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概要

この資料に超M の openstack 計算ノードに OpenStack プラットフォーム ディレクター
（OSPD）から IP アドレス 割り当てを監視し解決する方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

StarOs●

超M 基礎アーキテクチャ●

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報は 5.1.x リリースに超基づいています。 

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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

超M ソリューションに関しては、Cisco UCS-C サーバは使用されています。

超M セットアップでは、以下クラウド インストール プロセスの間に、OSPD は計算ノード プロ
ビジョニング インターフェイスに IP アドレスを割り当てます。

このインターフェイスは前ブート Execution Environment のために使用されます（内省フェーズ



の間に）。

省略形

これらの省略形はこの技術情報で使用されます

VNF   バーチャルネットワーク 機
能

OSPD  Openstack プラットフォー
ム ディレクター 

DHCP   Dynamic Host Configuration
Protocol

CIMC  Cisco Integrated
Management Controller

IPMI
インテリジェント な プラッ
トフォーム マネージメント
インターフェイス

PXE  前ブート Execution
Environment

UCS Cisco の Unified Computing
System

問題

Cisco の超M ソリューションでは、以下クラウド インストール プロセスの間に、OSPD は計算ノ
ード プロビジョニング インターフェイスに IP アドレスを割り当てます。  このインターフェイ
スは PXE のために起動します使用されます（内省フェーズの間に）。 このインターフェイスが
到達可能ではないかまたは IP アドレスがきちんと割り当てられなければ場合、内省は失敗し、全
面的な以下クラウド インストールはまた失敗します。

解決策

DHCPサーバからの DHCP オファーを待っている間 UCS がブーティングで解決するために、従
えば次の手順にスタックしていれば。

ステップ 1.どので Catalystポートを UCS が接続される識別し、ポートが作動中であることを確
認して下さいか（int ギグ x/x/x を- > 稼働している）チェック示して下さい。

 ここにまたこれらを確認して下さい:

ダイナミック show mac アドレス テーブルは解決するサーバの MAC アドレスを見つけるよ
うにし、（さもなければ、ARPテーブルは点滅します）

1.

 インターフェイス/MAC が正しい VLAN にある確認し、インターフェイスをことを訂正して
下さい。 

2.

 最後にインターフェイスが PortFast で設定されるように、して下さい。 3.
ステップ 2： ことスイッチの ARPエントリは正しい、また内省実行がパケットの数は増加するこ
とを、確認する間。



show int gig x/x/x | grep packet -> verify that the input/output packet increase (that means UCS

is sending and receiving packets). 

ステップ 3： ステップ 2 からの出力がうまくある場合、OSPD の構成をチェックして下さい。
プールは 5.1 基づいたリリースのための undercloud.conf で設定されます。

show int gig x/x/x | grep packet -> verify that the input/output packet increase (that means UCS

is sending and receiving packets). 

6.0 リリース現在で、dhcp のための設定は vimorch コンフィギュレーション ファイルの一部です
。

show int gig x/x/x | grep packet -> verify that the input/output packet increase (that means UCS

is sending and receiving packets). 

ステップ 4 失敗があるかどうかこの場合、/var/log/messages で更にチェックできます。

その場合たとえばそのようなことを見る可能性があります:

show int gig x/x/x | grep packet -> verify that the input/output packet increase (that means UCS

is sending and receiving packets). 

これは OSPD がことを意味します（および内省プロセスを完了されないで下さい）割り当てなか
った UCS に IP。 

OSPD が最初のメッセージとして DHCPDISCOVER を期待することに注目して下さい。 BOOTP
だけ受け取られることがトレースでわかれば、OSPD はアドレスを割り当てることで続行しませ
ん更に。 これは UCS サーバの間のルータがあり、OSPD （UltraM 標準外設計）場合事実ですお
よび UCS サーバに直面するインターフェイスで設定される Ip helper-address OSPD-IP がありま
せん。

show int gig x/x/x | grep packet -> verify that the input/output packet increase (that means UCS

is sending and receiving packets). 

ステップ 5： この場合、チェック実際に利用できる IP がある場合 DHCPプロセスが完全に機能
していたらおよび実行を、そして促進して下さい。

（RH 不具合を理解しておいて下さい: 1301659）

[stack@bru-ospd-ultram-1 ~]$ systemctl list-units | grep dns  openstack-ironic-inspector-

dnsmasq.service                                                                            

 loaded active running   PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

そして詳細で-仕様 MAC に割り当てられる実際の IP アドレスを参照するため:

[stack@bru-ospd-ultram-1 ~]$ sudo systemctl status openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service

 openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service - PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service; enabled;

vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Thu 2017-12-14 13:43:08 CET; 6 days ago

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1301659


Process: 17511 ExecStart=/sbin/dnsmasq --conf-file=/etc/ironic-inspector/dnsmasq.conf

(code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 17513 (dnsmasq)

CGroup: /system.slice/openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service

17513 /sbin/dnsmasq --conf-file=/etc/ironic-inspector/dnsmasq.conf

Dec 14 15:31:53 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPREQUEST(br-ctlplane)

192.x.y.207 38:0e:4d:9c:97:c2

Dec 14 15:31:53 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPACK(br-ctlplane)

192.x.y.207 38:0e:4d:9c:97:c2

Dec 14 15:32:02 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPREQUEST(br-ctlplane)

192.x.y.206 38:0e:4d:9c:a4:46

Dec 14 15:32:02 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPACK(br-ctlplane)

192.x.y.206 38:0e:4d:9c:a4:46

Dec 14 15:32:17 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPREQUEST(br-ctlplane)

192.x.y.209 38:0e:4d:9c:9c:42

Dec 14 15:32:17 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPACK(br-ctlplane)

192.x.y.209 38:0e:4d:9c:9c:42

Dec 14 15:32:34 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPREQUEST(br-ctlplane)

192.x.y.208 38:0e:4d:9c:a3:6e

Dec 14 15:32:34 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPACK(br-ctlplane)

192.x.y.208 38:0e:4d:9c:a3:6e

Dec 14 15:32:39 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPREQUEST(br-ctlplane)

192.x.y.207 38:0e:4d:9c:97:c2

Dec 14 15:32:39 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPACK(br-ctlplane)

192.x.y.207 38:0e:4d:9c:97:c2

異なる形式の同じ出力は sudo journalctl と- u openstack 皮肉インスペクターdnsmasq また見ら
れる場合があります。

（RH ドキュメントによって: ディレクター問題を解決して下さい）

[stack@bru-ospd-ultram-1 ~]$ sudo journalctl -u openstack-ironic-inspector-dnsmasq

-- Logs begin at Mon 2017-12-04 10:26:05 CET, end at Thu 2017-12-21 10:30:36 CET. --

Dec 12 18:02:19 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: Starting PXE boot dnsmasq service for

Ironic Inspector...

Dec 12 18:02:19 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq[1105]: dnsmasq: unknown interface br-

ctlplane

Dec 12 18:02:19 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: openstack-ironic-inspector-

dnsmasq.service: control process exited, code=

Dec 12 18:02:19 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: Failed to start PXE boot dnsmasq service

for Ironic Inspector.

Dec 12 18:02:19 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: Unit openstack-ironic-inspector-

dnsmasq.service entered failed state.

Dec 12 18:02:19 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: openstack-ironic-inspector-

dnsmasq.service failed.

-- Reboot --

Dec 13 17:56:31 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: Starting PXE boot dnsmasq service for

Ironic Inspector...

Dec 13 17:56:31 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq[1108]: dnsmasq: unknown interface br-

ctlplane

Dec 13 17:56:31 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: openstack-ironic-inspector-

dnsmasq.service: control process exited, code=

Dec 13 17:56:31 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: Failed to start PXE boot dnsmasq service

for Ironic Inspector.

Dec 13 17:56:31 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: Unit openstack-ironic-inspector-

dnsmasq.service entered failed state.

Dec 13 17:56:31 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: openstack-ironic-inspector-

dnsmasq.service failed.

Dec 14 13:43:08 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: Starting PXE boot dnsmasq service for

Ironic Inspector...

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_openstack_platform/10/html/director_installation_and_usage/chap-troubleshooting_director_issues


Dec 14 13:43:08 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq[17513]: started, version 2.66 DNS disabled

Dec 14 13:43:08 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq[17513]: compile time options: IPv6 GNU-

getopt DBus no-i18n IDN DHCP DHCPv6 no

Dec 14 13:43:08 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCP, IP range 192.x.y.201 --

192.x.y.250, lease time 2m

Dec 14 13:43:08 bru-ospd-ultram-1.cisco.com systemd[1]: Started PXE boot dnsmasq service for

Ironic Inspector.

Dec 14 15:26:56 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPDISCOVER(br-ctlplane)

84:3d:c6:99:2e:de

Dec 14 15:26:56 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPOFFER(br-ctlplane)

192.x.y.201 84:3d:c6:99:2e:de

Dec 14 15:26:59 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPDISCOVER(br-ctlplane)

84:3d:c6:98:d3:78

Dec 14 15:26:59 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPOFFER(br-ctlplane)

192.x.y.202 84:3d:c6:98:d3:78

Dec 14 15:26:59 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPREQUEST(br-ctlplane)

192.x.y.201 84:3d:c6:99:2e:de

Dec 14 15:26:59 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPACK(br-ctlplane)

192.x.y.201 84:3d:c6:99:2e:de

Dec 14 15:27:02 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPDISCOVER(br-ctlplane)

84:3d:c6:10:25:92

Dec 14 15:27:02 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPOFFER(br-ctlplane)

192.x.y.203 84:3d:c6:10:25:92

Dec 14 15:27:02 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPREQUEST(br-ctlplane)

192.x.y.202 84:3d:c6:98:d3:78

Dec 14 15:27:02 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPACK(br-ctlplane)

192.x.y.202 84:3d:c6:98:d3:78

Dec 14 15:27:02 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPREQUEST(br-ctlplane)

192.x.y.203 84:3d:c6:10:25:92

Dec 14 15:27:02 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPACK(br-ctlplane)

192.x.y.203 84:3d:c6:10:25:92

Dec 14 15:27:06 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPDISCOVER(br-ctlplane)

84:3d:c6:98:cd:24

Dec 14 15:27:06 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPOFFER(br-ctlplane)

192.x.y.204 84:3d:c6:98:cd:24

Dec 14 15:27:09 bru-ospd-ultram-1.cisco.com dnsmasq-dhcp[17513]: DHCPDISCOVER(br-ctlplane)

84:3d:c6:98:d0:f0

[stack@bru-ospd-ultram-1 ~]$
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