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概要

ホスト Cisco Policy Suite （CPS）バーチャルネットワークが機能することこの資料が設定され
る Ultra-M の不良な osd 計算サーバを取り替えるために必要なステップを記述したものです
（VNFs）。

背景説明

この資料は Cisco Ultra-M プラットフォームをよく知っている Cisco社員のために意図され、OSD
計算サーバ 置換の時に OpenStack および CPS VNF レベルで遂行されることを必要なステップ
を詳述します。

注: 超 M 5.1.x リリースはこの資料の手順を定義するために考慮されます。

Healthcheck

Osd 計算ノードを取り替える前に、Red Hat OpenStack プラットフォーム 環境の現在のステート
をチェックすることは重要です。 計算交換の手順がオンになっているとき複雑な状況を避けるた
めにチェック 現在のステート推奨します。 

OSPD から



[root@director ~]$ su - stack

[stack@director ~]$ cd ansible

[stack@director ansible]$ ansible-playbook -i inventory-new openstack_verify.yml  -e

platform=pcrf

ステップ 1. 15 分毎にに生成される ultram 健全性レポートからのシステムの健全性を確認して下
さい。

[stack@director ~]# cd /var/log/cisco/ultram-health

  ファイル ultram_health_os.report をチェックして下さい。

  唯一のサービスは XXX ステータスが中性子 sriov NICagent.service であるので示す必要があり
ます。

呼び出します。 すべてのコントローラがあるようにかどうか rabbitmq 実行確認して下さい、
OSPD からそれから動作する。

[stack@director ~]# for i in $(nova list| grep controller | awk '{print $12}'| sed

's/ctlplane=//g') ; do (ssh -o StrictHostKeyChecking=no heat-admin@$i "hostname;sudo rabbitmqctl

eval 'rabbit_diagnostics:maybe_stuck().'" ) & done

ステップ 3. stonith が有効に なることを確認して下さい。

[stack@director ~]# sudo pcs property show stonith-enabled

すべてのコントローラに関しては PC ステータスを確認して下さい

すべての Controller ノードは haproxy クローンの下で開始します●

すべての Controller ノードはガレラ川の下にマスターです●

すべての Controller ノードは Rabbitmq の下で開始します●

1 つの Controller ノードは redis の下にマスターおよび 2 つのスレーブです●

OSPD から

[stack@director ~]$ for i in $(nova list| grep controller | awk '{print $12}'| sed

's/ctlplane=//g') ; do (ssh -o StrictHostKeyChecking=no heat-admin@$i "hostname;sudo pcs status"

) ;done

ステップ 4.すべての openstack サービスがこのコマンド動作する OSPD からアクティブ、であ
ることを確認して下さい:

[stack@director ~]# sudo systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

ステップ 5. CEPH がステータス コントローラ用の HEALTH_OK であることを確認して下さい。

[stack@director ~]# for i in $(nova list| grep controller | awk '{print $12}'| sed

's/ctlplane=//g') ; do (ssh -o StrictHostKeyChecking=no heat-admin@$i "hostname;sudo ceph -s" )

;done

ステップ 6. OpenStack コンポーネント ログを確認して下さい。 エラーを探して下さい:

Neutron:

[stack@director ~]# sudo tail -n 20 /var/log/neutron/{dhcp-agent,l3-agent,metadata-



agent,openvswitch-agent,server}.log

Cinder:

[stack@director ~]# sudo tail -n 20 /var/log/cinder/{api,scheduler,volume}.log

Glance:

[stack@director ~]# sudo tail -n 20 /var/log/glance/{api,registry}.log

ステップ 7 OSPD から API のこれらの確認を行って下さい。

[stack@director ~]$ source <overcloudrc>

[stack@director ~]$ nova list

[stack@director ~]$ glance image-list

[stack@director ~]$ cinder list

[stack@director ~]$ neutron net-list

ステップ 8.サービスの健全性を確認して下さい。

Every service status should be “up”:

[stack@director ~]$ nova service-list

Every service status should be “ :-)”:

[stack@director ~]$ neutron agent-list

Every service status should be “up”:

[stack@director ~]$ cinder service-list

バックアップ

リカバリの場合には、Cisco はこれらのステップの使用の OSPD データベースのバックアップを
奪取 することを推奨します。

ステップ 1. Mysql ダンプするを奪取 して下さい。

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-

databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

このプロセスはノードが例ことをのアベイラビリティに影響を与えないで取り替えることができ
るようにします。

呼び出します。 クラスタ マネージャ VM からの CPS VM をバックアップするため:

[root@CM ~]# config_br.py -a export --all /mnt/backup/CPS_backup_$(date +\%Y-\%m-\%d).tar.gz

or

[root@CM ~]# config_br.py -a export --mongo-all --svn --etc --grafanadb --auth-htpasswd --

haproxy /mnt/backup/$(hostname)_backup_all_$(date +\%Y-\%m-\%d).tar.gz

OSD 計算ノードでホストされる VM を識別して下さい



計算サーバでホストされる VM を識別して下さい:

ステップ 1： 計算サーバは Elastic Services Controller （ESC）が含まれています。

[stack@director ~]$ nova list --field name,host,networks | grep osd-compute-1

| 50fd1094-9c0a-4269-b27b-cab74708e40c | esc | pod1-osd-compute-0.localdomain

| tb1-orch=172.16.180.6; tb1-mgmt=172.16.181.3  

注: ここに示されている出力では最初のカラムは固有の識別番号（UUID）に、2番目のカラ
ムです VM 名前ユニバーサル対応し、第 3 カラムは VM があるホスト名です。 この出力か
らのパラメータはそれに続くセクションで使用されます。

注: 取り替えられるべき OSD 計算ノードが完全に及びアクセス可能である場合、「タイト
ルを付けられるセクションに削除します新星集約 リストから Osd 計算ノードを」進んで下
さい。 さもなければ、次の セクションから続行して下さい。

ステップ 2. CEPH に削除されるように単一 OSD サーバがする利用可能 な キャパシティがある
ことを確認して下さい。

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# sudo ceph df

GLOBAL:

   SIZE       AVAIL      RAW USED     %RAW USED

    13393G     11804G        1589G         11.87

POOLS:

   NAME        ID    USED      %USED     MAX AVAIL     OBJECTS

   rbd         0          0         0         3876G           0

   metrics     1     4157M      0.10         3876G      215385

   images      2     6731M      0.17         3876G         897

   backups     3         0         0         3876G           0

   volumes     4      399G      9.34         3876G      102373

   vms         5      122G      3.06         3876G       31863

ステップ 3. ceph が osd 計算サーバに osd ツリー ステータス稼働していることを確認して下さい
。

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                         UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default



-2  4.35999     host pod1-osd-compute-0

 0  1.09000         osd.0                          up  1.00000          1.00000

 3  1.09000         osd.3                          up 1.00000          1.00000

 6  1.09000         osd.6                          up  1.00000          1.00000

 9  1.09000         osd.9                          up  1.00000          1.00000

-3  4.35999     host pod1-osd-compute-2

 1  1.09000        osd.1                          up  1.00000          1.00000

 4  1.09000         osd.4                          up  1.00000          1.00000

 7  1.09000         osd.7                          up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                         up  1.00000          1.00000

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-1

 2  1.09000         osd.2                          up  1.00000          1.00000

 5  1.09000         osd.5                          up  1.00000          1.00000

 8  1.09000         osd.8                          up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                         up  1.00000          1.00000

ステップ 4. CEPH プロセスは osd 計算サーバでアクティブです。

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# systemctl list-units *ceph*

UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d11.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-11

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d2.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-2

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d5.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-5

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d8.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-8

ceph-osd@11.service               loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@2.service                loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@5.service                loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@8.service                loaded active running Ceph object storage daemon

system-ceph\x2ddisk.slice         loaded active active  system-ceph\x2ddisk.slice

system-ceph\x2dosd.slice          loaded active active  system-ceph\x2dosd.slice

ceph-mon.target                   loaded active active  ceph target allowing to start/stop all

ceph-mon@.service instances at once

ceph-osd.target                   loaded active active  ceph target allowing to start/stop all

ceph-osd@.service instances at once

ceph-radosgw.target               loaded active active  ceph target allowing to start/stop all



ceph-radosgw@.service instances at once

ceph.target                       loaded active active  ceph target allowing to start/stop all

ceph*@.service instances at once           

ステップ 5.無効に し、各 ceph 例を停止し、osd から各例を取除き、ディレクトリをアンマウン
トして下さい。 各 ceph 例のために繰り返して下さい。

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# systemctl disable ceph-osd@11

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# systemctl stop ceph-osd@11

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# ceph osd out 11

marked out osd.11.

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# ceph osd crush remove osd.11

removed item id 11 name 'osd.11' from crush map

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# ceph auth del osd.11

updated

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# ceph osd rm 11

removed osd.11

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# umount /var/lib/ceph/osd/ceph-11

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# rm -rf /var/lib/ceph/osd/ceph-11

  （または）

ステップ 6. Clean.sh スクリプトは上のタスクをすぐにすることに使用することができます。

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ sudo ls /var/lib/ceph/osd

ceph-11 ceph-3 ceph-6 ceph-8

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ /bin/sh clean.sh

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ cat clean.sh



#!/bin/sh

set -x

CEPH=`sudo ls /var/lib/ceph/osd`

for c in $CEPH

do

  i=`echo $c |cut -d'-' -f2`

  sudo systemctl disable ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

  sleep 2

  sudo systemctl stop ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

  sleep 2

  sudo ceph osd out $i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

  sleep 2

  sudo ceph osd crush remove osd.$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

  sleep 2

  sudo ceph auth del osd.$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

  sleep 2

  sudo ceph osd rm $i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

  sleep 2

  sudo umount /var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1)

  sleep 2

  sudo rm -rf /var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1)

  sleep 2

done

sudo ceph osd tree 

結局 OSD プロセスは曇から、ノード取除くことができます移行されましたり/削除されました。

注: CEPH が取除かれるとき、VNF HD RAID は低下させた状態にで入ります hd ディスクは
まだアクセス可能である必要があります。

電源遮断の段階的

スタンバイ モードへの移行する ESC

ステップ 1.計算ノードでホストされる ESC にログインし、マスター状態にあるかどうか確認し



て下さい。 Yes の場合は、スタンバイ モードに ESC を切り替えて下さい。

[admin@esc esc-cli]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Master Healthy

[admin@esc ~]$ sudo service keepalived stop

Stopping keepalived:                                       [  OK  ]

[admin@esc ~]$ escadm status

1 ESC status=0 In SWITCHING_TO_STOP state. Please check status after a while.

[admin@esc ~]$ sudo reboot

Broadcast message from admin@vnf1-esc-esc-0.novalocal

      (/dev/pts/0) at 13:32 ...

The system is going down for reboot NOW!

ステップ 2.新星集約 リストから Osd 計算ノードを削除して下さい。

新星集計をリストし、集約を識別して下さいそれによってホストされる VNF に基づいて計算
サーバに対応する。 通常、それは形式 <VNFNAME>-EM-MGMT<X> および <VNFNAME>-
CF-MGMT<X> です

●

[stack@director ~]$ nova aggregate-list

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

| Id | Name | Availability Zone |

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

| 3 | esc1 | AZ-esc1 |

| 6 | esc2 | AZ-esc2 |

| 9 | aaa | AZ-aaa |

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

ケースでは、osd 計算サーバは esc1 に属します。 このように、対応する集計は esc1 です

ステップ 3.識別される集約から osd 計算ノードを削除して下さい。

nova aggregate-remove-host <Aggregate> <Host>

[stack@director ~]$ nova aggregate-remove-host esc1 pod1-osd-compute-0.localdomain 

ステップ 4. osd 計算ノードが集計から削除されたかどうか確認して下さい。 ホストが集計の下で
リストされていないことをこの場合、確認して下さい。

nova aggregate-show <aggregate-name>

[stack@director ~]$ nova aggregate-show esc1

[stack@director ~]$

Osd 計算ノード 削除

このセクションで述べられるステップは計算ノードでホストされる VM に関係なくよくあります
。

削除はからの曇ります

ステップ 1.示されているように delete_node.sh と名付けられるコンテンツでスクリプトファイル



を作成して下さい。 述べられるテンプレートがスタック配備に使用する deploy.sh スクリプトで
使用される物と同じであることを確認して下さい。

 delete_node.sh

openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-

templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-

templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-

templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-

templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e

/home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e

/home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack

<stack-name> <UUID>

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ /bin/sh delete_node.sh

+ openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-

templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-

templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-

templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-

templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e

/home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e

/home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack

pod1 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533

Deleting the following nodes from stack pod1:

- 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533

Started Mistral Workflow. Execution ID: 4ab4508a-c1d5-4e48-9b95-ad9a5baa20ae

real   0m52.078s

user   0m0.383s

sys    0m0.086s

ステップ 2.完全な状態に変わるために OpenStack スタック オペレーションを待って下さい。

[stack@director ~]$  openstack stack list

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

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

| ID                                   | Stack Name | Stack Status    | Creation Time        |

Updated Time         |

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

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

| 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 | pod1 | UPDATE_COMPLETE | 2018-05-08T21:30:06Z | 2018-

05-08T20:42:48Z |

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

-------------------- 

Service リストから Osd 計算ノードを削除して下さい

Service リストから計算サービスを削除して下さい。

[stack@director ~]$ source corerc

[stack@director ~]$ openstack compute service list | grep osd-compute-0

| 404 | nova-compute     | pod1-osd-compute-0.localdomain     | nova     | enabled | up    |

2018-05-08T18:40:56.000000 |

openstack compute service delete <ID>

[stack@director ~]$ openstack compute service delete 404



中性子エージェントを削除して下さい

古い関連する中性子エージェントを削除し、計算サーバのための vswitch エージェントを開いて
下さい。

[stack@director ~]$ openstack network agent list | grep osd-compute-0

| c3ee92ba-aa23-480c-ac81-d3d8d01dcc03 | Open vSwitch agent | pod1-osd-compute-0.localdomain    

| None              | False  | UP    | neutron-openvswitch-agent |

| ec19cb01-abbb-4773-8397-8739d9b0a349 | NIC Switch agent   | pod1-osd-compute-0.localdomain    

| None              | False  | UP    | neutron-sriov-nic-agent   |

openstack network agent delete <ID>

[stack@director ~]$ openstack network agent delete c3ee92ba-aa23-480c-ac81-d3d8d01dcc03

[stack@director ~]$ openstack network agent delete ec19cb01-abbb-4773-8397-8739d9b0a349

新星および皮肉なデータベースからの削除

ノードを新星リストから皮肉なデータベースと共に削除し、次に確認して下さい。

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@al01-pod1-ospd ~]$ nova list | grep osd-compute-0

| c2cfa4d6-9c88-4ba0-9970-857d1a18d02c | pod1-osd-compute-0 | ACTIVE | -          | Running    

| ctlplane=192.200.0.114 |

[stack@al01-pod1-ospd ~]$ nova delete c2cfa4d6-9c88-4ba0-9970-857d1a18d02c

nova show <compute-node> | grep hypervisor

[stack@director ~]$ nova show pod1-osd-compute-0 | grep hypervisor

| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname  | 4ab21917-32fa-43a6-9260-02538b5c7a5a

ironic node-delete <ID>

[stack@director ~]$ ironic node-delete 4ab21917-32fa-43a6-9260-02538b5c7a5a 

[stack@director ~]$ ironic node-list (node delete must not be listed now)

新しい計算ノードをインストールして下さい

ステップ新しい UCS C240 M4 サーバをインストールするためにおよび初期セットアップ ステッ
プはから参照することができます: Cisco UCS C240 M4 サーバインストールおよびサービス ガイ
ド

ステップ 1： サーバのインストールの後で、古いサーバとしてそれぞれスロットでハードディス
クを挿入して下さい。

ステップ 2. CIMC IP の使用のサーバにログインして下さい。

ファームウェアが以前に使用される推奨されるバージョンによってない場合ステップ 3.Perform
BIOS アップグレード。 BIOS アップグレードのためのステップはここに与えられます: Cisco
UCS Cシリーズ RAC マウント サーバ BIOS アップグレード ガイド

ステップ 4.物理ドライブのステータスを確認して下さい。 それはよい Unconimaged である必要
があります。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/install.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/install.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html


ステップ 5. RAID レベル 1.で物理ドライブからの仮想ドライブを作成して下さい。

ステップ 6.ストレージへのナビゲートは区分し、Cisco 12G SAS モジュラ侵略コントローラを選
択し、イメージに示すように侵略コントローラのステータスおよび健全性を確認します。

注: 上のイメージは unconimaged よい状態のスロット [1,2,3,7,8,9,10] の 7 つの物理ドライ
ブを見る実際の OSD 計算 CIMC の実例の目的だけのため仮想ドライブがそれらから作成さ
れないので、です。



ステップ 7 この場合 Cisco 12G SAS モジュラ侵略コントローラの下でコントローラ ヒントから
の未使用物理ドライブからの仮想ドライブを、作成して下さい。



ステップ 8. VD を選択し、ブート ドライブでセットを設定して下さい。

ステップ 9. Admin タブの下のコミュニケーションサービスからの LAN 上のイネーブル IPMI。

ステップ 10.イメージに示すように計算ノードの下で前進 BIOS 設定からの超スレッディングを
無効に して下さい。

ステップ 11.物理ドライブ 1 及び 2 で作成される BOOTOS VD に類似した 4 つのより多くの仮想
ドライブをように作成して下さい 

ジャーナル- 物理ドライブ第 3 から



OSD1 -  物理ドライブ第 7 から

OSD2 -  物理ドライブ第 8 から

OSD3 -  物理ドライブ第 9 から

OSD4 -  物理ドライブ第 10 から

ステップ 7 ついに、物理ドライブおよび仮想ドライブは類似したである必要があります。

注: このセクションでおよび述べられるコンフィギュレーションのステップはファームウェ
アのバージョン 3.0(3e) についてここに示されているイメージあり、他のバージョンに取り
組む場合わずかな変化があるかもしれません。

曇に新しい OSD 計算ノードを追加して下さい

このセクションで述べられるステップは計算ノードによってホストされる VM に関係なくよくあ
ります。

ステップ 1.別のインデックスの計算サーバを追加して下さい。

追加されるべき新しい計算サーバの詳細だけで add_node.json ファイルを作成して下さい。  ず
っと新しい osd 計算サーバのためのインデックス番号が前に使用されていないことを確認して下
さい。 通常、次の最も高い計算値を増分して下さい。

例： osd-compute-0 従って作成された osd-compute-3 は 2-vnf システムの場合には最も高く前に
ありました。 

注: json 形式を意識してであって下さい。

[stack@director ~]$ cat add_node.json 

{

   "nodes":[

       {

           "mac":[

               "<MAC_ADDRESS>"

           ],

           "capabilities": "node:osd-compute-3,boot_option:local",

           "cpu":"24",

           "memory":"256000",

           "disk":"3000",

           "arch":"x86_64",

           "pm_type":"pxe_ipmitool",

           "pm_user":"admin",

           "pm_password":"<PASSWORD>",

           "pm_addr":"192.100.0.5"

       }

   ]

}



ステップ 2. json ファイルをインポートして下さい。

[stack@director ~]$ openstack baremetal import --json add_node.json

Started Mistral Workflow. Execution ID: 78f3b22c-5c11-4d08-a00f-8553b09f497d

Successfully registered node UUID 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e

Started Mistral Workflow. Execution ID: 33a68c16-c6fd-4f2a-9df9-926545f2127e

Successfully set all nodes to available.

  

ステップ 3.前のステップから注意される UUID の使用の Run ノード内省。

[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e

[stack@director ~]$ ironic node-list |grep 7eddfa87

| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None                                 | power off

  | manageable         | False       |

[stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e --

provide

Started Mistral Workflow. Execution ID: e320298a-6562-42e3-8ba6-5ce6d8524e5c

Waiting for introspection to finish...

Successfully introspected all nodes.

Introspection completed.

Started Mistral Workflow. Execution ID: c4a90d7b-ebf2-4fcb-96bf-e3168aa69dc9

Successfully set all nodes to available.

[stack@director ~]$ ironic node-list |grep available

| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None                                 | power off

  | available          | False       |

ステップ 4. OsdComputeIPs の下でカスタムtemplates/layout.yml に IP アドレスを追加して下さ
い。 この場合 osd-compute-0 を取り替えるので、各型のためのリストの端にそのアドレスを追加
します。

OsdComputeIPs:

   internal_api:

   - 11.120.0.43

   - 11.120.0.44

   - 11.120.0.45

   - 11.120.0.43   <<< take osd-compute-0 .43 and add here

   tenant:

   - 11.117.0.43

   - 11.117.0.44

   - 11.117.0.45

   - 11.117.0.43   << and here

   storage:

   - 11.118.0.43



   - 11.118.0.44

   - 11.118.0.45

   - 11.118.0.43   << and here

   storage_mgmt:

   - 11.119.0.43

   - 11.119.0.44

   - 11.119.0.45

   - 11.119.0.43   << and here

ステップ 5.以前に スタックを展開するのに使用した曇スタックに新しい計算ノードを追加するた
めに deploy.sh スクリプトを実行して下さい。

[stack@director ~]$ ./deploy.sh

++ openstack overcloud deploy --templates -r /home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml -e

/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e

/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e

/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e

/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e

/home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e

/home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack

ADN-ultram --debug --log-file overcloudDeploy_11_06_17__16_39_26.log --ntp-server 172.24.167.109

--neutron-flat-networks phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 --neutron-network-

vlan-ranges datacentre:1001:1050 --neutron-disable-tunneling --verbose --timeout 180

…

Starting new HTTP connection (1): 192.200.0.1

"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1695

HTTP POST http://192.200.0.1:8989/v2/action_executions 201

Overcloud Endpoint: http://10.1.2.5:5000/v2.0

Overcloud Deployed

clean_up DeployOvercloud: 

END return value: 0

real   38m38.971s

user   0m3.605s

sys    0m0.466s

ステップ 6.完了したために openstack スタック ステータスを待って下さい。

[stack@director ~]$  openstack stack list

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

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

| ID                                   | Stack Name | Stack Status    | Creation Time        |

Updated Time         |

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

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

| 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 | pod1 | UPDATE_COMPLETE | 2017-11-02T21:30:06Z | 2017-

11-06T21:40:58Z |

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

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

ステップ 7 新しい osd 計算ノードが ACTIVE 状態にあることを確認して下さい。

[stack@director ~]$ source stackrc

http://192.200.0.1:8989/v2/action_executions
http://10.1.2.5:5000/v2.0


[stack@director ~]$ nova list |grep osd-compute-3

| 0f2d88cd-d2b9-4f28-b2ca-13e305ad49ea | pod1-osd-compute-3    | ACTIVE | -          | Running  

  | ctlplane=192.200.0.117 |

[stack@director ~]$ source corerc

[stack@director ~]$ openstack hypervisor list |grep osd-compute-3

| 63 | pod1-osd-compute-3.localdomain    |

ステップ 8.新しい osd 計算サーバにログインし、ceph プロセスをチェックして下さい。 最初に
、ステータスは HEALTH_WARN に ceph が回復 すると同時にあります。

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

   cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

    health HEALTH_WARN

           223 pgs backfill_wait

           4 pgs backfilling

           41 pgs degraded

           227 pgs stuck unclean

           41 pgs undersized

           recovery 45229/1300136 objects degraded (3.479%)

           recovery 525016/1300136 objects misplaced (40.382%)

    monmap e1: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-

1=11.118.0.41:6789/0,Pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}

           election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-controller-1,Pod1-controller-2

    osdmap e986: 12 osds: 12 up, 12 in; 225 remapped pgs

           flags sortbitwise,require_jewel_osds

     pgmap v781746: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects

           1553 GB used, 11840 GB / 13393 GB avail

           45229/1300136 objects degraded (3.479%)

           525016/1300136 objects misplaced (40.382%)

                477 active+clean

                186 active+remapped+wait_backfill

                 37 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

                  4 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

ステップ 9： ただし、短期間（20 分）以降に、CEPH は HEALTH_OK 状態に戻ります。

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s



   cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

    health HEALTH_OK

    monmap e1: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-

1=11.118.0.41:6789/0,Pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}

           election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-controller-1,Pod1-controller-2

    osdmap e1398: 12 osds: 12 up, 12 in

           flags sortbitwise,require_jewel_osds

     pgmap v784311: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects

           1599 GB used, 11793 GB / 13393 GB avail

                704 active+clean

 client io 8168 kB/s wr, 0 op/s rd, 32 op/s wr

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                         UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2        0     host pod1-osd-compute-0

-3  4.35999     host pod1-osd-compute-2

 1  1.09000         osd.1                          up  1.00000          1.00000

 4  1.09000         osd.4                          up  1.00000          1.00000

 7  1.09000         osd.7                          up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                         up  1.00000          1.00000

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-1

 2  1.09000         osd.2                          up  1.00000          1.00000

 5  1.09000         osd.5                          up  1.00000          1.00000

 8  1.09000         osd.8                          up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                         up  1.00000          1.00000

-5  4.35999     host pod1-osd-compute-3

 0  1.09000         osd.0                          up  1.00000          1.00000

 3  1.09000         osd.3                          up  1.00000          1.00000

 6  1.09000         osd.6                          up  1.00000          1.00000

 9  1.09000         osd.9                          up  1.00000          1.00000

VM を復元する



  

新星集約 リストへの付加

osd 計算ノードを集約ホストに追加し、ホストが追加されるかどうか確認して下さい。

nova aggregate-add-host <Aggregate> <Host>

[stack@director ~]$ nova aggregate-add-host esc1 pod1-osd-compute-3.localdomain

nova aggregate-show <Aggregate>

[stack@director ~]$ nova aggregate-show esc1

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

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

| Id | Name | Availability Zone | Hosts | Metadata |

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

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

| 3 | esc1 | AZ-esc1 | 'pod1-osd-compute-3.localdomain' | 'availability_zone=AZ-esc1',

'esc1=true' |

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

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

ESC VM のリカバリ

ステップ 1： 新星リストからの ESC VM のステータスをチェックし、削除して下さい。

stack@director scripts]$ nova list |grep esc

| c566efbf-1274-4588-a2d8-0682e17b0d41 | esc                                                |

ACTIVE | -          | Running     | VNF2-UAS-uas-orchestration=172.168.11.14; VNF2-UAS-uas-

management=172.168.10.4                                                                

                                |

[stack@director scripts]$ nova delete esc

Request to delete server esc has been accepted.

If can not delete esc then use command: nova force-delete esc

呼び出します。 OSPD では、ディレクトリへのそうでなかったら移動それ ECS イメージ ディレ
クトリにナビゲート し、ESC リリースのための bootvm.py および qcow2 があることを確認して
下さい。

[stack@atospd ESC-Image-157]$ ll

total 30720136

-rw-r--r--. 1 root  root       127724 Jan 23 12:51 bootvm-2_3_2_157a.py

-rw-r--r--. 1 root  root           55 Jan 23 13:00 bootvm-2_3_2_157a.py.md5sum

-rw-rw-r--. 1 stack stack 31457280000 Jan 24 11:35 esc-2.3.2.157.qcow2

ステップ 3.イメージを生成して下さい。

[stack@director ESC-image-157]$  glance image-create --name ESC-2_3_2_157 --disk-format "qcow2"

--container "bare" --file /home/stack/ECS-Image-157/ESC-2_3_2_157.qcow2

ステップ 4. ESC イメージ 存在を確認して下さい。



stack@director ~]$ glance image-list

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

| ID                                   | Name                                 |

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

| 8f50acbe-b391-4433-aa21-98ac36011533 | ESC-2_3_2_157|

| 2f67f8e0-5473-467c-832b-e07760e8d1fa | tmobile-pcrf-13.1.1.iso              |

| c5485c30-45db-43df-831d-61046c5cfd01 | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2            |

| 2f84b9ec-61fa-46a3-a4e6-45f14c93d9a9 | tmobile-pcrf-13.1.1_cco_20170825.iso |

| 25113ecf-8e63-4b81-a73f-63606781ef94 | wscaaa01-sept072017                  |

| 595673e8-c99c-40c2-82b1-7338325024a9 | wscaaa02-sept072017                  |

| 8bce3a60-b3b0-4386-9e9d-d99590dc9033 | wscaaa03-sept072017                  |

| e5c835ad-654b-45b0-8d36-557e6c5fd6e9 | wscaaa04-sept072017                  |

| 879dfcde-d25c-4314-8da0-32e4e73ffc9f | WSP1_cluman_12_07_2017               |

| 7747dd59-c479-4c8a-9136-c90ec894569a | WSP2_cluman_12_07_2017               |

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

[stack@ ~]$ openstack flavor list

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

----+

| ID                                   | Name       |    RAM | Disk | Ephemeral | VCPUs | Is

Public |

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

----+

| 1e4596d5-46f0-46ba-9534-cfdea788f734 | pcrf-smb   | 100352 |  100 |         0 |     8 | True

|

| 251225f3-64c9-4b19-a2fc-032a72bfe969 | pcrf-oam   |  65536 |  100 |         0 |    10 | True

|

| 4215d4c3-5b2a-419e-b69e-7941e2abe3bc | pcrf-pd    |  16384 |  100 |         0 |    12 | True

|

| 4c64a80a-4d19-4d52-b818-e904a13156ca | pcrf-qns   |  14336 |  100 |         0 |    10 | True

|

| 8b4cbba7-40fd-49b9-ab21-93818c80a2e6 | esc-flavor |   4096 |    0 |         0 |     4 | True

|

| 9c290b80-f80a-4850-b72f-d2d70d3d38ea | pcrf-sm    | 100352 |  100 |         0 |    10 | True

|

| e993fc2c-f3b2-4f4f-9cd9-3afc058b7ed1 | pcrf-arb   |  16384 |  100 |         0 |     4 | True

|

| f2b3b925-1bf8-4022-9f17-433d6d2c47b5 | pcrf-cm    |  14336 |  100 |         0 |     6 | True

|

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

----+

ステップ 5.このファイルをイメージ ディレクトリの下で作成し、ESC 例を起動させて下さい。

[root@director ESC-IMAGE]# cat esc_params.conf

openstack.endpoint = publicURL

[root@director ESC-IMAGE]./bootvm-2_3_2_157a.py esc --flavor esc-flavor --image ESC-2_3_2_157 --

net tb1-mgmt --gateway_ip 172.16.181.1 --net tb1-orch --enable-http-rest --avail_zone AZ-esc1 --

user_pass "admin:Cisco123" --user_confd_pass "admin:Cisco123" --bs_os_auth_url

http://10.250.246.137:5000/v2.0 --kad_vif eth0 --kad_vip 172.16.181.5 --ipaddr 172.16.181.4 dhcp

--ha_node_list 172.16.181.3 172.16.181.4 --esc_params_file esc_params.conf

:  ESC VM  bootvm.py ESC HA  ESC 

ステップ 6.新しい ESC にログインし、バックアップ状態を確認して下さい。



[admin@esc ~]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Backup Healthy

[admin@VNF2-esc-esc-1 ~]$ health.sh

============== ESC HA (BACKUP) ===================================================

ESC HEALTH PASSED
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