保持を有効にします。

例：

post https://192.0.20.123/api/node/mo/uni/infra/qosinst-default.xml
<imdata totalCount="1">

<qosInstPol ownerTag="" ownerKey="" name="default" dn="uni/infra/qosinst-default" descr=""
ctrl="dot1p-preserve"/>

</imdata>

ステップ 2 CoS保持を無効にして、次の例のように POSTステートメントを使用して、ctrlプロパティを

空でのままにします。

例：

post https://192.0.20.123/api/node/mo/uni/infra/qosinst-default.xml
<imdata totalCount="1">

<qosInstPol ownerTag="" ownerKey="" name="default" dn="uni/infra/qosinst-default" descr=""
ctrl=""/>

</imdata>

マルチポッド QoS

マルチポッドファブリックでの QoS優先度の設定項目の保持
このトピックでは、マルチポッドトポロジの QoS優先度の設定項目を保証する方法について
説明します。ポッド内ネットワークのデバイスが APIC管理に存在しておらず、ネットワーク
を送信するトラフィックの 802. 1P設定を変更できます。

ポッド 1に入りポッド 2のエングレスを退出する 802.1Pトラフィックの QoS優先度設定を保
持しますが、ポッド間でポッド内ネットワーク（IPN）トラフィックの CoS/DSCP設定を保持
しない場合、代わりに CoS保持を使用できます。詳細については、802.1 Pクラスのサービス
の設定の保持（2ページ）を参照してください。

（注）
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図 1 :マルチポッドトポロジ

この図に示すように、マルチポッドトポロジのポッド間のトラフィックは、APIC管理の下に
ない可能性がある IPNを通過します。802.1Pフレームがポッド 1のスパインまたはリーフス
イッチから送信されるとき、IPN内のデバイスでは 802.1Pフレームの CoSを保持することは
できませんこの状況では、フレームがポッド 2スパインまたはリーフスイッチに達すると、
ポッド 1のソースに割り当てられたレベルの代わりに IPNデバイスにより割り当てられたCoS
レベルがありますQoSの優先度レベルがこの状況で保持されることを確認するには、DSCPポ
リシーを使用します。

マルチポッドトポロジで QoSの優先度設定を保持する DSCPポリシを設定し、異なるトラ
フィックタイプの CoSから DSCPレベルへのマッピングを確定する必要があり、IPN内のデ
バイスで設定されているレベルを変更されることを防ぎします。.DSCPポリシーが有効になっ
ている場合、APICはCoSレベルを設定するマッピングに対応するDSCPレベルに変換します。
ポッド 1からフレームが送信されるとき（DSCPレベルにマッピングされている PCPレベルと
ともに）、そしてポッド 2に到達するとき、マッピングされたDSCPレベルは元の PCPCoSレ
ベルに戻ります。

REST APIを使用した DSCPポリシーの作成

手順

ステップ 1 次のように POSTの DSCPポリシーを設定し有効にします。

例：

post https://192.0.20.123/api/node/mo/uni/tn-infra/dscptranspol-default.xml

<imdata totalCount="1">

<qosDscpTransPol traceroute="AF43" span="AF42" policy="AF22" ownerTag="" ownerKey=""
name="default"
level3="AF13" level2="AF12" level1="AF11" dn="uni/tn-infra/dscptranspol-default" descr=""
control="AF21" adminSt="enabled"/>
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</imdata>

ステップ 2 次のように POSTの DSCPポリシーを無効にします。

例：

post https://192.0.20.123/api/node/mo/uni/tn-infra/dscptranspol-default.xml

<imdata totalCount="1">

<qosDscpTransPol traceroute="AF43" span="AF42" policy="AF22" ownerTag="" ownerKey=""
name="default"
level3="AF13" level2="AF12" level1="AF11" dn="uni/tn-infra/dscptranspol-default" descr=""
control="AF21" adminSt="disabled"/>

</imdata>

QoS入力マーキングから出力マーキングの変換

QoS入力マーキングを出力マーキングに変換する
APICでは、入力 DSCP値に基づき 802.1P CoSフィールド（サービスのクラス）に変換できま
す。802.1P CoS変換は、IPパケットにDSCPが存在し、dot1Pがイーサネットフレーム内に存
在する場合のみサポートされます。

この機能では、ACIファブリックがデバイスのトラフィックを分類し、CoS値のみに基づいて
トラフィックを分類できます。これは、入力 dot1P値に基づいて CoS値が dot1Pをマッピング
できるようになります。これは主に、IPヘッダーを持たないレイヤ2のパケットに適用されま
す。

次の 802.1P CoS変換の注意事項と制約事項に注意してください。

•ファブリックグローバル QoSポリシー dot1p-preserveオプションを有効にします。

• 802.1 P CoSの変換は、外部の L3インターフェイスではサポートされていません。

• 802.1 P CoSの変換は、出力フレームが 802.1 qカプセル化された場合にのみサポートされ
ています。

802.1P CoS変換は、次の設定オプションが有効になっている場合サポートされません。

•契約は、QoSを含み設定されます。

•発信インターフェイスが FEX上にある。

• DSCPポリシーを使用してマルチポッド QoSを有効にします。

•ダイナミックパケットのプライオリティが有効。

•内部 EPGエンドポイント分離が実行された状態で EPGが設定される場合。
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• EPGがマイクロセグメン手―ションの許可が有効になった状態で設定される場合。

REST APIを使用した QoS入力マーキングの出力マーキングへの変換
カスタム QoSポリシーを作成し、EPGとポリシーを関連付けます。

始める前に

カスタム QoSポリシーで消費されるテナント、アプリケーション、EPGを作成します。この
例では vrfQos001カスタム QoSポリシーを作成し、諸費する ep2 EPGに関連付けます。

手順

ステップ 1 次の例のように XMLで POSTを送信して、カスタム QoSポリシーを作成します。

例：

<qosCustomPol name="vrfQos001" dn="uni/tn-t001/qoscustom-vrfQos001">
<qosDscpClass to="AF31" targetCos="6"

target="unspecified" prio="unspecified" from="AF23"/>
<qosDot1PClass to="1" targetCos="6" target="unspecified"

prio="unspecified" from="0"/>
</qosCustomPol>

ステップ 2 次の例のように XMLで postを送信して、消費するする EPGにポリシーを関連付けます。

例：

<fvAEPg
prio="unspecified" prefGrMemb="exclude" pcEnfPref="unenforced"
name="ep2" matchT="AtleastOne" isAttrBasedEPg="no" fwdCtrl=""
dn="uni/tn-t001/ap-ap2/epg-ep2">

<fvRsDomAtt tDn="uni/vmmp-VMware/dom-vs1" resImedcy="lazy"
primaryEncap="unknown" netflowPref="disabled" instrImedcy="lazy" encapMode="auto"
encap="unknown" delimiter="" classPref="encap"/>

<fvRsCustQosPol tnQosCustomPolName="vrfQos001"/>
<fvRsBd tnFvBDName="default"/>

</fvAEPg>

Cisco APIC QoSポリシーのトラブルシューティング
The following table summarizes common troubleshooting scenarios for the Cisco APIC QoS.
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ソリューション問題

1. 確認する次の APIを呼び出す qospDscpRule がリーフ上に存在し

ます。

GET https://192.0.20.123/api/node/class/qospDscpRule.xml

2. QoSルールが正確に設定されているし、ポリシーに接続している
EPG IDに関連付けられていることを確認します。

設定を確認するには、次のNXOSスタイルの CLIコマンドを使用
します。

leaf1# show vlan
leaf1# show system internal aclqos qos policy detail

apic1# show running-config tenant tenant-name

policy-map type qos custom-qos-policy-name

apic1# show running-config tenant tenant-name

application application-name epg epg-name

設定されている QoS
ポリシーを更新でき

ません。
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