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概要

この資料は backup（snapshot）にステップバイステップ手順をどのようにの認証、許可、アカウ
ンティング（AAA） 例記述したものです。

背景説明

サブスクライバのトラフィックの影響を最小限に抑えるためにサイトおよび 1 つのサイトごとに
これを一度に実行することは絶対必要です。

このプロシージャは Elastic Services Controller （ESC）が Cisco Prime Access Registrar
（CPAR を管理しない）ニュートン バージョンの使用の Openstack 環境に適用されますおよび
CPAR は Openstack で展開される Virtual Machine （VM）で直接インストールされています。

Ultra-M は事前包装され、検証された仮想化されたモービル パケット コア ソリューションですバ
ーチャルネットワーク 機能（VNFs）の配備を簡素化するために設計されている。 OpenStack は
Ultra-M のための Virtualized Infrastructure Manager （VIM）で、これらのノードタイプで構成さ
れています:

計算●

オブジェクト ストレージ ディスク-計算（OSD -計算）●

コントローラ●

OpenStack プラットフォーム-ディレクター（OSPD）●

Ultra-M の高レベル アーキテクチャおよび含まれるコンポーネントはこのイメージで描写さ
れます
:

●



この資料は Cisco Ultra-M プラットフォームについて詳しく知っている OpenStack および
RedHat OS で遂行することを必要なステップを詳述します Cisco社員のために意図され。 

注: 超 M 5.1.x リリースはこの資料の手順を定義するために考慮されます。

ネットワーク影響

一般ではアプリケーションをシャットダウンするとき CPAR のプロセスがダウン状態になるとき
、KPI 劣化は直径ピアのための 5 分程ように、それかかります送信 されるためにトラップします
期待されます。 現時点で、CPAR の方にルーティングされたすべての要求は失敗します。 それ
以後、リンクはダウンするために判別され、直径ルーティング エージェント（DRA）はこのノー
ドの方のルーティングトラフィックを停止します。

なお、シャットダウンされる AAA のすべての既存のセッションのためにユーザはおよびプロシー
ジャ シャットダウンされる AAA で登録されていることをサービス（HSS）としてホストされた
セキュリティが答えるように、プロシージャが失敗する、別のアクティブ AAA とこれらのセッシ
ョンを含む付加があったり/取り外します、プロシージャをできません正常に完了。 

アクティビティが完了したおよそ 10 時間後 STR パフォーマンスは 90% 成功率以下あると期待
されます。 それ以後、90% という正常な値は達する必要があります。

  

アラーム



簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP） アラームは CPAR サービスが、従って SNMPトラ
ップはプロセス全体生成されると期待されます停止し、開始する時はいつでも生成されます。 期
待されるトラップは下記のものを含んでいます:

CPAR サーバ停止●

VM DOWN●

NODE DOWN – （期待されたアラーム CPAR 例によって直接生成されない）●

DRA●

VM スナップショット バックアップ

CPAR アプリケーションのシャットダウン

注: サイトのための地平線に Web アクセスをアクセスできる確認し、OSPD にことをアク
セスして下さい。

ステップ 1.変換管理オフィス（TMO）実稼働 ネットワークに接続されるセキュア シェル
（SSH） クライアントを開き、CPAR 例に接続して下さい。

注: 1 つのサイト内の 4 つの AAA 例をすべて同時にシャットダウンしないことは重要一つず
つしますそれをです。

ステップ 2. CPAR アプリケーションをシャットダウンするために、コマンドを実行して下さい:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

メッセージ「Cisco Prime Access Registrar サーバエージェントによってシャットダウンされる完
全」は出て来る必要があります。

注: CLI セッションを開けたままにする場合、arserver 停止コマンドは動作しないし、この
エラーメッセージは表示する。

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

この例では、CPAR が停止することができる前に終えられる強調表示されたプロセス ID 2903 必
要。 これが事実である場合、コマンドを実行し、このプロセスを終えて下さい: 

kill -9 *process_id*

それから、ステップ 1.を繰り返して下さい。

ステップ 3. CPAR アプリケーションが全くシャットダウンされたことを確認するために、コマン



ドを実行して下さい:

/opt/CSCOar/bin/arstatus

これらのメッセージが現れる必要があります:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running

Cisco Prime Access Registrar GUI not running

VM バックアップ スナップショット タスク

ステップ 1.はたらくサイト（都市）に現在対応する地平線 GUI Webサイトを入力して下さい。

地平線にアクセスするとき、観察される画面はイメージに示すようにあります。

ステップ 2.イメージに示すように > 例は写し出すためにナビゲート します。



使用されたユーザが CPAR だった場合、4 つの AAA 例だけこのメニューに現われます。

ステップ 3. 1 つのただ例一度にシャットダウンされる、この資料のプロセス全体を繰り返して下
さい。 VM をシャットダウンするために、操作に > 止められた例 イメージに示すようにナビゲー
ト し、選択を確認して下さい。

ステップ 4.、例が全くシャットダウンされたチェック ステータス = 切断および電源状態 = シャ
ットダウンされてであることイメージに示すように検証するため。

このステップは CPAR シャットダウ ン プロセスを終了します。

VM スナップショット

CPAR VM がダウンしていれば、スナップショットは独立 した計算に属するので並行して奪取 す
ることができます。

4 つの QCOW2 ファイルは並行して作成されます。

ステップ 1.各 AAA 例のスナップショットを奪取 して下さい。

注: 例 出典として QCOW イメージを使用するおよび出典として未加工イメージを使用する
例の 1 時間の 25 分。

ステップ 2.ポッドの Openstack の地平線 GUI へのログイン。

ステップ 3 > 計算 > 例上メニューで写し出し、イメージに示すように AAA 例を探すためにログ
イン、ナビゲート すれば。



ステップ 3.イメージに示すようにスナップショット作成を続行するためにスナップショットを『
Create』 をクリック して下さい。 これは対応する AAA 例で実行される必要があります。

ステップ 4 スナップショットが実行されれば、ナビゲート し、ことをすべての完了はイメージ
メニューに確認し、イメージに示すように問題を報告しません。



ステップ 5 次のステップは OSPD がこのプロセスで失われれば QCOW2 形式のスナップショッ
トをダウンロードし、リモート エンティティへ転送することです。 これを実現させるために、イ
メージに示すように OSPD レベルでコマンド一見イメージリストを実行することによってスナッ
プショットを識別して下さい。

ステップ 6 ダウンロードされるべきスナップショットを（この場合、グリーンでマークされる 1
時です）識別すれば、ここに描写されるようにコマンド一見イメージダウンロードの QCOW2 形
式でそれをダウンロードできます:

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file

/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

及びバックグラウンドにプロセスを送信 します。 操作を完了する時間かかります。 それがされ
れば、イメージは /tmp ディレクトリで見つけることができます。

バックグラウンドにプロセスを送信 するとき、そして接続が失われれば、プロセスはまた停
止します。

●

コマンドを否認します- SSH 接続が失われたら h ように、OSPD のまだプロセス実行および
完了を実行して下さい。

●

ステップ 7 ダウンロード プロセス完了が、圧縮 プロセスように実行される必要があればそのス
ナップショットは Operating System （OS）によって処理されるプロセス、タスクおよびテンポ
ラリファイルが理由でゼロで一杯にすることができます。 ファイル圧縮のために動作するべきコ



マンドは virt-sparsify あります。

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-

LGNoct192017_compressed.qcow2

このプロセスは時間（およそ 10-15 分）をかけることができます。 終えられて、ファイルは生じ
る次のステップで規定 されるように外部 エンティティに転送される必要があるものです。

ファイル 統合の確認が、これを実現させるために必要となり、次のコマンドを実行し、出力の端
で「破損した」アトリビュートを探します。

[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

file format: qcow2

virtual size: 150G (161061273600 bytes)

disk size: 18G

cluster_size: 65536

Format specific information:

    compat: 1.1

    lazy refcounts: false

    refcount bits: 16

    corrupt: false

ステップ 8. OSPD が失われる問題を回避するために、QCOW2 形式の最近作成されたスナップシ
ョットは外部 エンティティに転送される必要があります。 ファイル転送を開始する前に、実行し
ますコマンド df を–メモリスペースを確認するために kh 宛先に十分な利用可能 な ディスクスペ
ースがあるかどうか確認しなければなりません。

アドバイスはですリモート OSPD の IP SFTP sftp root@x.x.x.xwhere x.x.x.x の使用の別のサイト
の OSPD へそれを一時的に転送することです。

ステップ 9.転送を高速化するために、宛先は多重 OSPDs に送信 することができます。 同様に、
コマンド SCP *name_of_the_file*.qcow2 root@ x.x.x.x を実行できます: /tmp （ところリモート
OSPD の x.x.x.x isthe IP）ファイルを別の OSPD に転送するため。

  

スナップショットの例を回復 して下さい

リカバリプロセス

前の手順で奪取 される スナップショットの前のインスタンスを転用することは可能性のあるです
。

利用可能 な前の VM スナップショットがそしてない場合ステップ 1. [オプションの]バックアップ

mailto:root@x.x.x.x


がオリジナル OSPD ノードに sftp バックアップ送り返された OSPD ノードに接続し。 x.x.x.x が
の IP オリジナル OSPD である sftp root@x.x.x.x を使用して下さい。 /tmp ディレクトリのスナッ
プショット ファイルを保存して下さい。

ステップ 2.例がイメージに示すように転用する OSPD ノードに接続して下さい。

ステップ 3.スナップショットをイメージとして使用するために地平線にそれをそのようにアップ
ロードすることは必要です。 そうするのに次のコマンドを使用して下さい。

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2

--name AAA-CPAR-Date-snapshot

プロセスは地平線でおよびイメージに示すように見られる場合があります。

ステップ 4 地平線では、写し出すべきナビゲートはイメージに示すように > 例起動例をクリック
し。

ステップ 5.インスタンス名を入力し、イメージに示すようにゾーン 可用性の選択して下さい。

mailto:root@x.x.x.x


ステップ 6 Source タブで、例を作成するためにイメージを選択して下さい。 選定されたブート
Source メニューで、イメージの選定されたイメージおよびリストはここに表示されます。 イメ
ージに示すようにのクリックによって以前に + サイン アップロードされた 1 つを選択して下さい
。



ステップ 7 フレーバー タブで、イメージに示すようにをクリックして AAA フレーバーを + サイ
ン選択して下さい。



ステップ 8 最終的には、ネットワークへのナビゲートは例がをクリックして + サイン必要とする
ネットワークを記録し、選択します。 このケースに関しては、イメージに示すように diameter-
soutable1、radius-routable1 および tb1-mgmt を選択して下さい。



ステップ 9.それを作成するために起動例をクリックして下さい。 進行状況はイメージに示すよう
に地平線で監視することができます。

ステップ 10： 数分後に、例はイメージに示すように完全に使える状態で展開され。



浮遊 IP アドレスを作成し、割り当てて下さい

浮遊 IP アドレスはルーティングできるアドレスです、つまり M/Openstack アーキテクチャの外
部から超到達可能である、ネットワークからの他のノードと通信ことはできますことを意味し。

ステップ 1： 地平線上メニューでは、Admin へのナビゲート > 浮遊 IP。

ステップ 2.写し出すために割り当てます IP をクリックして下さい。

ステップ 3 IP ウィンドウを浮かべる割り当てでは新しい浮遊 IP が属するイメージに示すように
プールを、割り当てられる筈であるおよび新しい浮遊 IP アドレスを自体選択して下さいプロジェ
クト。

ステップ 4.割り当てます浮遊 IP をクリックして下さい。

ステップ 5 地平線上メニューでは、写し出すべきナビゲート > 例。

ステップ 6 Action カラムで、作成スナップショット ボタンで指す矢印を、メニュー 表示するク
リックして下さい。 関連浮遊 IPオプションをクリックして下さい。

ステップ 7. IP address フィールドで使用されるように意図されている IP アドレスを浮かべる対
応したを選択しこの浮遊 IP がイメージに示すように関連付けられるべきポートで割り当てられる
筈である新しい例から対応した マネージメントインターフェイス（eth0）を選択して下さい。
 



                                       

ステップ 8.関連をクリックして下さい。

SSH の有効化

ステップ 1： 地平線上メニューでは、写し出すべきナビゲート > 例。

ステップ 2.セクション起動で新しいインスタンス作成された instance/VM の名前をクリックして
下さい。

ステップ 3. 『Console』 をクリック して下さい。 これは VM の CLI を表示する。

ステップ 4 CLI が表示する、イメージに示すように適切なログオン資格情報を入力して下さい:

ユーザ名： root

パスワード： <cisco123>

ステップ 5 CLI では、SSH 設定を書き換えるためにコマンド VI /etc/ssh/sshd_config を実行して
下さい。

ステップ 6 SSH コンフィギュレーション ファイルが開いていたら、ファイルを編集するために



『i』 を押して下さい。 それからイメージに示すように PasswordAuthentication に
PasswordAuthentication から最初の行をいいえはい変更しないで下さい。

ステップ 7. ESC を押し、入力して下さい: wq! と入力し、 sshd_config ファイル変更を保存する
ため。

ステップ 8.イメージに示すようにコマンド サービス sshd 再始動を実行して下さい。

ステップ 9. SSH コンフィギュレーション変更が正しく加えられたらテストするために、SSH ク
ライアントを開き、例に割り当てられる浮遊 IP との遠隔信頼できる接続を確立することを試みて
下さい（すなわち 10.145.0.249）およびイメージで示されているユーザ rootas。

           

SSH セッションを設定して下さい

ステップ 1.アプリケーションがイメージに示すようにインストールされている対応する
VM/server の IP アドレスの SSH セッションを開いて下さい。

CPAR 例 開始する

アクティビティが完了し、CPAR がシャットダウンされたサイトでサービス再確立することがで
きたら次の手順に従って下さい。



ステップ 1.写し出すために地平線に戻って、ナビゲート > 例 > 開始する 例ログインして下さい
。

ステップ 2.例のステータスがアクティブである電源状態動作していますイメージに示すようにこ
とを確認すれば。

後アクティビティ 健康診断

ステップ 1. OS レベルでコマンド /opt/CSCOar/bin/arstatus を実行して下さい:

[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus

Cisco Prime AR RADIUS server running       (pid: 24834)

Cisco Prime AR Server Agent running        (pid: 24821)

Cisco Prime AR MCD lock manager running    (pid: 24824)

Cisco Prime AR MCD server running          (pid: 24833)

Cisco Prime AR GUI running                 (pid: 24836)

SNMP Master Agent running                (pid: 24835)

[root@wscaaa04 ~]#

ステップ 2.コマンド /opt/CSCOar/bin/aregcmd を OS レベルで実行し、admin 資格情報を入力し
て下さい。 CPAR 健全性が 10 から 10 および終了 CPAR CLI であることを確認して下さい。

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd

Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility

Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc.  All rights reserved.

Cluster:

User: admin

Passphrase:

Logging in to localhost



[ //localhost ]

    LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.3(100TPS:)

                  PAR-ADD-TPS 7.3(2000TPS:)

                  PAR-RDDR-TRX 7.3()

                  PAR-HSS 7.3()

    Radius/

    Administrators/

Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10

--> exit

ステップ 3.コマンド netstat を実行して下さい | グレップ直径は DRA すべての接続が確立される
ことを確認し。

ここに述べられる出力は直径リンクが期待される環境のためです。 少数のリンクが表示する場合
、これは分析される必要がある DRA からの切断を表します。

[root@aa02 logs]# netstat | grep diameter

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:77 mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

ステップ 4 TelePresence サーバ（TPS）ログが CPAR によって処理される要求を示すことを確
認して下さい。 強調表示される値は TPS を表し、それらはに注目する必要がある物です。

TPS の値は 1500 を超過してはなりません。

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0



11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

ステップ 5. " error "を探して下さいまたは name_radius_1_log のメッセージに「警告して下さい
」:

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log

ステップ 6. CPAR プロセス使用が、コマンドを実行するメモリ量を確認するため:

top | grep radius

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g 2.413g 11408 S 128.3 7.7 1165:41

radius

これは強調表示された値水平なアプリケーションで許可される最大である 7Gb より低い必要があ
ります。
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