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概要

この資料にログを集める方法をとき Cisco Ultra Services プラットフォームの仮想パケットコア
（VPC）の Virtual Machine （VM）記述されています（超 M）は起動し、多重へのポイントは活
動化します起動します。

デニス Lanov によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

VM ブートアップ

制御機能（CF）またはサービス 機能（SF）の VM を起動するために、ここにカバーされるチェ
ックおよび複数のステップを含むことができます。 VM を監視するとき、それがすべてのデバッ
グ ログを含んでいるので Serial1 によってあるなります。 

監視するために VM の例を識別して下さい。

ダッシュボードへの GUI ログインによるオプション 1。

、計算 1 にたとえば、_c1 および検索計算ホスト、ここの例の、C1 あり、C2 によってが計算
2.にある検索例は Admin > 例にナビゲート します。

コンソールへのナビゲートはこのイメージに示すように味方し、QEMU 例をチェックします。



インスタンス名を検索す「virsh リスト」からの各例のためのオプション 2.検索。

source from undercloud: source stackrc

identify compute node's control IP: nova list

熱 Admin の計算ノードのコントロール プレーンへの SSH: ssh heat-admin@< IP アドレス >。

ルートに変更して下さい: sudo SU

すべての例をリストして下さい: virsh リスト

例のシリアル 1 へのコンソール: virsh コンソール instance-<number> serial1

ここのログはスロット 1. SF で CF の複数の主な対象がの時に起動しますプロセスを起動するこ
とを持っています非常に類似した含まれています。

このカードは手動で再起動しました:

[  811.235666] Restarting system.

[  811.235950] machine restart

カードタイプを識別して下さい:

platform_get_card_info CARDTYPE Read in 0x40010100 --> 0x40010100

ディスクおよびシステムパラメータを読んで下さい:

"QEMU HARDDISK"

 

ブート 優先順位を読むこと。 表記 ~7 秒。 30 秒以上見る場合、それに問題がイメージを取出す
ためにあります。 潜在的な問題: イメージ問題先祖など



示す値: その計算はイメージが置いた位置にアクセスを計算しません。 Septh か燃えがら。

Booting priority 1

  image : /flash/qvpc-vchitlur.bin

  config: /flash/day-N.cfg

  flags : 0x0

Entry at 0x000000000c8f66f0

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

********************************************************************************

Total bytes read: 145289216 in 7.972 Sec (17797 KBytes/Sec)

 すべての情報を取出し、ブートプロセスを開始して下さい:

 Scale BootStrap RAM Image (32bit,SP,LE,X86)

開始する StarOS:

 Invoking StarOS Image...

セットアップ 環境:

[    0.000000] Linux version 2.6.38-staros-v3-scale-64 (yuel@bxb-mitg6-dev10) (gcc version 4.7.2

(GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 23 16:10:46 EST 2017

インスタンス化 されるボクサー プロセス gets:

Boxer /etc/rc beginning.

このホスト環境 QEMU を識別し、DVD-ROM を追加して下さい:

[    8.308582] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      QEMU HARDDISK    2.3. PQ: 0 ANSI: 5

[    8.309031] ata2.01: ATAPI: QEMU DVD-ROM, 2.3.0, max UDMA/100

[    8.309521] ata2.01: configured for MWDMA2

[    8.311612] sd 0:0:0:0: [sda] 8388608 512-byte logical blocks: (4.29 GB/4.00 GiB)

[    8.312090] scsi 0:0:1:0: Direct-Access     ATA      QEMU HARDDISK    2.3. PQ: 0 ANSI: 5

[    8.312878] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off

[    8.312978] sd 0:0:1:0: [sdb] 33554432 512-byte logical blocks: (17.1 GB/16.0 GiB)

[    8.313011] sd 0:0:1:0: [sdb] Write Protect is off

[    8.313021] sd 0:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO

or FUA

[    8.314286] scsi 1:0:1:0: CD-ROM            QEMU     QEMU DVD-ROM     2.3. PQ: 0 ANSI: 5

設定 ドライブのパラメータ ファイルを捜して下さい:



   ...Looking for staros_param.cfg on config driveInitial card type is 64  ...Looking for

param.cfg on boot1.

[    8.414031] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2

/boot1/param.cfg で保存される値の競合がある場合 staros_param.cfg ファイルのファイル パラメ
ータをマッピング し、優先して下さい:

 Found param.cfg in local disk

Set 0x40010100 into sn_cardtype

: Found staros_param.cfg in config drive

mount:

  ...mounting /var/crash from tmpfs

 ...Detected KVM Guest

 ...UUID DD2C2139-9E98-4C1B-B87F-83BBD9E8270B

NIC カードを追加して下さい:

   ...loading networking kernel modules

    ...virtio net

[    9.661076] Selected 1 Queues, Max-Queue = 1, Online CPUs=8

[    9.663552] Selected 1 Queues, Max-Queue = 1, Online CPUs=8

    ...vmxnet3

[    9.669130] VMware vmxnet3 virtual NIC driver - version 1.0.25.0-k-NAPI

    ...e1000

[    9.677388] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI

[    9.677909] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.

    ...e1000e

[    9.687631] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 1.2.20-k2

[    9.688079] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2011 Intel Corporation.

    ...mdio

    ...ixgbe

                 

セットアップ ネットワーク インターフェイス（NI）:

   ...setting up network interfaces

VM の DI Internal 変更 MTU サイズは、SR-IOV 有効に なるはずです:

[   10.399271] ixgbevf: cpeth1: ixgbevf_change_mtu: changing MTU from 1500 to 7020



...create vlan interface cpeth1.2111

開始する iftask:

waiting for iftask to start.........

waiting for iftask to start.........

マスター CF ロールを決定し masterd を始めて下さい:

 start masterd 1 to decide master CF role

マスター/スタンバイ モードを把握する Broadcards:

  ...Broadcasting presence to master CF

ジャンボ パケットをチェックして下さい: 最初小型 PING、中型およびジャンボ:

Pinging(size=56) master slot : card2

Pinging(size=1472) master slot : card2

Pinging(size=6992) master slot : card2

Virtual network connectivity OK!
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