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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 Cisco Unified Computing System （UCS）サーバでここに述べられる欠陥のあるコ
ンポーネントを交換するために必要なステップを記述したものです（VNFs）。 

Dual In-Line Memory Module （DIMM）置換 MOP●

FlexFlash コントローラ障害●

ソリッド ステート ドライブ（SSD）失敗 ●

信頼されたプラットフォーム モジュール（TPM）失敗●

侵略キャッシュ失敗●

侵略コントローラ熱いバス アダプタ（HBA）失敗●

PCI 暴徒失敗●

PCIe アダプタ Intel X520 10G 失敗●

マザーボード（MLOM）失敗 LAN でモジュラ●



ファン トレイ RMA●

CPU 失敗 ●

Nitesh Bansal によって貢献される、Cisco 前進サービス。

背景説明

Ultra-M は VNFs の配備を簡素化するように設計されている事前包装され、検証された仮想化さ
れたソリューションです。 OpenStack は Ultra-M のための Virtualized Infrastructure Manager
（VIM）で、これらのノードタイプで構成されています:

計算●

オブジェクト ストレージ ディスク-計算（OSD -計算）●

コントローラ●

OpenStack プラットフォーム-ディレクター（OSPD）●

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。●

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、
サーバのコンポーネント置換の時に 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。 

●

欠陥のあるコンポーネントを交換する前に、Red Hat 開架プラットフォーム 環境の現在のステー
タスをチェックすることは重要です。 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
めに現在のステートをチェックすることを推奨します。

リカバリの場合には、Cisco はこれらのステップの助けによって 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:

[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。

注: サーバが Controller ノード セクションに進んで下さい、次の セクションと他では続けて
下さい。

省略形

VNF   バーチャルネットワーク 機
能

PD    ポリシー ディレクター（ロ
ードつりあい機）

PS    ポリシーサーバ
（pcrfclient）

ESC   伸縮性があるサービス コン
トローラ

MOP   プロシージャの方式
OSD   オブジェクト ストレージ デ



ィスク
HDD   ハードディスク ドライブ
SSD   ソリッド ステート ドライブ

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
SM セッションマネージャ
QNS Quantum ネーム サーバ

UUID   ユニバーサル固有の識別番
号

解決して下さいコンポーネント RMA を- Compute/OSD 計算ノ
ード

ステップ 1.正常なシャットダウン

Compute/OSD 計算ノードでホストされる VM を識別して下さい

Compute/OSD 計算は VM の複数のタイプをホストするかもしれません。 すべてを識別し、個々
のステップを特定の baremetal ノードと共におよびこの計算でホストされる特定の VM 名前のた
めに続行して下さい: 

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep compute-10

| 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533 |  SVS1-tmo_cm_0_e3ac7841-7f21-45c8-9f86-3524541d6634    

| 

pod1-compute-10.localdomain    |

| 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533 |  SVS1-tmo_sm-s3_0_05966301-bd95-4071-817a-

0af43757fc88     | 

pod1-compute-10.localdomain    |

クラスタ マネージャ VM 正常なシャットダウンに関しては

  

ステップ 1.スナップショット作成し、ラックの外部のサーバの外部の他の位置にファイルをまた
はもし可能なら自体を FTP して下さい。

openstack image create --poll   <cluman_instance_name>   <cluman_snapshot>

ステップ 2. ESC から VM を停止して下さい。

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP < CM vm-name>

  

 ステップ 3. VM が停止するかどうか確認して下さい。



[admin@esc ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@esc ~]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color

"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

                    SVS1-tmo_cm_0_e3ac7841-7f21-45c8-9f86-3524541d6634

                    VM_SHUTOFF_STATE</state>

アクティブ PD/loadbalancer VM 正常なシャットダウンに関しては

ステップ 1.アクティブ lb にログインして下さい及び下記にとしてサービスを停止して下さい

アクティブからスタンバイに lb を切り替えて下さい

service corosync restart

●

 スタンバイ lb のサービスを停止して下さい

service monit stop

service qns stop

●

呼び出します。 ESC マスターから。

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP < Standby PD vm-name>

ステップ 3. VM が停止するかどうか確認して下さい。

admin@esc ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@esc ~]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color

"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

                    SVS1-tmo_cm_0_e3ac7841-7f21-45c8-9f86-3524541d6634

                    VM_SHUTOFF_STATE</state>

スタンバイ PD/loadbalancer VM 正常なシャットダウンに関しては

ステップ 1.スタンバイ lb にログインして下さい及びサービスを停止して下さい。

service monit stop

service qns stop

呼び出します。 ESC マスターから。

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP < Standby PD vm-name>

ステップ 3. VM が停止するかどうか確認して下さい。

[admin@esc ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@esc ~]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color

"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>



                    SVS1-tmo_cm_0_e3ac7841-7f21-45c8-9f86-3524541d6634

                    VM_SHUTOFF_STATE</state>

 PS/QNS VM 正常なシャットダウンに関しては

ステップ 1.サービスを停止して下さい:

service monit stop

service qns stop

呼び出します。 ESC マスターから。

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP < PS vm-name>

ステップ 3. VM が停止するかどうか確認して下さい。

[dmin@esc ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[dmin@esc ~]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color

"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

                    SVS1-tmo_cm_0_e3ac7841-7f21-45c8-9f86-3524541d6634

                    VM_SHUTOFF_STATE</state>

SM VM 正常なシャットダウンに関しては

  

ステップ 1. sessionmgr で現在の mongo サービス全員を停止して下さい。

 [root@sessionmg01 ~]# cd /etc/init.d

[root@sessionmg01 init.d]# ls -l sessionmgr*

 

[root@sessionmg01 ~]# /etc/init.d/sessionmgr-27717 stop Stopping mongod: [  OK  ]

[root@ sessionmg01 ~]# /etc/init.d/sessionmgr-27718 stop Stopping mongod: [  OK  ]

[root@ sessionmg01 ~]# /etc/init.d/sessionmgr-27719 stop Stopping mongod: [  OK  ]

呼び出します。 ESC マスターから。

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP < PS vm-name>

ステップ 3. VM が停止するかどうか確認して下さい。

[admin@esc ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@esc ~]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color

"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

                    SVS1-tmo_cm_0_e3ac7841-7f21-45c8-9f86-3524541d6634

                    VM_SHUTOFF_STATE</state>

OAM/pcrfclient VM 正常なシャットダウンに関しては

ステップ 1： 値が戻る場合ポリシー SVN がこれらのコマンドによって同期しているかどうか確
認して下さい、SVN は既に同期して、PCRFCLIENT02 からそれを同期する必要はありません。
まだ必要であれば使用することができます最後のバックアップからのリカバリをスキップする必



要があります。

/usr/bin/svn propget svn:sync-from-url --revprop -r0 http://pcrfclient01/repos

ステップ 2.一連の PCRFCLIENT01 のコマンドの実行によってマスターとして pcrfclient01 の
pcrfclient01 と pcrfclient02 間の SVN マスター・スレーブ同期を再確立して下さい。

/bin/rm -fr /var/www/svn/repos

/usr/bin/svnadmin create /var/www/svn/repos

/usr/bin/svn propset --revprop -r0 svn:sync-last-merged-rev 0

http://pcrfclient02/repos-proxy-sync

/usr/bin/svnadmin setuuid /var/www/svn/repos/ "Enter the UUID captured in step 2"

/etc/init.d/vm-init-client

/var/qps/bin/support/recover_svn_sync.sh

ステップ 3.クラスタ マネージャの SVN のバックアップを奪取 して下さい。

config_br.py -a export --svn /mnt/backup/svn_backup_pcrfclient.tgz

ステップ 4. pcrfclient のサービスをシャットダウンして下さい。

service monit stop

service qns stop

ステップ 5  ESC マスターから:

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP < pcrfclient vm-name>

ステップ 6. VM が停止するかどうか確認して下さい。

[admin@esc ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@esc ~]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color

"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

                    SVS1-tmo_cm_0_e3ac7841-7f21-45c8-9f86-3524541d6634

                    VM_SHUTOFF_STATE</state>

 アービタ VM に関しては

  

ステップ 1.ログイン アービタへのおよびシャットダウンされるサービス。

[root@SVS1OAM02 init.d]# ls -lrt sessionmgr*

-rwxr-xr-x 1 root root 4382 Jun 21 07:34 sessionmgr-27721

-rwxr-xr-x 1 root root 4406 Jun 21 07:34 sessionmgr-27718

-rwxr-xr-x 1 root root 4407 Jun 21 07:34 sessionmgr-27719

-rwxr-xr-x 1 root root 4429 Jun 21 07:34 sessionmgr-27717

-rwxr-xr-x 1 root root 4248 Jun 21 07:34 sessionmgr-27720

service monit stop

service qns stop

/etc/init.d/sessionmgr-[portno.] stop , where port no is the db port in the arbiter.

ステップ 2.From ESC マスター。



/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP < pcrfclient vm-name>

  

ステップ 3. VM が停止するかどうか確認して下さい。

[admin@esc ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@esc ~]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color

"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

                    SVS1-tmo_cm_0_e3ac7841-7f21-45c8-9f86-3524541d6634

                    VM_SHUTOFF_STATE</state>

に関しては Elastic Services Controller （ESC）

ステップ 1： ESC-HA のコンフィギュレーションが前か後にあらゆるスケールアウト毎月バック
アップする ESC で VNF のおよびコンフィギュレーション変更の前か後のオペレーションを縮小
します。 これは ESC の障害回復を効果的にするためにバックアップする必要があります 

ESC に admin 資格情報を使用してログインし、opdata に XML をエクスポートして下さい
。

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --host 127.0.0.1 --port 830 -u <admin-user> -p

<admin-password> --get-config > /home/admin/ESC_config.xml

1.

 サーバ 外部クラウドに ftp/sftp のローカル コンピュータにこのファイルをダウンロードし
て下さい。

2.

ステップ 2. PCRF クラウド設定をすべてのスクリプト バックアップすればデータ ファイルは配
備 XML で参照しました。

すべてのデータ ファイルを前の手順でエクスポートされる opdata からのすべての
VNFs の配備 XML で参照されて見つけて下さい。出力例。

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-cm_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-oam_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-pd_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-qns_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-sm_cloud.cfg</file>

1.

すべてのポスト配置スクリプトを CPS オーケストレーション API を送信 するのに使用
される見つけて下さい。

2.

esc opdata のポスト導入スクリプトの断片を見本抽出して下さい。3.
       例 1：

<policies>

     <policy>

         <name>PCRF_POST_DEPLOYMENT</name>

       <conditions>

         <condition>

           <name>LCS::POST_DEPLOY_ALIVE</name>



           </condition>

         </conditions>

           <actions>

               <action>

                 <name>FINISH_PCRF_INSTALLATION</name>

                 <type>SCRIPT</type>

                 <properties>

         ----------

<property>

                 <name>script_filename</name>

                       <value>/opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/tmo/cfg/../cps_init.py</value>

                       </property>

                       <property>

                         <name>script_timeout</name>

                         <value>3600</value>

                       </property>

                     </properties>

                  </action>

                 </actions>

               </policy>

             </policies>

      例 2：

<policy>

<name>PCRF_POST_DEPLOYMENT</name>

<conditions>

   <condition>

     <name>LCS::POST_DEPLOY_ALIVE</name>

   </condition>

</conditions>

<actions>

     <action>

       <name>FINISH_PCRF_INSTALLATION</name>

       <type>SCRIPT</type>

       <properties>

         <property>

           <name>CLUMAN_MGMT_ADDRESS</name>

           <value>10.174.132.46</value>

         </property>

         <property>

           <name>CLUMAN_YAML_FILE</name>

           <value>/opt/cisco/esc/cisco-cps/config/vpcrf01/ cluman_orch_config.yaml</value>

         </property>

         <property>

           <name>script_filename</name>

            <value>/opt/cisco/esc/cisco-

cps/config/vpcrf01/vpcrf_cluman_post_deployment.py</value>

         </property>

         <property>

           <name>wait_max_timeout</name>

           <value>3600</value>

         </property>

       </properties>

     </action>

   </actions>

</policy>

 配備 ESC opdata は（前の手順で得られる）のハイライト表示されたファイルが含まれている場
合、バックアップを奪取 して下さい。

サンプル Backup コマンド:



tar –zcf esc_files_backup.tgz /opt/cisco/esc/cisco-cps/config/

 サーバ 外部クラウドに ftp/sftp のローカル コンピュータにこのファイルをダウンロードして下さ
い。

Note:- Although opdata is synced between ESC master and slave, directories containing user-data,

xml and post deploy scripts are not synced across both instances. It is suggested that customers

can push the contents of directory containing these files using scp or sftp, these files should

be constant across ESC-Master and ESC-Standby in order to recover a deployment when ESC VM which

was master during deployment is not available do to any unforeseen circumstances.

 ステップ 2. ESC データベース バックアップ。

 ステップ 1.ログを両方から ESC VM 集め、それをバックアップして下さい。

$ collect_esc_log.sh

$ scp /tmp/<log_package_file> <username>@<backup_vm_ip>:<filepath>

ステップ 2.マスター ECS ノードからのデータベースをバックアップして下さい。

ステップ 3.ルート ユーザに切り替え、プライマリ ESC のステータスをチェックし、出力 値をで
すマスター検証して下さい。

 $ sudo bash

 $ escadm status

 

Set ESC to maintenance mode & verify

 

$ sudo escadm op_mode set --mode=maintenance

$ escadm op_mode show

   

ステップ 4 ファイル名を設定 し、日付ヒントを含まれ、バックアップ ツールを呼出し、前の手
順からのファイル名 変数を提供するのに変数を使用して下さい。

fname=esc_db_backup_$(date -u +"%y-%m-%d-%H-%M-%S")

 

$ sudo /opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_dbtool.py backup -- file /tmp/atlpod-esc-master-$fname.tar

ステップ 5 一時記憶装置のバックアップ ファイルをチェックし、ファイルをそこにあります確認
して下さい。

ステップ 6.通常の動作モードに再びマスター ESC を置いて下さい。

$ sudo escadm op_mode set --mode=operation

  dbtool Backup ユーティリティが失敗した場合、ESC ノードの次の回避策を一度適用して下さい
。 それからステップ 6.を繰り返して下さい。

$ sudo sed -i "s,'pg_dump,'/usr/pgsql-9.4/bin/pg_dump,"    

/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_dbtool.py

  



ステップ 3.スタンバイ モードへの移行する ESC。

ステップ 1.マスター状態にある場合ノードおよびチェックでホストされる ESC へのログイン。
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@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Master Healthy  

 

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo service keepalived stop Stopping

keepalived:                                      

[  OK  ]

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ escadm status

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

 

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ 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!

呼び出します。 VM が ESC スタンバイ、コマンドによって VM をシャットダウンして下さい: シ
ャットダウン-今 r

注: 欠陥のあるコンポーネントが OSD 計算ノードで取り替えられるべきならコンポーネン
ト置換を続行する前にサーバでメンテナンスに CEPH を入れて下さい。

[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd set norebalance

set norebalance

[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd set noout

set noout

[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph status

    cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

     health HEALTH_WARN

            noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

     monmap e1: 3 mons at {tb3-ultram-pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,tb3-ultram-pod1-

controller-1=11.118.0.41:6789/0,tb3-ultram-pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}

            election epoch 58, quorum 0,1,2 tb3-ultram-pod1-controller-0,tb3-ultram-pod1-

controller-1,tb3-ultram-pod1-controller-2

     osdmap e194: 12 osds: 12 up, 12 in

            flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

      pgmap v584865: 704 pgs, 6 pools, 531 GB data, 344 kobjects

            1585 GB used, 11808 GB / 13393 GB avail

                 704 active+clean

  client io 463 kB/s rd, 14903 kB/s wr, 263 op/s rd, 542 op/s wr

ステップ 4. Compute/OSD 計算ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して
下さい。

電源遮断の指定されたサーバー。 ステップは UCS C240 M4 サーバの欠陥のあるコンポーネント
を交換するためにから参照することができます: 

サーバコンポーネントの交換

  

耐久性があるの実行して下さい下記のプロシージャを参照し、必要に応じてログオンします

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#12341


  

ステップ 5. VM を復元する。

ESC からの VM リカバリ

VM は新星リストのエラー状態にあります。

[stack@director  ~]$ nova list |grep VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d

| 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533 | VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-

10e75d0e134d     | ERROR  | -          | NOSTATE     |

1.

ESC からの VM を回復 して下さい。

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-

action DO VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d

[sudo] password for admin:

Recovery VM Action

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --port=830 --host=127.0.0.1 --user=admin --

privKeyFile=/root/.ssh/confd_id_dsa --privKeyType=dsa --rpc=/tmp/esc_nc_cli.ZpRCGiieuW

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1">

  <ok/>

</rpc-reply>

2.

yangesc.log を監視して下さい

admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

…

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Type: VM_RECOVERY_COMPLETE

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status: SUCCESS

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Code: 200

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [VNF2-

DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d].

3.

開始する VM のサービス全員を確認して下さい。4.

ESC VM のリカバリ 

ESC にコンソールによってログインし、ステータスを確認して下さい。1.

既に開始されないプロセスを開始して下さい

 [admin@esc ~]$ sudo service keepalived start

   
[admin@esc ~]$ escadm status 0 ESC status=0 ESC Slave Healthy

2.

ESC リカバリ失敗を処理して下さい

ESC が予想外状態による VM を開始しなければ Cisco はマスター ESC のリブートによって ESC



スイッチオーバを行うことを推奨します。 ESC スイッチオーバは約少しだけ時間がかかります
。 ステータスが稼働しているかどうか確認するために新しいマスター ESC のスクリプト「
health.sh」を実行して下さい。 VM を開始し、VM 状態を修復するために ESC をマスターして下
さい。 このリカバリ タスクは 5 分程完了するためにかかります。

/var/log/esc/yangesc.log および /var/log/esc/escmanager.log を監視できます。 VM が 5-7 分後に
回復 されて得ることを見ない場合ユーザは影響を与えられた VM の手動リカバリをすることを行
く必要があります。

ESC VM が回復 されなかったら、新しい ESC VM を展開するためにプロシージャに従って下さ
い。 プロシージャに関しては Ciscoサポートに連絡して下さい。

  

解決して下さいコンポーネント RMA を- Controller ノード

ステップ 1.コントローラ-事前点検

                                                   

OSPD から、コントローラへのログオンはパソコンがよい州にマスターとしてすべての 3 人のコ
ントローラを示す 3 コントローラ オンラインおよびガレラ川すべてであることを確認し。 

注: 健全なクラスタは 2 つのアクティブ コントローラを必要とします従って残りの 2 人のコ
ントローラがオンラインおよびアクティブであることを確認して下さい。

heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Mon Dec  4 00:46:10 2017                        Last change: Wed Nov 29 01:20:52

2017 by hacluster via crmd on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources configured

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

 ip-11.118.0.42  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-1

 ip-11.119.0.47  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-2

 ip-11.120.0.49  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-1

 ip-192.200.0.102          (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-2

 Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

     Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

 Master/Slave Set: galera-master [galera]

     Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

 ip-11.120.0.47  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-2

 Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

     Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

 Master/Slave Set: redis-master [redis]

     Masters: [ pod1-controller-2 ]

     Slaves: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

 ip-10.84.123.35            (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-1

 openstack-cinder-volume          (systemd:openstack-cinder-volume):            Started pod1-

controller-2

 my-ipmilan-for-pod1-controller-0        (stonith:fence_ipmilan):  Started pod1-controller-0

 my-ipmilan-for-pod1-controller-1        (stonith:fence_ipmilan):  Started pod1-controller-0

 my-ipmilan-for-pod1-controller-2        (stonith:fence_ipmilan):  Started pod1-controller-0



Daemon Status:

  corosync: active/enabled

  pacemaker: active/enabled

  pcsd: active/enabled

ステップ 2.メンテナンス モードにコントローラ クラスタを移動して下さい。

パソコンをクラスタ化しますスタンバイでアップデートされているコントローラで置いて下
さい。

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster standby

1.

パソコン ステータスを再度チェックし、パソコンがこのノードで停止されてクラスタ化す
ることを確かめて下さい。

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Mon Dec  4 00:48:24 2017                        Last change: Mon Dec  4

00:48:18 2017 by root via crm_attribute on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources configured

Node pod1-controller-0: standby

Online: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

 ip-11.118.0.42  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-1

 ip-11.119.0.47  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-2

 ip-11.120.0.49  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-1

 ip-192.200.0.102          (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-2

 Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

     Started: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

     Stopped: [ pod1-controller-0 ]

 Master/Slave Set: galera-master [galera]

     Masters: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

     Slaves: [ pod1-controller-0 ]

 ip-11.120.0.47  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-2

 Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

     Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

 Master/Slave Set: redis-master [redis]

     Masters: [ pod1-controller-2 ]

     Slaves: [ pod1-controller-1 ]

     Stopped: [ pod1-controller-0 ]

 ip-10.84.123.35            (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-1

 openstack-cinder-volume          (systemd:openstack-cinder-volume):            Started

pod1-controller-2

 my-ipmilan-for-pod1-controller-0        (stonith:fence_ipmilan):  Started pod1-controller-

1

 my-ipmilan-for-pod1-controller-1        (stonith:fence_ipmilan):  Started pod1-controller-

1

 my-ipmilan-for-pod1-controller-2        (stonith:fence_ipmilan):  Started pod1-controller-

2

Daemon Status:

  corosync: active/enabled

  pacemaker: active/enabled

  pcsd: active/enabled

2.

また他の 2 人のコントローラのパソコン ステータスはスタンバイとしてノードを示す必要
があります。

3.



ステップ 3. Controller ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して下さい。

電源遮断の指定されたサーバー。 ステップは UCS C240 M4 サーバの欠陥のあるコンポーネント
を交換するためにから参照することができます: 

サーバコンポーネントの交換

  

ステップ 4.サーバの電源。

サーバの電源はサーバがアップすることを確認し。

[stack@tb5-ospd ~]$ source stackrc

[stack@tb5-ospd ~]$ nova list |grep pod1-controller-0

| 1ca946b8-52e5-4add-b94c-4d4b8a15a975 | pod1-controller-0  | ACTIVE | -          |

Running     | ctlplane=192.200.0.112 |

1.

影響を与えられたコントローラにログインして下さい、unstandby 設定によってスタンバイ
モードを取除いて下さい。 コントローラがオンライン クラスタの来、ガレラ川がマスター
としてすべての 3 人のコントローラを示すことを確認して下さい。 これは数分かかるかも
しれません。

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster unstandby

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Mon Dec  4 01:08:10 2017                        Last change: Mon Dec  4

01:04:21 2017 by root via crm_attribute on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources configured

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

 ip-11.118.0.42  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-1

 ip-11.119.0.47  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-2

 ip-11.120.0.49  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-1

 ip-192.200.0.102          (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-2

 Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

     Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

 Master/Slave Set: galera-master [galera]

     Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

 ip-11.120.0.47  (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-2

 Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

     Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

 Master/Slave Set: redis-master [redis]

     Masters: [ pod1-controller-2 ]

     Slaves: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

 ip-10.84.123.35            (ocf::heartbeat:IPaddr2):           Started pod1-controller-1

 openstack-cinder-volume          (systemd:openstack-cinder-volume):            Started

pod1-controller-2

 my-ipmilan-for-pod1-controller-0        (stonith:fence_ipmilan):  Started pod1-controller-

1

 my-ipmilan-for-pod1-controller-1        (stonith:fence_ipmilan):  Started pod1-controller-

1

 my-ipmilan-for-pod1-controller-2        (stonith:fence_ipmilan):  Started pod1-controller-

2

2.

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#12341


 

Daemon Status:

  corosync: active/enabled

  pacemaker: active/enabled

  pcsd: active/enabled

健全な状態にあることいくつかの ceph のようなモニタ サービスをチェックすることができ
ます。

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo ceph -s

    cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

     health HEALTH_OK

     monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

            election epoch 70, quorum 0,1,2 pod1-controller-0,pod1-controller-1,pod1-

controller-2

     osdmap e218: 12 osds: 12 up, 12 in

            flags sortbitwise,require_jewel_osds

      pgmap v2080888: 704 pgs, 6 pools, 714 GB data, 237 kobjects

            2142 GB used, 11251 GB / 13393 GB avail

                 704 active+clean

  client io 11797 kB/s wr, 0 op/s rd, 57 op/s wr

3.


	モジュラコンポーネント RMA-PCRF
	目次
	概要
	背景説明
	省略形
	解決して下さいコンポーネント RMA を- Compute/OSD 計算ノード
	ステップ 1.正常なシャットダウン
	Compute/OSD 計算ノードでホストされる VM を識別して下さい
	クラスタ マネージャ VM 正常なシャットダウンに関しては
	アクティブ PD/loadbalancer VM 正常なシャットダウンに関しては
	スタンバイ PD/loadbalancer VM 正常なシャットダウンに関しては
	 PS/QNS VM 正常なシャットダウンに関しては
	OAM/pcrfclient VM 正常なシャットダウンに関しては
	 アービタ VM に関しては

	 ステップ 2. ESC データベース バックアップ。
	ステップ 3.スタンバイ モードへの移行する ESC。
	ステップ 4. Compute/OSD 計算ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して下さい。
	ステップ 5. VM を復元する。
	ESC からの VM リカバリ
	ESC VM のリカバリ 
	ESC リカバリ失敗を処理して下さい


	解決して下さいコンポーネント RMA を- Controller ノード
	ステップ 1.コントローラ-事前点検
	ステップ 2.メンテナンス モードにコントローラ クラスタを移動して下さい。
	ステップ 3. Controller ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して下さい。
	ステップ 4.サーバの電源。



