
D-MONAを使用した VNFのモニタリング

ESCモニタリングおよびアクション（MONA）は、ESCによって展開される VNFをモニタし
ます。精度を維持するために、ping、custom_scriptsなどのアクションを特定の間隔で実行しま
す。

• D-MONAのオンボーディング（1ページ）
• D-MONAの展開（1ページ）
• D-MONAの設定（2ページ）
•モニタリングのための D-MONAを使用した VNFの展開 （3ページ）
• D-MONAの回復 （5ページ）
• D-MONAログの取得（5ページ）

D-MONAのオンボーディング
D-MONAを展開する前に、次の前提条件を満たしている必要があります。

前提条件

• ESCと D-MONAの間に接続が存在することを確認します。

• D-MONAと展開された VNF間に接続が存在することを確認します。

D-MONAを展開する必要があります。展開が成功すると、D-MONAは ESC VMで実行されて
いるローカルMONAによって監視されます。

D-MONAの展開
ESCは、VIMの 1対 1 D-MONA展開をサポートします。単一のD-MONAインスタンスが単一
の VIMで VNFをモニタします。

インフラストラクチャで D-MONAを使用するには、次の手順を実行する必要があります。

1. モニタリングインフラストラクチャで D-MONAを展開します。

2. D-MONAを使用して VNFを展開し、各 NVFの稼働状態をモニタリングします。
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図 1 : D-MONAの展開タイプ

モニタリングに D-MONAを使用しない場合は、「仮想ネットワーク機能のモニタリング」を
参照してください。

D-MONAの設定
ESCイメージを再利用するD-MONA。2種類のランタイム動作を表示できます。1つは一般的
な ESC展開で予想されるすべての動作を表示でき、もう 1つは D-MONAが提供する機能を示
します。

D-MONAのランタイム動作は、展開時に VMに指定されるデイゼロ設定によって制御されま
す。デイゼロ設定の詳細については、「D-MONA Day 0設定」を参照してください。

D-MONA Day 0設定

次の例は、D-MONAの SSH VMアクセス設定を示しています。
<configuration>
<dst>--user-data</dst>
<file>file:///opt/cisco/esc/esc-config/dmona/iser-data.template</file>
<variable>
<name>vm_credentials</name>
<val>REPLACED_WITH_GENERATED_PWD</val>
</variable>
</configuration>

vm_credentialsは、D-MONAへの SSHアクセスのために暗号化されたパスワードを管理者に渡
します。

次の例は、D-MONA ESC証明書の設定を示しています。
<configuration>
<dst>/opt/cisco/esc/moan/dmona.crt</dst>
<data>$DMONA_CERT</data>
</configuration>

次の例は、D-MONAアプリケーションのユーザデータ設定を示しています。
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<configuration>
<dst/opt/cisco/esc/mona/config/application-dmona.properties</dst>
<file>file:///opt/cisco/esc/esc-config/dmona/application-dmona.template</file>
<variable>
<name>monitoring.agent</name>
<val>true</val>
</variable>
<variable>
<name>monitoring.agent.vim.mapping</name>
<val>true</val>
</variable>
<!—Used to enable Basic Authentication for communication with the D-MONA Application.->

<variable>
<name>security_basic_enabled</name>
<val>true</val>
</variable>
<variable>
<name>security_user_name</name>
<val>REPLACED_WITH_USER_NAME</val>
</variable>
<variable>
<name>security_user_password</name>
<val>REPLACED_WITH_USER_PASSWORD</val>
</variable>

</configuration>

モニタリングのための D-MONAを使用した VNFの展開
モニタリングのために D-MONAを使用して VNFを展開するには、同じ vim_connector内に、

monitoring.agent.vim.mapping day-0変数を trueに設定した D-MONAが必要です。ESCが
D-MONAを検出した場合のみ、VNFのモニタリングがそのD-MONAに割り当てられます。そ
れ以外の場合、ローカルMONAは以前のすべての ESCリリースに従ってモニタリングを処理
します。

次の例は、D-MONA ESC展開記述子を示しています。
<esc_datamodel xmlns="http://www.cisco.com/esc/esc">

<tenants>
<tenant>

<name>sample</name>
<deployments>

<deployment>
<name>sample-dmona-dep</name>
<vm_group>

<name>g1</name>
<!-- Image version you want to use for dmona deployment. Image

must already exist in VIM -->
<image>ESC-5_0_0_<latest></image>
<flavor>m1.large</flavor>
<bootup_time>600</bootup_time>
<recovery_wait_time>0</recovery_wait_time>
<interfaces>

<interface>
<nicid>0</nicid>
<network>esc-net</network>

</interface>
</interfaces>
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<kpi_data>
<kpi>

<event_name>VM_ALIVE</event_name>
<metric_value>1</metric_value>
<metric_cond>GT</metric_cond>
<metric_type>UINT32</metric_type>
<metric_collector>

<type>HTTPGET</type>
<nicid>0</nicid>
<poll_frequency>3</poll_frequency>
<polling_unit>seconds</polling_unit>
<continuous_alarm>false</continuous_alarm>
<properties>

<property>
<name>protocol</name>
<value>https</value>

</property>
<property>

<name>port</name>
<value>8443</value>

</property>
<property>

<name>path</name>
<value>mona/v1/health/status</value>

</property>
</properties>

</metric_collector>
</kpi>

</kpi_data>
<rules>

<admin_rules>
<rule>

<event_name>VM_ALIVE</event_name>
<action>ALWAYS log</action>
<action>TRUE servicebooted.sh</action>
<action>FALSE recover autohealing</action>

</rule>
</admin_rules>

</rules>
<config_data>

<!-- day 0 configuration -->
<configuration>

<dst>--user-data</dst>

<file>file:///opt/cisco/esc/esc-config/dmona/user-data.template</file>
<variable>

<name>vm_credentials</name>
<val><REPLACE_WITH_GENERATED_PWD></val>
<!--password field will look something like the

following-->
<!--

<val>$6$rounds=656000$pswsUsR7Iz9NIfA4$7E1sEGV8rhDieNDhc824lYwL3cQ8Rsgp9Nds.OZBe9rG/DE56YWk0kDZoB.DsjATrj9pcBnAe.rSOpWll2r0N/</val>-->

</variable>
</configuration>
<configuration>

<dst>/opt/cisco/esc/mona/dmona.crt</dst>
<data>$DMONA_CERT</data>

</configuration>
<configuration>

<dst>/opt/cisco/esc/mona/config/application-dmona.properties</dst>

<file>file:///opt/cisco/esc/esc-config/dmona/application-dmona.template</file>
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<variable>
<name>monitoring.agent</name>
<val>true</val>

</variable>
<!-- property for one to one mapping-->
<variable>

<name>monitoring.agent.vim.mapping</name>
<val>true</val>

</variable>
<!-- property to enable basic auth in dmona. Not to be

confused with basic auth for esc -->
<variable>

<name>security_basic_enabled</name>
<val>true</val>

</variable>
<variable>

<name>security_user_name</name>
<val>dmona</val>

</variable>
<variable>

<name>security_user_password</name>
<val>defaultUser</val>

</variable>
</configuration>

</config_data>
</vm_group>

</deployment>
</deployments>

</tenant>
</tenants>

</esc_datamodel>

D-MONAの回復
D-MONAを完全に回復できます。リカバリプロセス中は、D-MONAによるVNFのモニタリン
グはできません。D-MONAリカバリが正常に完了した場合にのみ、各 VNFモニタリングルー
ルを再プログラミングすることで、VNFモニタリング状態が自動的に更新されます。

D-MONAログの取得
D-MONAデイゼロ設定の一部として提供されたvm_credentialsパスワードを使用してD-MONA
にアクセスします。

D-MONAログを取得するには、次のコマンドを使用します。
MethodType:
GET
MONA EndPoint:
https://ip-address:8443/mona/v1/files/getLogs
HTTPSRequestHeaders:
--remote-name --remote-header-name --write-out "Downloaded %{filename_effective} file"
--silent -k -u <username>:<password>

ip-addressはターゲットの D-MONAの IPアドレス、username、passwordは D-MONAの展開時
にデイゼロ設定として指定されたユーザ名とパスワードです。
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すべての ESCログの完全なリストについては、ESCアドミニストレーションガイド [英語]の
「ESC Logs」を参照してください。

ETSI関連の情報については、Cisco Elastic Services Controller ETSI NFVMANOユーザガイド [英
語]の「Monitoring VNF Using D-MONA」の章を参照してください。
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