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概要

この資料は厳密な入出力（I/O）必要条件のいくつかのアプリケーションに悪影響を及ぼすことが
できる LSI RAID コントローラの個々のディスク（RAID）コントローラ 整合性検査の冗長 なア
レイを無効に するためにステップを記述したものです。  I/O 必要条件の要求を用いるアプリケー
ションのそのようなグループがユニバーサル セッションおよびリソースマネージャ/Videoscape
セッション リソースマネージャ（USRM/VSRM）なら。  整合性検査が動作している間発生する
場合があるこれらのアプリケーションが可能性 I/O 待機影響が原因で、すべての仮想ドライブ
/RAID ボリュームの整合性検査を無効に することを推奨します。  CSCuw01134 を参照して下さ
い

前提条件

Cisco Unified Computing System （UCS） LSI 92XX モデルの M3 ラック サーバはコントローラ
を空襲します。  

整合性検査を無効に することは USRM/VSRM アプリケーションのために Maintenance ウィンド
ウを必要とします。 

無効整合性検査の前の USRM/VRSM 例の終了

UCS C220 の USRM/VSRM の 8 つまでの例があります。  各例は整合性検査を無効に する手順
を実行する前に終わる必要があります。  整合性検査 プロシージャが完了するとき各例は手動で
再起動しなければなりません。

注： 下記の 2 つのプロセスは個々の顧客システム/必要条件のために書かれているプロシージャ
（MOP）の高レベル 方式に含んでいる必要があります。  次に、例を示します。 MOP は顧客 へ
の影響を最小限に抑えるためにサーバ フェールオーバー および フェールバックの調整が含まれ
ています。  各顧客は MOP で当たる異なる必要条件があるかもしれません。

USRM/VSRM ソフトウェアを終えるために次の手順に従って下さい。  注： これらのステップは
USRM/VSRM の各例のために完了する必要があります。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuw01134/?reffering_site=dumpcr


ブラウザの USRM/VSRM Web ユーザ ユーザー・インターフェース（UI）を開いて下さい1.
Reset ページへのナビゲート2.
ドロップする終わるために ServerState を「ボックスを使用して」設定 して下さい。3.
[Commit Changes] ボタンをクリックします。4.

結果： USRM/VSRM ソフトウェアは終わり、再起動しません。

整合性検査を無効に する プロセスが完了した、USRM/VSRM の各例は手動で開始する必要があ
ります。  USRM/VSRM の各例のための次の手順に従って下さい。

USRM/VSRM に SSH セッション開けば。1.
適切なディレクトリへのナビゲート USRM に関しては: /opt/usrmVSRM に関しては:
/common/usrm

2.

USRM/VSRM を開始するためにコマンドを実行して下さい:  ./usrm --<option （オートか指
示される） > - d 指示されたモードの例: ./usrm --指示される– dautoモードの例: ./usrm --自
動– d

3.

注： 2 つのダッシュおよび「d」パラメータの前に 1 つのダッシュがオプションの前にあります
。

結果： USRM/VSRM ソフトウェアは要求を処理させ始め、始めます。

ユーティリティのダウンロード。

StorCli ユーティリティ http://docs.avagotech.com/docs/12351437 をダウンロードして下さい

StorCLI ZIP ファイルは異なる Operating System （OS） プラットフォームのためのインス
トール ファイルが付いているフォルダを備えています。

Red Hat Linux のインストール

storcli RPM ファイルを ZIP ファイルの /StorCli_All_OS/Linux/ フォルダから抽出し、インストー
ルして下さい:
# RPM - ivh <StorCLI-x.xx-x.noarch.rpm>

RedHat/Linux のためのコマンド

Change to the folder where storcli64 executable file was installed to, typically

/opt/MegaRAID/storcli/

#cd /opt/MegaRAID/storcli

Check to make sure no consistency checks are currently in progress

storcli]#./storcli64 /c0 /vall show cc

VD Operation Progress% Status

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

0 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

1 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

From the output above, if any of the VDs show anything other than ‘Not in progress’, then issue

the command to stop any consistency checks running:

./storcli64 /c0/vall stop cc

http://docs.avagotech.com/docs/12351437


Issue the command to disable consistency checks from being run in the future:

./storcli64 /c0 set cc=off

Confirm that consistency checks have been disabled:

./storcli64 /c0 show cc

Controller Properties :

=====================

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

Ctrl_Prop Value

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

CC Operation Mode Disabled <<<<<<<<<<<<<<<<

CC Execution Delay 0

CC Next Starttime 06/20/1999, 19:00:00

CC Current State Stopped

CC Number of iterations 0

CC Number of VD completed 0

CC Excluded VDs None

Confirm the CC Operation Mode line shows ‘Disabled’

ESXi 手順

状況が Vmware ESXi 環境の整合性検査の無効にを必要とする場合、StorCLI ユーティリティ イ
ンストール プロセスは異なっていますが、storcli コマンド構文は同じです。  セキュア シェル
（SSH）は vSphere で、ホストの SSH ターミナルを開くように試みる前に SSH を有効に する
必要がありますデフォルトで無効に なります。

VMware ESXi 5.x のインストール

vmware-esx-storcli-xxxxxx.vib ファイル ZIP ファイルの /StorCli_All_OS/Vmware-MN/ フォルダか
らの得て下さい/コピー。

/tmp フォルダに ESXi ホストのローカル ファイル システムに vmware-esx-storcli-xxxxxx.vib ファ
イルを、コピーして下さい。

この場合それをインストールするために esxcli コマンドを実行して下さい。
# esxcli ソフトウェア vib インストール- v 「/tmp/vmware-esx-storcli-xxxxxx.vib」–非 SIG チェッ
ク

VMware Vsphere のためのコマンド

Change to the folder where the Storcli executable was installed to, typically /opt/lsi/storcli

#cd /opt/lsi/storcli

Please note the ESXi storcli executable is storcli

Check to make sure no consistency checks are currently in progress

storcli]#./storcli /c0 /vall show cc

VD Operation Progress% Status

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

0 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

1 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

From the output above, if any of the VDs show anything other than ‘Not in progress’, then issue



the command to stop any consistency checks running:

./storcli /c0/vall stop cc

Issue the command to disable consistency checks from being run in the future:

./storcli /c0 set cc=off

Confirm that consistency checks have been disabled:

./storcli /c0 show cc

Controller Properties :

=====================

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

Ctrl_Prop Value

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

CC Operation Mode Disabled <<<<<<<<<<<<<<<<

CC Execution Delay 0

CC Next Starttime 06/20/1999, 19:00:00

CC Current State Stopped

CC Number of iterations 0

CC Number of VD completed 0

CC Excluded VDs None

Confirm the CC Operation Mode line shows ‘Disabled’
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