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概要

この資料は UltraM 6.3 リリースの一部としてもたらされる Element Manager （EM） アーキテク
チャの変更を説明したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

STAROs●

Ultra-M 基礎アーキテクチャ●

使用するコンポーネント

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 6.3 前にリリースして下さい、なぜなら超そこにはたらく Element Manager は 3 UEM VM を
作成する要件でした。  第 3 1 つは使用中でし、Help 形式 Zookeeper クラスタにそこにありまし
た。 6.3 リリース現在で、この設計は変更しました。

省略形

この技術情報で使用される省略形:

VNF   バーチャルネットワーク 機
能

CF    制御機能
SF    サービス 機能

ESC   伸縮性があるサービス コン
トローラ

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

ZK Zoo keeper

超 6.3 リリースの後の超 Element Manager -アーキテクチャーの
変更

この資料は UltraM 6.3 リリースの一部としてもたらされるこの 5 つの変更を説明したものです: 

UEM VM 例の数は 6.3 リリース現在で設定可能です

6.3 リリース前に、3 UEM VM は必須でした。 コア借用者ファイルがソースをたどられた後新星
リストとそれを見る可能性があります:

[root@POD]# openstack server list --all

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

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

| ID | Name | Status | Networks | Image Name |

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

----------....

| fae2d54a-96c7-4199-a412-155e6c029082 | vpc-LAASmme-em-3 | ACTIVE | orch=192.168.12.53;

mgmt=192.168.11.53 | ultra-em |

| c89a3716-9028-4835-9237-759166b5b7fb | vpc-LAASmme-em-2 | ACTIVE | orch=192.168.12.52;

mgmt=192.168.11.52 | ultra-em |

| 5f8cda2c-657a-4ba1-850c-805518e4bc18 | vpc-LAASmme-em-1 | ACTIVE | orch=192.168.12.51;

mgmt=192.168.11.51 | ultra-em |

この設定 スナップ ショットは（vnf.conf ファイルから）使用されました:



 vnfc em

health-check enabled

health-check probe-frequency 10

health-check probe-max-miss 6

health-check retry-count 6

health-check recovery-type restart-then-redeploy

health-check boot-time 300

vdu vdu-id em

 number-of-instances 1 --> HERE, this value was previously ignored in pre 6.3 releases

connection-point eth0

...

すなわち、このコマンドで規定 された 例の数に関係なく回された VM の数は 3.値が無視された
数の例常にでした。

6.3 現在で、これは変更されて得ます-設定値は 2 または 3.のどれである場合もあります。 

2 つを設定するとき、2 UEM VM は作成されます。 

3 つを設定するとき、3 UEM VM は作成されます。

vnfc em

health-check enabled

health-check probe-frequency 10

health-check probe-max-miss 6

health-check retry-count 3

health-check recovery-type restart

health-check boot-time 300

vdu vdu-id vdu-em

vdu image ultra-em

vdu flavor em-flavor

 number-of-instances 2 --> HERE

connection-point eth0

....

この設定は新星リストと見られるように 2 VM という結果に終ります。

vnfc em

health-check enabled

health-check probe-frequency 10

health-check probe-max-miss 6

health-check retry-count 3

health-check recovery-type restart

health-check boot-time 300

vdu vdu-id vdu-em

vdu image ultra-em

vdu flavor em-flavor

 number-of-instances 2 --> HERE

connection-point eth0

....

3 IP アドレス 要件が変わらなかったことしかし注意して下さい。 すなわち、構成（vnf.conf ファ
イル）の EM 部品で 3 IP アドレスはまだ必須です:

vnfc em

health-check enabled

health-check probe-frequency 10



health-check probe-max-miss 6

health-check retry-count 3

health-check recovery-type restart

health-check boot-time 300

vdu vdu-id vdu-em

vdu image ultra-em

vdu flavor em-flavor

 number-of-instances 2 ---> NOTE NUMBER OF INSTANCES is 2

connection-point eth0

virtual-link service-vl orch

virtual-link fixed-ip 172.x.y.51  --> IP #1

!

virtual-link fixed-ip 172.x.y.52 --> IP #2

!

virtual-link fixed-ip 172.x.y.53  --> IP #3

!

これが ZK のために必要 ZK の 3 つの例をはたらかせるために必要となりますです。 各例は IP ア
ドレスを要求します。 第 3 例が効果的に使用されないのに、第 3 IP は第 3 に、いわゆるアービ
タ ZK 例割り当てられます（より多くの説明については Diff.2 を参照して下さい）。

これがオーケストレーション ネットワークで持っているどんな効果か。

オーケストレーション ネットワークで作成される 3 つのポートがあることを常に行っています
（3 述べられた IP アドレスを結合 するため）。 

[root@POD# neutron port-list | grep -em_

| 02d6f499-b060-469a-b691-ef51ed047d8c | vpc-LAASmme-em_vpc-LA_0_70de6820-9a86-4569-b069-

46f89b9e2856 | fa:16:3e:a4:9a:49 | {"subnet_id": "bf5dea3d-cd2f-4503-a32d-5345486d66dc",

"ip_address": "192.168.12.52"} |

| 0edcb464-cd7a-44bb-b6d6-07688a6c130d | vpc-LAASmme-em_vpc-LA_0_2694b73a-412b-4103-aac2-

4be2c284932c | fa:16:3e:80:eb:2f | {"subnet_id": "bf5dea3d-cd2f-4503-a32d-5345486d66dc",

"ip_address": "192.168.12.51"} |

| 9123f1a8-b3ea-4198-9ea3-1f89f45dfe74 | vpc-LAASmme-em_vpc-LA_0_49ada683-a5ce-4166-aeb5-

3316fe1427ea | fa:16:3e:5c:17:d6 | {"subnet_id": "bf5dea3d-cd2f-4503-a32d-5345486d66dc",

"ip_address": "192.168.12.53"} |

Zookeeper ディストリビューション

6.3 ZK 前にクラスタを形成するのに使用されましたそれ故にこの要件は第 3 VM のためです。
その要件は変わりませんでした。 ただし、2 UEM VM が使用されるセットアップのために、第 3
ZK 例は VM の同じセットでホストされます:

の後の 6.3 前および 3 UEM VM のセットアップの 6.3:

UEM VM1: Zk 例 1 のホスト

UEM VM2: Zk 例 2 のホスト

UEM VM3: Zk 例 3 のホスト

2 VM だけ 6.3 およびそれ以降:

UEM VM1: Zk 例 1 及び Zk 例 3 のホスト

UEM VM2: Zk 例 2 のホスト



UEM VM3: 存在 しないため

詳しいグラフィカル表示についてはこの技術情報の下部のでピクチャ 1.を参照して下さい。 

Useful Zk commands:

To see Zk mode (leader/follower):

/opt/cisco/usp/packages/zookeeper/current/bin/zkServer.sh status

ZooKeeper JMX enabled by default

Using config: /opt/cisco/usp/packages/zookeeper/current/bin/../conf/zoo.cfg

Mode: leader

To check if Zk is running:

echo stat | nc IP_ADDRESS 2181

How to find the Ip address of Zk instance:

Run 'ip addr' from EM

In the /opt/cisco/em/config/ip.txt there are all the 3IP's

From vnf.conf file

From 'nova list' look for orchestration IP

For 2 EM's the arbiter IP can be found also in /opt/cisco/em/config/proxy-params.txt

How to check status of the Zk instance:

echo stat | nc 192.168.12.51 2181 | grep Mode

Mode: follower

You can run this command from one Zk for all other Zk instances (even they are on different VM)!

To connect to the Zk cli - now must use the IP (rather then localhost earlier):

/opt/cisco/usp/packages/zookeeper/current/bin/zkCli.sh -server <ip>:2181

You can use same command to connect to other Zk instances (even they are on different VM)!

Some useful command you can run once you connect to ZkCli:

            ls /config/vdus/control-function

ls /config/element-manager

ls /

ls /log

ls /stat

get /config/vdus/session-function/BOOTxx

HA のための Keepalived のはじめに

以前のリリースを使って、マスター EM を判別するのに使用される ZK リーダー選択フレームワ
ーク。 それは Cisco が keepalived フレームワークに移動したのでもう事実ではないです。 

何がおよびどのようにそれはたらきます keepalived か。

Keeplaived は Linuxシステムおよび Linux によって基づくインフラストラクチャにロード バラン
シングおよびハイアベイラビリティに使用する Linux によって基づくソフトウェアです。

それは HA のために ESC で既に使用されています。 

http://zkcli.sh/
http://www.keepalived.org


EM では、Keepalived が Zk クラスタ状態からの NCS を結合解除するのに使用されています。 

EM の最初の 2 つの例のだけ Keepalived プロセス実行は NCS プロセスのためのマスター状態を
判別し。 

To check if the keepalived process is running:

ps -aef | grep keepalived

(must return the process ID)

なぜ変更して下さいか。

早期実施では、（NCS/SCM）マスター ノード選択は Zk クラスタ ステータスと密接に統合（Zk
データベースの /em でロックするべき第一審はマスターと選ばれました）。 これは Zk がクラス
タの接続を失うとき問題を引き起こします。 

Keepalived が VM 基礎のアクティブ/スタンバイ な UEM クラスタを維持するのに使用されてい
ます。

NCS はコンフィギュレーションデータを維持します。 
Zookeeper は運用データを維持します。 

NCS プロセスからの SCM を結合解除して下さい 

6.3 以前のリリースでは、SCM コンポーネントは NCS と組み込まれました。 それは NCS が開
始したときに、同様に開始する SCM 意味します（結果として）。 このリリースでは、これは今
結合解除され、SCM はそれ自身のための別個のプロセスです。 

Commands to check the NCS and SCM services & processes.

To be executed from the ubuntu command line

ps -aef | grep ncs

ps -aef | grep scm

sudo service show ncs

sudo service scm status

EM はマスター ノードだけの実行を保守します

6.3 リリース前に、UEM サービスはマスター・スレーブ両方で動作します。 6.3 人のサービス現
在でマスター ノードだけで動作します。 これは表示する出力に示します ems を影響を与えます
。 6.3 現在で、一度 UEM CLI にログオンされるこのコマンドで 1 つのただ（マスター）ノード
を、見ることを期待します:

root@vpc-em-2:/var/log# sudo -i

root@vpc-em-2:~# ncs_cli -u admin -C

admin connected from 127.0.0.1 using console on vpc-LAASmme-em-2

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY VERSION

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

52 UP UP UP 6.3.0 ===> HERE Only one EM instance is seen. In previous releases you were able to

see 2 instances.



実際にはすべてのサービスは NCS の例外を除いてマスター ノードで、動作し、それは NCS 必
要条件が原因です。 

このイメージは Element Manager のための可能性のある サービスおよび VM ディストリビュー
ションの要約を超表示します

Element Manager 関連 問題を解決するステップ

ブートアップの間に、これは始動 シーケンスです:

UEM は 2 VM と設定しました-プロセス 始動 シーケンスおよびログの場所

マスター UEM:

keepalived●

Zookeeper●

NCS●

Zookeeper のアービタ（第 3）例●

VNFM プロキシ●

SCM●

SLA●

スレーブ UEM:



keepalived●

Zookeeper●

NCS●

3 VM と設定される UEM -プロセス 始動 シーケンスおよびログの場所

マスター UEM:

keepalived●

Zookeeper●

NCS●

VNFM プロキシ●

SCM●

SLA●

スレーブ UEM:

keepalived●

Zookeeper●

NCS●

第 3 UEM:

Zookeeper●

UEM プロセスの要約 

これは実行しなければならない UEM プロセスの要約です。

ps とステータスを- aef チェックします | グレップ XX

keepalived
アービタ
SCM
SLA
zoo.cfg
ncs

XX サービス XX ステータスでステータスをチェックできます:

zookeeper アービタ
プロキシ
SCM
SLA
zk
ncs
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