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概要

この資料に SD カードが ext4-formatted 時 Docker デーモンが IE3400 で開始しない問題を解決す
る方法を記述されています。

問題

IE3400 は IOx アプリケーションに関するストレージのために SD カードを使用します。 SD カー
ドが ext4-formatted でなければ、これは問題を引き起こしています。

これらは現象です:

IOx GUI によってアプリケーションを展開することを試みるときこのメッセージは見られます:

Application Deployment Failed: Invalid Archive file: Unable to extract docker rootfs

/flash11/iox/tmpArchiverPznor to /flash11/iox/tmpExtractYXZJbE/rootfs Error:global name

'app_mount_dir' is not defined

ログ/コンソールから、これらのメッセージは IOx を有効に するか、または IOx が再度ブートす
るの後で開始するとき見られます。

ie3400#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ie3400(config)#iox

Warning: Do not remove SD flash card when IOx is enabled or errors on SD device could occur.

*Feb 21 12:45:27.045: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_START: R0/0: psd: Server iox has been notified

to start

*Feb 21 12:45:30.737: %PMAN-3-PROCFAIL: R0/0: root: The process dockerd has failed (rc 1)

*Feb 21 12:45:32.184: %PMAN-3-PROCHOLDDOWN: R0/0: root: The process dockerd has been helddown

(rc 1)



*Feb 21 12:46:57.983: %IM-6-IOX_ENABLEMENT: R0/0: ioxman: IOX is ready.

解決策

この問題は SD カードのファイル システムと関連しています。 カードが ext4 より何か他のもの
と、たとえば、FAT/vFAT フォーマットされていれば、問題は現われるようです。

SD カードの現用 ファイル システムをチェックするために、これは使用することができます:

ie3400#sh sdflash: file

Filesystem: sdflash

Filesystem Path: /flash11

Filesystem Type: vfat

Mounted: Read/Write

出力を見てわかるようにこの SD カードは FAT/vFAT としてフォーマットされていました。

この問題を解決するために、第一に IOx 停止して下さい/無効。

ie3400#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ie3400(config)#no iox

Notify IOx to stop. To safely remove SD card, please wait until IOx is stopped.

*Feb 21 12:48:01.615: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_STOP: R0/0: psd: Server iox has been notified

to stop

 十分に停止するようにするのに提示 iox コマンドを使用して下さい。

ie3400#sh iox

IOx Infrastructure Summary:

---------------------------

IOx service (CAF)         : Not Running

IOx service (HA)          : Not Supported

IOx service (IOxman)      : Not Running

IOx service (Sec storage) : Not Supported

Libvirtd   1.3.4          : Running

Dockerd                   : Not Running

次に、IOx との使用のためにカードを、このコマンドを使用できます正しくフォーマットして下
さい。

これが SD カードからのすべてのデータを消すことに留意して下さい。

ie3400#format sdflash: ext4

Format operation may take a while. Continue? [confirm]

Format operation will destroy all data in "sdflash:".  Continue? [confirm]

format completed with no errors

Format of sdflash: complete

完了される、IOx 開始して下さい/再度有効。

ie3400#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ie3400(config)#iox

Warning: Do not remove SD flash card when IOx is enabled or errors on SD device could occur.



*Feb 21 12:49:18.310: %UICFGEXP-6-SERVER_NOTIFIED_START: R0/0: psd: Server iox has been notified

to start

*Feb 21 12:49:48.165: %IM-6-IOX_ENABLEMENT: R0/0: ioxman: IOX is ready.

見てわかるように、dockerd に関するエラー メッセージはもはや見られないし、このコマンドを
示しますステータスをチェックするために iox を使用します。

ie3400#sh iox

IOx Infrastructure Summary:

---------------------------

IOx service (CAF) 1.10.0.1 : Running

IOx service (HA)          : Not Supported

IOx service (IOxman)      : Running

IOx service (Sec storage) : Not Supported

Libvirtd   1.3.4          : Running

Dockerd    18.03.0        : Running
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