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概要

このドキュメントでは、ParStream履歴データベースのinit.dまたはSystemdのサービスファイル
を作成する方法について説明します。

前提条件

要件

Linuxに関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの
ではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド
キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています
。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく
ださい。

設定

Edge Fog Processing Module(EFM)インストールパッケージには、初期状態のinit.dまたは
Systemdのサービスファイルが含まれていません。

ここでは、サービスファイルを作成するための簡単な例を示します。



init.dの場合

[root@cen7 ~]# cat /etc/init.d/parstream

#!/bin/bash

# parstream init script.

export PARSTREAM_HOME=/opt/cisco/kinetic/parstream/

export LD_LIBRARY_PATH=$PARSTREAM_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH

PARSTREAM_SERVERNAME="parstream1"

PARSTREAM_USER="EFM"

case "$1" in

  'start')

    echo "Starting ParStream daemon $PARSTREAM_SERVERNAME as $PARSTREAM_USER"

    sleep 2

    su -c "cd $PARSTREAM_HOME;$PARSTREAM_HOME/bin/start.sh $PARSTREAM_SERVERNAME"

$PARSTREAM_USER

    ;;

  'stop')

    echo "Stopping ParStream daemons for user $PARSTREAM_USER"

    stopstatus=$(pkill -c -U $PARSTREAM_USER -15 parstream-serv)

    echo "$stopstatus processes stopped"

    ;;

  *)

    # usage

    echo "usage: $0 start|stop"

    exit 1

    ;;

esac

環境に合わせて環境変数を調整してください。PARSTREAM_HOME、
PARSTREAM_SERVERNAME、PARSTREAM_USER。

ファイルを作成したら、実行可能としてマークされていることを確認します。

Systemd

root@cen7 ~]# cat /etc/systemd/system/parstream.service

[Unit]

Description=ParStream

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=EFM

Environment=LD_LIBRARY_PATH=/opt/cisco/kinetic/parstream/lib:$LD_LIBRARY_PATH

WorkingDirectory=/opt/cisco/kinetic/parstream/

ExecStart=/opt/cisco/kinetic/parstream/bin/parstream-server parstream1 --

confdir=/opt/cisco/kinetic/parstream/conf/

Restart=on-failure

[Install]

WantedBy=multi-user.target

ExecStart行のUser=とservernameを使用して、環境に合わせて設定変数を調整してください。

サービスファイルを作成したら、必ずsystemdのデーモンファイルを更新してください。



[root@cen7 ~]# systemctl daemon-reload

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

スクリプト/サービスファイルが期待どおりに動作するかどうかを確認するには、サービスを開始
および停止します。

init.dの場合

[root@cen7 ~]# /etc/init.d/parstream start

Starting ParStream daemon parstream1 as EFM

Server Process ID: 5056

Output is written to: /var/log/parstream/server-5054-20180423-1648.log

[root@cen7 ~]# ps aux |grep 5056

EFM        5056  0.8  0.7 1235292 27200 ?       Sl   16:48   0:00

/opt/cisco/kinetic/parstream//bin/parstream-server parstream1

...

[root@cen7 ~]# /etc/init.d/parstream stop

Stopping ParStream daemons for user EFM

1 processes stopped

Systemd

[root@cen7 ~]# systemctl start parstream

[root@cen7 ~]# systemctl status parstream

 parstream.service - ParStream

   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/parstream.service; disabled; vendor preset: disabled)

   Active: active (running) since Mon 2018-04-23 16:49:30 CEST; 3s ago

 Main PID: 5186 (parstream-serve)

   CGroup: /system.slice/parstream.service

           5186 /opt/cisco/kinetic/parstream/bin/parstream-server parstream1 --

confdir=/opt/cisco/kinetic/parstream/conf/

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:PROT-77086:

**** PID:         5186 (host: cen7)

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:PROT-71005:

**** config file: "/opt/cisco/kinetic/parstream/conf/parstream.ini"

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:WARNING-77082:

Number of maximum file descriptors (1024) is lower than recommended value 98304

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:WARNING-77113:

Maximum number of mmap'ed areas (65530) is lower than recommended value 1966080.

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.273380]:parstream1-

164930:PROT-77045: Source Revision: 717e27f507aab73fdc0c3f9d4377ff658726c270

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: Local Changes:

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.278632]:parstream1-

164930:PROT-77018: cluster node config: ClusterNodeConfig(clusterId = 'localCluster',

claimLeadershipInitT...geInterval = 0

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.280474]:parstream1-

164930:PROT-77018: channel instance created for accept on port: 23460

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.281084]:parstream1-

164930:PROT-77134: Entering state ClaimLeadershipState, got event InitialEvent

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.281243]:parstream1-

164930:PROT-77065: Running cluster leader detection (limited until 2018-Apr-23 16:51:30)

Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

[root@cen7 ~]# systemctl stop parstream



ご覧のように、サービスファイルで定義したユーザの下でParStreamプロセスが開始され、サー
ビスの停止を要求すると、すべてがクリーンアップされます。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

起動に問題が発生した場合は、次の点を確認してください。

init.dまたはSystemdサービスファイル（ユーザ、パス、ParStreamサーバ名）の設定可能な
パラメータ

●

ParStreamのログファイルの出力を確認します（/var/log/parstream内）●

SystemD:systemctl status parstreamの出力●

journalctl —unit=parstreamの出力●
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