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概要

この資料は Ultra-M/Openstack 配備で展開されるセッションマネージャ 回復手順を記述したもの
です。

トラブルシューティング

セッションマネージャ 例 回復手順

切断状態からのセッションマネージャの電源

どの例でも計画されたシャットダウンまたは他のによる切断状態に原因ある場合、例を開始し、
ESC で監察する itâ€™s を有効に するのにこのプロシージャを使用して下さい。

OpenStack によって例の状態をチェックして下さい

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep sm-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | destackovs-compute-2  | SHUTOFF|

1.

計算が利用できる確認し、状態が稼働しているようにして下さいかどうか。

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep ‘status|state’

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled                                  |

2.

Elastic Services Controller （ESC）マスターに管理者ユーザとしてログインし、opdata の
例の状態をチェックして下さい。 

3.



/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli get esc_datamodel/opdata | grep sm-s1_0

SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226 VM_ERROR_STATE

openstack からの例の電源

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova start SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226

を探します。

4.

起動し、ACTIVE 状態に来るために 5 分をたとえば待って下さい。

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep sm-s1_0

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | ACTIVE |

5.

例の後の ESC のイネーブル VM モニタは ACTIVE 状態にあります。6.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-

a324-42ea-9a65-bebf005a4226

  

インスタンスの構成のそれ以上のリカバリに関しては、次の セクションで提供されるインスタン
スの型特定の手順を参照して下さい。

エラー状態からの例を回復 して下さい

このプロシージャは openstack の CPS 例の状態がエラーである場合使用することができます:

OpenStack の例の状態をチェックして下さい。

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep sm-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | destackovs-compute-2  | ERROR|

1.

計算が利用でき、正常に稼動するかどうか確認して下さい。

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep â€˜status|stateâ€™

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled                                  |

2.

ESC マスターに管理者ユーザとしてログインし、opdata の例の状態をチェックして下さい
。

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli get esc_datamodel/opdata | grep sm-s1_0

SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226 VM_ERROR_STATE

3.

エラー状態の代りに ACTIVE 状態に戻って例を強制するために例の状態をされるリセットし4.



て下さい、例をリブートして下さい。

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova reset-state â€“active SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226

nova reboot â€“-hard  SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226

例が起動し、ACTIVE 状態に来ることができるように 5 分を待って下さい。

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list â€“fields name,status | grep sm

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | ACTIVE |

5.

、クラスタ マネージャが再度ブートするの後でアクティブに状態を変更すれば、クラスタ
マネージャ 例が ACTIVE 状態にあった後 ESC のイネーブル VM モニタ。

6.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-

a324-42ea-9a65-bebf005a4226

  

リカバリを/ACTIVE 状態に実行掲示して下さい、バックアップからの構成/データを回復 するた
めにインスタンスの型特定のプロシージャを参照して下さい。

セッションマネージャ/MongoDB リカバリ

セッションマネージャはこのセクションの Policy Suite をクラスタ化するためにデータベース 層
をセッションマネージャの最近回復 された 例のデータベースのリカバリ説明されています提供し
ます:

オフラインステートで設定 されるレプリカのメンバー

レプリカ セットのメンバーがオフラインステートにある場合、このプロシージャを使用して下さ
い:

クラスタ マネージャのこのコマンドを使用して設定 されるレプリカのステータスをチェッ
クして下さい。

1.

diagnostics.sh --get_replica_status

  

すべてのレプリカ セットのすべてのオフライン memebers の下にリストして下さい。2.

クラスタ マネージャのコマンドを実行して下さい。3.

cd /var/qps/bin/support/mongo

build_set.sh --all --create-scripts

sessionmgr VM へのセキュアシェルは mongo プロセスを開始し。4.



ssh sessionmgrXX

/etc/init.d/sessionmgr-XXXXX start

Startup2/Recovering でスタックしているレプリカ セットのメンバーは状態を長い間示します

レプリカ セットのメンバーが startup2 でスタックしているかまたは状態を回復 することがおよ
びプライマリ レプリカ セットで利用可能、このプロシージャを使用して下さい:

クラスタ マネージャのこのコマンドを使用して設定 されるレプリカのステータスをチェッ
クして下さい。

1.

diagnostics.sh --get_replica_status

  

すべてのレプリカ セットのすべてのメンバーの下にリストして下さい。2.

sessionmgr VM へのセキュアシェルは mongo プロセスのストレージ ロケーションを得。例
に示すように dbpath はポート 37717 に sessionmgr01 の mongo プロセスが実行のための
/var/data/sessions.1/b です。

3.

ssh sessionmgr01

ps -ef | grep mongo | grep 37717

root      2572     1 25 Feb11 ?        24-11:43:43 /usr/bin/mongod --ipv6 --nojournal --

storageEngine mmapv1 --noprealloc --smallfiles --port 37717 --dbpath=/var/data/sessions.1/b --

replSet set01b --fork --pidfilepath /var/run/sessionmgr-37717.pid --oplogSize 5120 --logpath

/var/log/mongodb-37717.log --logappend --quiet --slowms 500

   

mongo プロセスおよびクリーンアップを dbpath のコンテンツ停止して下さい:4.

/etc/init.d/sessionmgr-xxxxx stop

rm -rf /var/data/sessions.1/b/*

mongo プロセスを開始して下さい、これによりレプリカ メンバー設定は一次データベース
およびない oplog からのすべてのデータを同期します。

5.

/etc/init.d/sessionmgr-xxxxx start

ステップ 5 はデータベース サイズによってプライマリからのすべてのデータで、同期するのにか
なりの時間をかけるかもしれません。

改造レプリカ セット

いくつかの停止が原因で、いくつかまたはすべてのレプリカ セットを再製することは必要になる
かもしれません。 ただし、いくつかを再製するデシジョンは奪取 されるかまたはすべてのレプリ
カは設定 する前に、これらのレプリカ セットのすべてのデータが失うことができることに注意す
るかもしれません。 バックアップの可用性はこれらのデータベースのために確認されるクロスで
ある必要があります:



Admin （一般に 27721）●

バランス（一般に 27718） ポートで●

SPR （一般に 27720） ポートで●

バックアップがクロス確認され、データベース レプリカ セットを作り直すためのデシジョンが奪
取 されたら、このプロシージャを使用して下さい:

/etc/broadhop/mongoConfig.cfg のコンテンツをチェックして下さい、なければ設定がこのフ
ァイルにある必要があるか、またはバックアップされたファイルを使用できるものの LLD
は情報がなりません。

1.

コマンド build_set.sh ----<db-name> ----再製するように意図するデータベースに依存するク
ラスタ マネージャで動作しなければなりません作成して下さい。 それはその DB に関して
すべてのレプリカ セットを作成します。

2.

注: レプリカ セットのすべての dbs を作成するコマンドはデータベースをクリーンアップし
ます。 レプリカ セットのすべてのコンテンツは失われます。

1 つのデータベースのために設定 される特定のレプリカを再製したい場合このコマンドを使
用して下さい:

3.

build_set.sh --<db-name> --create --setname <set-name>

  

再製したければすべてのレプリカはすべてのデータベースのために、使用しますこのコマン
ドを設定 します:

4.

build_set.sh --all --create

レプリカ設定 されるバックアップ ポストからのデータベースを復元する

レプリカ セットのすべてのメンバーがオンラインであり、メンバーの 1 つがプライマリなら、
mongoDB はバックアップからこのプロシージャによる復元することができます。

バックアップ使用からのすべての DB を復元するためこのコマンド:1.

config_br.py --action import --mongo-all  /mnt/backup/<file-name.tar.gz>

バックアップからの config_br.py これらのオプションによって仕様 DB を復元する順序で利
用可能 でであって下さい:

2.

SPR●

config_br.py --action import --mongo-all --spr /mnt/backup/<file-

  

Admin●

config_br.py --action import  --mongo-all --admin  /mnt/backup/<file-

  



バランス●

config_br.py --action import  --mongo-all --balance  /mnt/backup/<file-name.tar.gz>

  

レポート作成●

config_br.py --action import  --mongo-all --report  /mnt/backup/<file-

mongodump がバックアップ データベースに使用される場合、これは mongo 復元によってそれ
をです使用方法説明します:

tar.gz バックアップ ファイルを抽出して下さい。

tar -zxf /mnt/backup/<file-name.tar.gz>

1.

それを入力するためにディレクトリを回復 し、変更したいと思うデータベースの含むフォ
ルダー mongo ダンプするを見つけて下さい。

ls -ltr  /mnt/backup/cd /mnt/backup/27721_backup_$(date +\%Y-\%m-\%d)/dump

2.

バックアップから設定 されるレプリカを復元する。

mongorestore --host <primary-member> --port <db-port>

3.

任意で特定の収集か db 使用を復元するためこのコマンド:4.

mongorestore --host <primary-member> --port <db-port> --db <db-name> --
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