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はじめに

このドキュメントでは、Cisco Virtualized Infrastructure Manager(VIM)上で稼働するStarOS
VNFが、Cephストレージサービスの機能低下の影響を受ける方法、およびその影響を軽減するた
めに何ができるかについて説明します。これは、Cisco VIMがインフラストラクチャとして使用さ
れているという前提で説明されていますが、同じ理論をすべてのOpenstack環境に適用できます
。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco StarOS●

Cisco VIM●

Openstack●

セフ●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

StarOS:21.16.c9●



Cisco VIM:3.2.2（Openstackのクイーンズ）●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。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。

省略形

Cisco VIM Cisco 仮想インフラストラクチャ マネージャ

VNF 仮想ネットワーク機能

Ceph OSD Cephオブジェクトストレージデーモン

StarOS Cisco Mobile Packet Coreソリューションのオペレー
ティングシステム

Cisco VIMのCeph

この画像は、『Cisco VIM Administrator Guide』から取得したものです。Cisco VIMはストレージ
バックエンドとしてCephを使用します。

Cephはブロックとオブジェクトストレージの両方をサポートしているため、VMに接続できる
VMイメージとボリュームを保存するために使用されます。ストレージバックエンドに依存する複
数のOpenStackサービスには、次のものがあります。

概要（OpenStackイメージサービス）:Cephを使用してイメージを保存します。●

Cinder（OpenStackストレージサービス）:Cephを使用して、VMに接続できるボリュームを
作成します。

●

Nova（OpenStackコンピューティングサービス）:Cinderによって作成されたボリュームに●



Cephを使用して接続します。
多くの場合、ボリュームはCephで/flash用に作成され、StarOS VNF用に/hd-raidが作成されます
。

openstack volume create --image `glance image-list | grep up-image | awk '{print $2}'` --size 16

--type LUKS up1-flash-boot

openstack volume create --size 20 --type LUKS up1-hd-raid

Cephの監視メカニズムの基礎

モニタリングに関するCephドキュメントの説明を次に示します。
各Ceph OSDデーモンは、他のCeph OSDデーモンのハートビートを6秒未満のランダム間隔でチ
ェックします。隣接するCeph OSDデーモンが20秒間の猶予期間内にハートビートを表示しない
場合、Ceph OSDデーモンは隣接するCeph OSDデーモンをダウンと見なし、Cephクラスタマッ
プを更新するCeph Monitorに報告します。デフォルトでは、異なるホストの2つのCeph OSDデー
モンは、報告されたCeph OSDデーモンがダウンしたことをCeph Monitorsが確認する前に、別の
Ceph OSDデーモンがダウンしていることをCeph Monitorsに報告する必要があります。



したがって、通常はOSDの検出に約20秒かかり、Cephクラスタマップが更新されるのは、この
VNFが新しいOSDを使用できるようになった後だけです。このディスク期間中、I/Oはブロックさ
れます。

ブロッキングI/OがStarOS VNFに与える影響

ディスクI/Oが120秒以上ブロックされると、StarOS VNFがリブートします。xfssyncd/md0およ
びxfs_dbプロセスは、これらのプロセスで120秒以上のスタックが検出されると、意図的にリブー
トするディスクI/OおよびStarOSに関連する特定のチェックがあります。

StarOSデバッグコンソールログ：

[ 1080.859817] INFO: task xfssyncd/md0:25787 blocked for more than 120 seconds.

[ 1080.862844] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.

[ 1080.866184] xfssyncd/md0 D ffff880c036a8290 0 25787 2 0x00000000

[ 1080.869321] ffff880aacf87d30 0000000000000046 0000000100000a9a ffff880a00000000

[ 1080.872665] ffff880aacf87fd8 ffff880c036a8000 ffff880aacf87fd8 ffff880aacf87fd8

[ 1080.876100] ffff880c036a8298 ffff880aacf87fd8 ffff880c0f2f3980 ffff880c036a8000

[ 1080.879443] Call Trace:

[ 1080.880526] [<ffffffff8123d62e>] ? xfs_trans_commit_iclog+0x28e/0x380

[ 1080.883288] [<ffffffff810297c9>] ? default_spin_lock_flags+0x9/0x10

[ 1080.886050] [<ffffffff8157fd7d>] ? _raw_spin_lock_irqsave+0x4d/0x60

[ 1080.888748] [<ffffffff812301b3>] _xfs_log_force_lsn+0x173/0x2f0

[ 1080.891375] [<ffffffff8104bae0>] ? default_wake_function+0x0/0x20

[ 1080.894010] [<ffffffff8123dc15>] _xfs_trans_commit+0x2a5/0x2b0

[ 1080.896588] [<ffffffff8121ff64>] xfs_fs_log_dummy+0x64/0x90

[ 1080.899079] [<ffffffff81253cf1>] xfs_sync_worker+0x81/0x90

[ 1080.901446] [<ffffffff81252871>] xfssyncd+0x141/0x1e0

[ 1080.903670] [<ffffffff81252730>] ? xfssyncd+0x0/0x1e0

[ 1080.905871] [<ffffffff81071d5c>] kthread+0x8c/0xa0

[ 1080.908815] [<ffffffff81003364>] kernel_thread_helper+0x4/0x10

[ 1080.911343] [<ffffffff81580805>] ? restore_args+0x0/0x30

[ 1080.913668] [<ffffffff81071cd0>] ? kthread+0x0/0xa0

[ 1080.915808] [<ffffffff81003360>] ? kernel_thread_helper+0x0/0x10

[ 1080.918411] **** xfssyncd/md0 stuck, resetting card

ただし、120秒タイマーに限定されません。ディスクI/Oがしばらくブロックされた場合、120秒
未満であっても、さまざまな理由でVNFがリブートする場合があります。次の出力例は、ディス
クI/Oの問題によるリブート、StarOSタスクの継続的なクラッシュなどを示しています。アクテ
ィブなディスクI/Oとストレージの問題のタイミングによって異なります。

[ 2153.370758] Hangcheck: hangcheck value past margin!



[ 2153.396850] ata1.01: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen

[ 2153.396853] ata1.01: failed command: WRITE DMA EXT

--- skip ---

SYSLINUX 3.53 0x5d037742 EBIOS Copyright (C) 1994-2007 H. Peter Anvin

基本的に、ロングブロッキングI/OはStarOS VNFにとって重要な問題と見なされ、できるだけ最
小限に抑える必要があります。

ロングブロッキングI/Oシナリオ

複数のお客様による導入およびラボテストの調査に基づいて、Cephで長いブロッキングI/Oを引
き起こす可能性がある2つの主要なシナリオが確認されています。

ラギー・タイマー・メカニズム

OSD間にはハートビートメカニズムがあり、OSDをダウン状態で検出します。
osd_heartbeat_grace値（デフォルトでは20秒）に基づき、OSDは失敗として検出されます。
また、OSDステータスに揺らぎやフラップが発生すると、graceタイマーが自動的に調整（長く
なる）されます。 これにより、osd_heartbeat_grace値が大きくなる場合があります。

通常の状況では、ハートビートの猶予は20秒です

2019-01-09 16:58:01.715155 mon.ceph-XXXXX [INF] osd.2 failed (root=default,host=XXXXX) (2

reporters from different host after 20.000047 >= grace 20.000000)

ただし、ストレージノードの複数のネットワークフラップが発生すると、より大きな値になりま
す。

2019-01-10 16:44:15.140433 mon.ceph-XXXXX [INF] osd.2 failed (root=default,host=XXXXX) (2

reporters from different host after 256.588099 >= grace 255.682576)

上の例では、OSDがダウンしたことを検出するのに256秒かかります。

RAIDカードハードウェア障害

Cephは、RAIDカードのハードウェア障害をタイムリーに検出できない可能性があります。
RAIDカードに障害が発生すると、OSDのハング状態が発生します。この場合、数分後にOSDが
ダウンしたことが検出され、StarOS VNFがリブートします。

RAIDカードがハングすると、一部のCPUコアのステータスが100 %になります。

%Cpu20 : 2.6 us, 7.9 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 89.4 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu21 : 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu22 : 31.3 us, 5.1 sy, 0.0 ni, 63.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu23 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 28.1 id, 71.9 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu24 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id,100.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu25 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id,100.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

また、すべてのCPUコアを徐々に消費し、OSDも少し時間の隔たりがあるほど徐々に低下します
。



2019-01-01 17:08:05.267629 mon.ceph-XXXXX [INF] Marking osd.2 out (has been down for 602

seconds)

2019-01-01 17:09:25.296955 mon.ceph-XXXXX [INF] Marking osd.4 out (has been down for 603

seconds)

2019-01-01 17:11:10.351131 mon.ceph-XXXXX [INF] Marking osd.7 out (has been down for 604

seconds)

2019-01-01 17:16:40.426927 mon.ceph-XXXXX [INF] Marking osd.10 out (has been down for 603

seconds)

並行して、ceph.logで低速の要求が検出されます。

2019-01-01 16:57:26.743372 mon.XXXXX [WRN] Health check failed: 1 slow requests are blocked > 32

sec. Implicated osds 2 (REQUEST_SLOW)

2019-01-01 16:57:35.129229 mon.XXXXX [WRN] Health check update: 3 slow requests are blocked > 32

sec. Implicated osds 2,7,10 (REQUEST_SLOW)

2019-01-01 16:57:38.055976 osd.7 osd.7 [WRN] 1 slow requests, 1 included below; oldest blocked

for > 30.216236 secs

2019-01-01 16:57:39.048591 osd.2 osd.2 [WRN] 1 slow requests, 1 included below; oldest blocked

for > 30.635122 secs

-----skip-----

2019-01-01 17:06:22.124978 osd.7 osd.7 [WRN] 78 slow requests, 1 included below; oldest blocked

for > 554.285311 secs

2019-01-01 17:06:25.114453 osd.4 osd.4 [WRN] 19 slow requests, 1 included below; oldest blocked

for > 546.221508 secs

2019-01-01 17:06:26.125459 osd.7 osd.7 [WRN] 78 slow requests, 1 included below; oldest blocked

for > 558.285789 secs

2019-01-01 17:06:27.125582 osd.7 osd.7 [WRN] 78 slow requests, 1 included below; oldest blocked

for > 559.285915 secs

次のグラフは、I/O要求がタイムラインでブロックされる時間を示しています。グラフは、slow
requestログをceph.logに出力することによって作成されます。これは、ブロック時間が時間とと
もに長くなっていることを示しています。 

影響を軽減する方法

Cephストレージからローカルディスクに移動

影響を軽減する最も簡単な方法は、Cephストレージからローカルディスクに移動することです。
StarOSは/flashと/hd-raidの2つのディスクを使用します。/flashのみをローカルディスクに移動で



きるため、StarOS VNFはCephの問題に対してより堅牢になります。Cephなどの共有ストレージ
を使用する場合のマイナス面は、問題が発生すると同時に、共有ストレージを使用するすべての
VNFに影響が及びます。ローカルディスクを使用すると、ストレージの問題の影響を最小限に抑
えて、影響を受けるノードでのみ実行するVNFに移行できます。また、前のセクションで説明し
たシナリオはCephのみに適用されるため、ローカルディスクには適用されません。ただし、ロー
カルディスクの裏面は、StarOSイメージ、設定、コアファイル、課金レコードなどのディスクの
内容は、VMの再配置時に保持できません。VNF自動修復メカニズムにも影響を与える可能性があ
ります。

Ceph設定の調整

StarOS VNFの観点からは、上記のブロッキングI/O時間を最小限に抑えるために、次の新しい
Cephパラメータを使用することを推奨します。

<デフォルト設定>

"mon_osd_adjust_heartbeat_grace": "true",

"osd_client_watch_timeout": "30",

"osd_max_markdown_count": "5",

"osd_heartbeat_grace": "20",

<新しい設定>

"mon_osd_adjust_heartbeat_grace": "false",

"osd_client_watch_timeout": "10",

"osd_max_markdown_count": "1",

"osd_heartbeat_grace": "10",

この構成は次のとおりです。

遅れタイマーのメカニズムが無効で、自動調整なし●

ハートビートの猶予時間が短縮される●

OSDはただちにダウンとしてマークされます（デフォルトでは過去600秒間に5回）。●

新しいパラメータはラボでテストされ、OSDの検出時間が約10秒未満に短縮されました。当初は
デフォルト設定のCephで約30秒でした。

RAIDカードハードウェアの問題の監視

RAIDカードのハードウェアシナリオでは、I/Oがブロックされている間にOSDが断続的に動作す
る状況が発生するため、問題の性質としてタイムリーに検出することは困難です。これに対する
単一の解決策はありませんが、RAIDカードの障害のサーバハードウェアログやceph.logのスロー
要求ログをスクリプトで監視し、影響を受けるOSDをプロアクティブにダウンさせる処理を行う
ことを推奨します。

CEPH_OSD_RESEREVED_PCORESチューニング

これは前述のシナリオには関係ありませんが、I/O処理の負荷が大きいためにCephのパフォーマ
ンスに問題がある場合は、CEPH_OSD_RESEAVED_PCOREの値を増やすとCeph I/Oのパフォー
マンスが向上します。デフォルトでは、Cisco VIM上のCEPH_OSD_RESEAVED_PCOREは2に設
定されており、値を増やすことができます。
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