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概要

この資料が超M セットアップのサーバの不良なハードディスク ドライブ（HDD）を交換するため
に必要なステップを記述したものです。

このプロシージャは ESC が Openstack で展開される Virtual Machine （VM）で CPAR および
CPAR をインストールされている直接管理しないニュートン バージョンの Openstack 環境に適
用されます。

背景説明

超M 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 ソリューションはです。 OpenStack は超
M のための仮想 な インフラストラクチャ マネージャ（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）●

超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 超M プラットフォームをよく知っている Cisco社員のために意図され、OSPD
サーバ 置換の時に水平な OpenStack で遂行されることを必要なステップを詳述します。

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。

省略形

VNF バーチャルネットワーク 機
能

Mop プロシージャの方式

OSD オブジェクト ストレージ デ
ィスク

OSPD OpenStack プラットフォーム
ディレクター

HDD ハードディスク ドライブ
SSD ソリッド ステート ドライブ

VIM 仮想 な インフラストラクチ
ャ マネージャ

VM 仮想マシン
EM Element Manager
UAS Ultra Automation Services
UUID ユニバーサル固有の識別番号



Mop 作業の流れ

単一 HDD 失敗

Baremetal 各サーバは 2 つの HDD ドライブと侵略 1 設定の起動ディスクとして機能するた1.



めに提供されます。 単一 HDD 失敗の場合には、RAID 1 水平な冗長性があるので、不良な
HDD ドライブはホット スワップすることができます。
UCS C240 M4 サーバの欠陥のあるコンポーネントを交換するプロシージャはから参照する
ことができます: サーバコンポーネントの交換。

2.

単一 HDD 失敗の場合には、不良な HDD だけホット スワップされ、それ故に新しいディス
クの置換の後で BIOS アップグレード手順が必要となりません。

3.

ディスクの置換の後で、ディスク間のデータ同期化を待って下さい。 完了するために時間
かかるかもしれません。

4.

Openstack では（超M）ソリューションを、baremetal サーバがこれらのロールの 1 つをと
ることができる UCS 240M4 基づかせていました: 計算、OSD 計算、コントローラおよび
OSPD。 これらのサーバー ロールのそれぞれの単一 HDD 失敗を処理するために必要なステ
ップが同じであり、ここのセクションはディスクのホット スワップの前に実行されたべき
健康診断を記述します。

5.

計算サーバの単一 HDD 失敗

HDD ドライブの失敗が計算ノードとして機能する UCS 240M4 で観察されたら、不良なデ
ィスクのホット スワップを行う前にこの健康診断をして下さい。

1.

VM をこのサーバで実行する識別し、機能のステータスがよいことを確認して下さい。2.

計算ノードでホストされる VM を識別して下さい

計算サーバでホストされる識別し、アクティブ、実行であることを確認して下さい VM を。

[stack@director ~]$ nova list

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-

4.localdomain |

  

健康診断

ステップ 1.水平な Operating System （OS）でコマンド /opt/CSCOar/bin/arstatus を実行して下
さい。

[root@aaa04 ~]# /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.
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Cluster:

User: admin

Passphrase:

Logging in to localhost

[ //localhost ]

    LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)

                  PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)

                  PAR-RDDR-TRX 7.2()

                  PAR-HSS 7.2()

    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 | グレップ直径はすべての直径ルーティング エー
ジェント（DRA）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 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@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 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:

[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

[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。

ステップ 7.ディスク 利用を確認するために、コマンド df を- h 実行して下さい。

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

この全面的な値は 80% がそして不必要なファイルを識別し、それをきれいにする以上である場合
80% より下部のである必要があります。

ステップ 8.生成される「コア」ファイルがないことを確認して下さい。

コア ファイルはアプリケーション クラッシュの場合に CPAR が例外を処理することができ
ない、これら二つの位置で生成したとき生成されます:

●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

これら二つの位置にあるコア ファイルがなければなりません。 見つけられた場合、そのような例
外の根本的な原因を特定し、デバッグのためのコア ファイルを添付するために Cisco TAC ケー
スを上げて下さい。

健康診断がうまくある場合、完了するために時間かかるように不良なディスク ホット スワッ
プ プロシージャを続行し、データ同期化を待って下さい。

●

サーバコンポーネントの交換

計算ノードでホストされる VM のヘルス ステータスが復元することを確認するために健康診
断手順を繰り返して下さい。

●

コントローラ サーバの単一 HDD 失敗

HDD ドライブの障害が Controller ノードとして機能する UCS 240M4 で観察されたら、不良
なディスクのホット スワップを行う前にこれらの健康診断をして下さい。

●
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コントローラのペースメーカー ステータスをチェックして下さい。●

アクティブ コントローラの 1 つへのログインはペースメーカー ステータスをチェックし。
すべてのサービスは利用可能 な コントローラで壊れた コントローラで停止されて動作した
、に。

●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

アクティブ コントローラの MariaDB ステータスをチェックして下さい。●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

これらの行が各アクティブ コントローラ用のあることを確認して下さい:●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

アクティブ コントローラの Rabbitmq ステータスをチェックして下さい。●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

健康診断がうまくある場合、完了するために時間かかるように不良なディスク ホット スワッ
プ プロシージャを続行し、データ同期化を待って下さい。

●

サーバコンポーネントの交換

コントローラのヘルス ステータスが復元することを確認するために健康診断手順を繰り返し
て下さい。

●

OSD 計算サーバの単一 HDD 失敗

HDD ドライブの失敗が OSD 計算ノードとして機能する UCS 240M4 で観察されたら、不良
なディスクのホット スワップを行う前に健康診断をして下さい。

●

OSD 計算ノードでホストされる VM を識別して下さい1.
計算サーバでホストされる VM を識別して下さい2.

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

CEPH プロセスは osd 計算サーバでアクティブです。●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

日誌に記すべき OSD （HDD ディスク）のマッピングが（SSD）よいことを確認して下さい
。

●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius
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ceph 健全性および osd ツリー マッピングがよいことを確認して下さい。●

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

健康診断がうまくある場合、完了するために時間かかるように不良なディスク ホット スワッ
プ プロシージャを続行し、データ同期化を待って下さい。

●

サーバコンポーネントの交換

OSD 計算ノードでホストされる VM のヘルス ステータスが復元することを確認するために
健康診断手順を繰り返して下さい。

●

OSPD サーバの単一 HDD 失敗

HDD ドライブの失敗が OSPD ノードとして機能する UCS 240M4 で観察されたら、不良な
ディスクのホット スワップを行う前に健康診断をして下さい。

●

openstack スタックおよびノード リストのステータスをチェックして下さい。●

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects
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2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

かどうかすべての undercloud サービス ロードされることをにある確認しま OSP-D ノードか
らアクティブ、ステータスを実行します。

●

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

健康診断がうまくある場合、完了するために時間かかるように不良なディスク ホット スワッ
プ プロシージャを続行し、データ同期化を待って下さい。

●

サーバコンポーネントの交換

OSPD ノードのヘルス ステータスが復元することを確認するために健康診断手順を繰り返し
て下さい。

●
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