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概要

この資料が Ultra-M セットアップの Unified Computing System （UCS）サーバでここに述べられ



る欠陥のあるコンポーネント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 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 バージョンの使用の Openstack 環境に適用されます。

Dual In-Line Memory Module （DIMM）置換 MOP●

FlexFlash コントローラ障害●

ソリッド ステート ドライブ（SSD）失敗●

信頼されたプラットフォーム モジュール（TPM）失敗●

侵略キャッシュ失敗●

侵略コントローラ熱いバス アダプタ（HBA）失敗●

PCI 暴徒失敗●

PCIe アダプタ Intel X520 10G 失敗●

マザーボード（MLOM）失敗 LAN でモジュラ●

ファン トレイ RMA●

CPU 失敗 ●

背景説明

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
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 で遂行され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。

省略形
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 の作業の流れ



前提条件

バックアップ

欠陥のあるコンポーネントを交換する前に、Red Hat OpenStack プラットフォーム 環境の現在の



ステートをチェックすることは重要です。 交換の手順がオンになっているとき複雑な状況を避け
るために現在のステートをチェックすることを推奨します。 それを置換のこのフローによって達
成することができます。

リカバリの場合には、Cisco はこれらのステップの使用の OSPD データベースのバックアップを
奪取 することを推奨します:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-

databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

このプロセスはノードが例ことをのアベイラビリティに影響を与えないで取り替えることができ
るようにします。 また特に取り替えられるべき compute/OSD 計算ノードが制御機能（CF）
Virtual Machine （VM）をホストすれば、StarOS 設定をバックアップすることを推奨します。

注: サーバが Controller ノードである場合、セクション""に進んで下さい、次の セクション
と他では続けて下さい。 必要とされた場合 VM を復元することができるように例のスナッ
プショットがあることを確認して下さい。 VM のスナップショットを奪取 する方法のプロ
シージャに従って下さい。

コンポーネント RMA -計算ノード

計算ノードでホストされる VM を識別して下さい

サーバでホストされる VM を識別して下さい。

[stack@al03-pod2-ospd ~]$ nova list --field name,host

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

| ID                                   | Name                      |

Host                             |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

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

4.localdomain |

| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21                   | pod2-stack-compute-

3.localdomain |

| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june                 | pod2-stack-compute-

3.localdomain |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

注: ここに示されている出力では最初のカラムは UUID に対応します、2番目のカラムは VM
名前であり、第 3 カラムは VM があるホスト名です。 この出力からのパラメータはそれに
続くセクションで使用されます。



バックアップ: スナップショット処理

1. CPAR アプリケーションのシャットダウン

ステップ 1. TMO 実稼働 ネットワークに接続される SSH クライアントを開き、CPAR 例に接続
して下さい。

方式で 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 シャットダウンしました完全」
。は なりません

注: ユーザが CLI セッションを開けたままにした場合、arserver 停止コマンドは動作しない
し、このメッセージは表示する:

ERROR:    You cannot 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、コマンドの実行によってこのプロセスを終えて下さい:

ERROR:    You cannot 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

 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:

ERROR:    You cannot 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

このメッセージが現れる必要があります:

ERROR:    You cannot 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

2. VM 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、この画面は観察されます。

ステップ 2.この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 > 止められた例この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.シャットダウンされた検証し、状態を = このイメージことをに示すようにシャットダ
ウンされて例がステータス = 切断のチェックによって全くこと動力を与えて下さい。

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。

各 AAA 例（25 分 -1 時間）のスナップショットを（出典として例のために出典および 1 時間とし
て qcow イメージをそのユーザ未加工イメージが使用した例のための 25 分奪取 して下さい）

ポッドの Openstack の地平線 GUI にログインして下さい。1.
ログオンされて、> 計算 > 例 セクションは上メニューで写し出し、このイメージに示すよ
うに AAA 例を探すためにナビゲート します。

2.

3. このイメージに示すようにスナップショット作成を（これは対応する AAA 例で実行される必
要があります）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。



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、このイメージに示すように問題を報告しません。

5. 次のステップは OSPD がこのプロセスの間に失われれば 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、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。

ERROR:    You cannot 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

6. ダウンロードするためにスナップショットを（グリーンでマークされるもの）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。

ERROR:    You cannot 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

及びバックグラウンドにプロセスを送信 します。 されれば /tmp ディレクトリに、イメージ
置くことができますこの操作を完了する時間かかることができます。

●

バックグラウンドへプロセスを送信 することで接続が失われれば、そしてプロセスはまた停
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。

●

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。 ファイル圧縮に使用するべきコマンドは virt-
sparsify あります。

ERROR:    You cannot 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、生成されたファ
イルは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。

ERROR:    You cannot 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

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、使用しま
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。 1 アドバイスは x.x.x.x がリモート OSPD
の IP の SFTP sftp root@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。 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 （x.x.x.x がリ
モート OSPD の IP であるかところ）ファイルを別の OSPD に転送するため。

●

電源遮断の段階的

電力 OFF ノード●

電源遮断の例: 新星停止 <INSTANCE_NAME>1.
ステータス切断とのインスタンス名を表示できます。2.

ERROR:    You cannot 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

計算ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して下さい

mailto:root@x.x.x.x


電源遮断の指定されたサーバー。 ステップは UCS C240 M4 サーバの欠陥のあるコンポーネント
を交換するために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

復元 VM

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 VMsnapshot がない場合ステップ 1. [オプションの]バックアップがオリジナル
OSPD ノードに SFTP バックアップ送り返された OSPD ノードにそして接続し。 x.x.x.x がの IP
オリジナル OSPD である sftp root@x.x.x.x を使って。 /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ことができる OSPD ノードに接続して下さい。

このコマンドで環境変数のソースをたどって下さい:

             

ERROR:    You cannot 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

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。 そうするために次のコマンドを実行して下さい。

ERROR:    You cannot 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

プロセスは地平線でおよびこの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、> 例写し出し、このイメージに示すように起動例をクリックするナビゲ
ート。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#12341
mailto:root@x.x.x.x


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

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 メニュー選定されたイメージでは、イメージのリストは表示されましたり、の + サインお
よびこのイメージに示すようにクリックによって以前にアップ ロードされた 1 つを選択します。



ステップ 7 フレーバー タブで、この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、Network タブ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
ネットワークを選択し。 このケースに関しては、この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。



  

最終的には、それを作成するために起動例をクリックして下さい。 進行状況は地平線で監視する
ことができます:

数分後に、例はこの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。

次に、例を示します。

                                                                 

ステップ 4.割り当てます浮遊 IP ボタン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オプションを選択して下さい。

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。 このプロシージャの一例
として次のイメージを参照して下さい。



                                       

ステップ 8 最終的には、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.タブを『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。 それからセクションを探し、PasswordAuthentication から
PasswordAuthentication にこのイメージに示すように最初の行をいいえはい変更して下さい。

ステップ 7. ESC を押し、実行して下さい: 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 をテストするためにコンフィギュレーション変更は正しく加えられ、SSH クラ
イアントを開き、stablish に例に割り当てられる浮遊 IP を使用して遠隔信頼できる接続を試みま
す（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ルート。

確立する SSH セッション

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このイメージに見られる
ようにことを確認すれば。

9. 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:

  

ERROR:    You cannot 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

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。

ERROR:    You cannot 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

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。

ERROR:    You cannot 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

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.コマンドの実行による CPAR プロセス使用メモリ量を確認して下さい:

[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

[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。

コンポーネント RMA - OSD 計算ノード

OSD 計算ノードでホストされる VM を識別して下さい

OSD 計算サーバでホストされる VM を識別して下さい。

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

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

注: ここに示されている出力では最初のカラムは UUID に対応します、2番目のカラムは VM
名前であり、第 3 カラムは VM があるホスト名です。 この出力からのパラメータはそれに



続くセクションで使用されます。

バックアップ: スナップショット処理 

1. CPAR アプリケーションのシャットダウン

ステップ 1. TMO 実稼働 ネットワークに接続される SSH クライアントを開き、CPAR 例に接続
して下さい。

方式で 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:

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

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

メッセージ「Cisco Prime Access Registrar サーバエージェント シャットダウンしました完全」
。は なりません

注: ユーザが CLI セッションを開けたままにした場合、arserver 停止コマンドは動作しない
し、このメッセージは表示する:

ERROR:    You cannot 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、コマンドの実行によってプロセスを終えて下さい:

ERROR:    You cannot 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

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コマンドのことを実行によって全くシャットダウンされた
ことを確認して下さい:

ERROR:    You cannot 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

これらのメッセージが現れる必要があります:

ERROR:    You cannot 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

2. VM 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、この画面は観察することができます。

ステップ 2.この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ることができ
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.シャットダウンされた検証し、状態を = イメージことをに示すようにシャットダウン
されて例がステータス = 切断のチェックによって全くこと動力を与えて下さい。

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。

各 AAA 例のスナップショットを奪取 して下さい。 （25 分 -1 時間） （出典として例のために出
典および 1 時間として qcow イメージをそのユーザ未加工イメージ使用した例のための 25 分）

ポッドの Openstack の地平線 GUI にログインして下さい1.
ログオンされる、上メニューのプロジェクト > 計算 > 例 セクションにナビゲート し、この
イメージに示すように AAA 例を探して下さい。

2.



3. イメージに示すようにスナップショット作成を（これは対応する AAA 例で実行される必要が
あります）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。

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、このイメージに見られるように問題を報告しません。

5.The 次のステップは OSPD がこのプロセスの間に失われれば 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、
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。

ERROR:    You cannot 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

6. ダウンロードされるべきスナップショットを（グリーンでマークされるもの）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。



ERROR:    You cannot 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

及びバックグラウンドにプロセスを送信 します。 されれば /tmp ディレクトリに、イメージ
置くことができますこの操作を完了する時間かかることができます。

●

バックグラウンドへプロセスを送信 することで接続が失われれば、そしてプロセスはまた停
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。

●

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 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。 ファイル圧縮に使用するべきコマンドは virt-sparsify あります。

ERROR:    You cannot 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、生成されたファ
イルは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。

ERROR:    You cannot 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

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 khin 順序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。 1 アドバイスは x.x.x.x がリモート
OSPD の IP の SFTP sftp root@x.x.x.x の使用によって別のサイトの OSPD へそれを一時的
に転送することです。 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
（x.x.x.x がリモート OSPD の IP であるかところ）ファイルを別の OSPD に転送するため。

●

メンテナンス モードに CEPH を置いて下さい

注: 欠陥のあるコンポーネントが OSD 計算ノードで取り替えられるべきならコンポーネン
ト置換を続行する前にサーバでメンテナンスに Ceph を入れて下さい。

ceph がサーバに osd ツリー ステータス稼働していることを確認して下さい。●

ERROR:    You cannot 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

mailto:root@x.x.x.x


OSD 計算ノードにログイン し、メンテナンス モードに CEPH を置いて下さい。●

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

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 e79: 12 osds: 12 up, 12 in

flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr

注: CEPH が取除かれるとき、VNF HD RAID は低下させた状態に入ります hd ディスクはま
だアクセス可能である必要があります。

電源遮断の段階的

電力 OFF ノード●

電源遮断の例: 新星停止 <INSTANCE_NAME>1.
ステータス切断とのインスタンス名を表示できます。2.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

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 e79: 12 osds: 12 up, 12 in

flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr

OSD 計算ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して下さい

電源遮断の指定されたサーバー。 ステップは UCS C240 M4 サーバの欠陥のあるコンポーネント
を交換するために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

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#12341


メンテナンス モードから CEPH を移動して下さい

OSD 計算ノードにログイン し、メンテナンス モードから CEPH を移動して下さい。●

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

VM を復元する

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 VMsnapshot 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 の使用。 /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.例が転用するある OSPD ノードに接続して下さい。

このコマンドで環境変数のソースをたどって下さい:

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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

mailto:root@x.x.x.x


flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

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。 そうするために次のコマンドを実行して下さい。

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

プロセスは地平線で見られる場合があります。

ステップ 4 地平線では、> 例は写し出し、このイメージに示すように Lauch 例をクリックするた
めにナビゲート します。

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。



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 メニューではイメージを、イメージのリスト示されていましたり、選択しますの clickin
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、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、この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。



  

最終的には、それを作成するために起動例をクリックして下さい。 進行状況は地平線で監視する
ことができます:

数分例が完全におよび使える状態で展開された後。



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。

次に、例を示します。

                                                                 

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 カラムでは作成スナップショット ボタンで指す矢印で、メニュー 表示するな
りませんクリックして下さい。 関連浮遊 IPオプションを選択して下さい。

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。 このプロシージャの一例
として次のイメージを参照して下さい。



                                       

ステップ 8 最終的には、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.タブを『Console』 をクリック して下さい。 これは VM のコマンド ライン インター
フェースを表示する。

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。 それからこのセクションを探し、PasswordAuthentication から
PasswordAuthentication に最初の行をいいえはい変更して下さい。

ステップ 7. ESC を押し、入力して下さい: wq! と入力し、 t o 保存 sshd_config ファイル変更。

ステップ 8.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 をテストするためにコンフィギュレーション変更は正しく加えられ、SSH クラ
イアントを開き、例に割り当てられる浮遊 IP を使用して遠隔信頼できる接続を確立することを試
みます（すなわち 10.145.0.249）およびユーザルート。

確立する SSH セッション

ステップ 1.アプリケーションがインストールされている対応する VM/server の IP アドレスを使
用して 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。

9. 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@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

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@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean



client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

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@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

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 プロセスがコマンドの実行によって使用するメモリ量を確認して下さい:



[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

[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。

コンポーネント RMA - Controller ノード

事前点検

OSPD から、コントローラへのログオンはパソコンがよい州に 3 コントローラ オンラインす
べてであり、ガレラ川がマスターとしてすべての 3 人のコントローラを示すことを確認し。 

●

注: 健全なクラスタは 2 つのアクティブ コントローラを必要とします従って残る 2 人のコン
トローラがオンラインおよびアクティブであることを確認して下さい。

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]



Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

メンテナンス モードにコントローラ クラスタを移動して下さい

パソコンをクラスタ化しますスタンバイでアップデートされるコントローラで実行して下さ
い:

●

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster standby

パソコン ステータスを再度チェックし、パソコンがこのノードで停止されてクラスタ化する
ようにして下さい:

●

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Node pod2-stack-controller-0: standby

Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled           

また、他の 2 人のコントローラのパソコン ステータスはスタンバイとしてノードを示す必要があ
ります。



Controller ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して下さい

電源遮断の指定されたサーバー。 ステップは UCS C240 M4 サーバの欠陥のあるコンポーネント
を交換するために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

サーバの電源

サーバの電源はサーバがアップすることを確認し、:●

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Node pod2-stack-controller-0: standby

Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled           

影響を与えられたコントローラにログインして下さい、unstandby の使用とスタンバイ モー
ドを取除いて下さい。 コントローラがオンライン クラスタの来、ガレラ川がマスターとして
すべての 3 人のコントローラを示すことを確認して下さい。 これは数分かかるかもしれませ
ん:

●

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster unstandby

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#12341


Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

健全な状態にあることいくつかの ceph のようなモニタ サービスをチェックできます:●

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ 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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr
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