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要約
より遅いシリーズ M4 か M5 ラックマウントでインストールすることを試みるときサーバに、OS 正しいドライブへの組み込み侵略コントローラおよびイン
ストールを用いるトラブルがあります。

この資料は正しいモジュールの RedHat オペレーティング システムのためにロードされる問題、およびドライブの解決を助けます。

問題： 以前は、Red Hat 6.10 で以下に、インストールする方法はサーバ インストーラ ISO をマッピング し、次にドライバおよび os を得るためにインス
トールされた特別なステップの全束を実行することでした。 それ以上の複雑になる事柄は、RHEL 7.1 およびそれ以降で dd.iso に、dud.img ドライバ イメ
ージのファイルタイプ変更されました。  Cisco IMC 仮想ドライブ マッパーはバーチャル CD/DVD としてだけ 1 .iso ファイルだけ、一度にマッピング し。 

回避策： このプロシージャは dd に dd.iso ドライバファイルの名前変更によってステップを簡素化しました。 imgbefore マッピング。  これは仮想 な フロ
ッピーディスクまたはバーチャル リムーバブル ディスクとしてバーチャル CD/DVD として RHEL インストール ISO および名前を変更された dd.img ドラ
イバファイルを同時にマッピング することを可能にします。  RHEL はまだ dd.iso として dd.img を検出する; img ファイルとしてそれを見る Cisco IMC 仮
想ドライブ マッパーのはだけです。 以下の事項に注意して下さい:、インストール時に望まれる何がインストールのためにディスクが別途のディスク/パー
ティションとして現れるかもしれないウィザード 初期化。 よる混合を引き起こす Linux モジュールがインストーラでどのようににロードされるかこれによ
り場合があります。 これを解決するために M.2 インストールのためにディスク専門語を維持するためにこの資料の下部のでステップに従って下さい。

手順

仕様に関してはサポートされた OS バージョンはサーバについては、ハードウェア および ソフト
ウェア コンパティビリティ行列がリリースするのを見ます。

このトピックは MegaRAID 組み込みスタックがあるシステムの RHEL デバイス ドライバの新し
いインストールを記述します。

注： Linux と組み込み RAID コントローラを、使用すれば pSATA および sSATA コントローラは
両方 LSI SW RAID モードに設定 する必要があります。

https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/
https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/


はじめに

埋め込み式 コントローラでこのドライバをインストールする前に、OS をインストールするドラ
イブを制御する埋め込み式 コントローラの RAID ドライブ グループを設定して下さい（pSATA
や sSATA）。

コンフィギュレーションユーティリティにアクセスするために、BIOS セットアップユーティリ
ティを開き、Advanced タブに行き、次に埋め込み式 コントローラのためのユーティリティ 例を
選択して下さい:

pSATA に関しては、選択して下さい LSI ソフトウェア RAID設定ユーティリティ（SATA）を

sSATA に関しては、選択して下さい LSI ソフトウェア RAID設定ユーティリティ（sSATA）を

プロシージャー ステップ
ステ
ップ
1

Cisco UCS Cシリーズ ドライバの ISO をダウンロードして下さい。 
http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html を参照して下さい

●

ステ
ップ
2

dd.iso ファイルを抽出して下さい:
ディスクに Cisco UCS Cシリーズ ドライバ ISO イメージを焼き付けて下さい。1.
MegaRAID 組み込みドライバの位置にドライバ フォルダのコンテンツを参照して下さい:
/<OS>/Storage/Intel/C600-M5/

2.

ワークステーションの一時的な場所に dd.iso ファイルをコピーして下さい。3.
dd.img に保存された dd.iso の名前を変更して下さい。4.

手順
3 サーバの Cisco IMC インターフェイスへのログイン。

ステ
ップ
4

バーチャル KVM Console ウィンドウを起動させ、仮想 な Media タブをクリックして下さい。
イメージを『Add』 をクリック し、リモート RHEL インストール ISO イメージを選択するために参照
して下さい。
注： .iso ファイルはバーチャル CD/DVD としてだけマッピング することができます。
イメージを再度『Add』 をクリック し、ステップ 2.で名前を変更した RHEL 7.x dd.img ファイルを選択
するために参照して下さい。
注： 仮想 な フロッピーディスクまたはバーチャル リムーバブル ディスクとして dd.img ファイルをマ
ッピング して下さい。
ちょうど追加したメディアがあるようにマップされた列のチェックボックスを、そして待っています完
了するべきマッピング することを確認して下さい。

ステ
ップ
5

ターゲットサーバのパワーサイクルを行って下さい。

ステ
ップ
6

ブートアップの間に F6 プロンプトが表示されるとき F6 を押して下さい。 ブート Menu ウィンドウは
開きます。
注： インストールを開始するために次のステップで『Enter』 を押さない で下さい。 その代り、インス
トールのパラメーターを編集するために e を押して下さい。

ステ
ップ
7

ブート Menu ウィンドウで、Red Hat Enterprise Linux を『Install』 を選択 し、次に e をインストール
パラメータを編集するために押すのに矢印キーを使用して下さい。

ステ
ップ
8

linuxefi から始まる行の端に次のブラックリスト コマンドを追加 して下さい:
RHEL 7.x に関しては（32- および 64 ビット）、入力して下さい:●

Linux dd modprobe.blacklist=ahci nodmraid
ステ オプション： 完全で、冗長なインストール ステータス ステップをインストールの間に参照するために

http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html


ップ
9 、行からクワイエット パラメータを削除して下さい。

ステ
ップ
10

ブート Menu ウィンドウで、対話型 インストールを開始するために Ctrl+x を押して下さい。

ステ
ップ
11

ドライバ ディスク デバイスの選択の下で、ドライバ .img ファイルをインストールするオプションを選
択して下さい。 読み込まれない場合（リフレッシュする型 r リストを。）
注： インストーラはマッピング することのための dd.img にそれの名前を変更したのに、ドライバファ
イルをので .iso ファイル認識します。
リストのドライバ デバイス ISO の数を入力して下さい。 RHEL ISO イメージを選択しないで下さい。
次の例では、sdb を『Device』 を選択 する型 6:
5) sr0 iso9660 RHEL-7.6\x20Server.x
6) sdb iso9660 CD-ROM
#、「r」は-リフレッシュ選択するために、か「c」-続きます: 6
インストーラはドライバファイルを読み込み、ドライバをリストします。

ステ
ップ
12

インストールするべき選定されたドライバの下で megasr ドライバをリストする行の数を入力して下さ
い。 次の例では、タイプ 1:
1) [] /media/DD-1/rpms/x86_61/kmod-megasr-18.01.2010.1107_e17.6-1.x86_61.rpm
#選択、か「c」を切り替えるために-続けて下さい: 1
選択は角カッコの X と表示する。
1) [X] /media/DD-1/rpms/x86_61/kmod-megasr-18.01.2010.1107_e17.6-1.x86_61.rpm

ステ
ップ
13

続く型 c。

ステ
ップ
14

インストールを完了するために RHEL インストール ウィザードに従って下さい。

ステ
ップ
15

ウィザードのインストール宛先 画面が表示するとき、LSI MegaSR が選択としてリストされているよう
にして下さい。 それがリストされていない場合、ドライバは正常にロードしませんでした。 そのケース
で、再スキャン ディスクを選択して下さい。

ステ
ップ
16

インストールが完了した後、ターゲットサーバをリブートして下さい。

起動可能な os として megasr 侵略を維持する RedHat オプショ
ンを使用するディスクを空襲して下さい。

インストールするとき、一般的なシナリオはインストールで /dev/sda をもらうことです。 これ
は次に OS にデータだけのためにデータ ディスク/luns を維持する /boot /boot/EFI および lvm の
ための /dev/sda が確かめること常にあるおよび起動可能なオプションを持つ OS ですことを
luns。 m.2 ドライブが swraid を使用し、hwraid がデータのために使用されるので、時々インス
トーラはインストールの後でに起動するために間違ったドライブを選びます。

下記の OS 設定からインストールが私達維持できた後 RedHat ソリューションごとの次の実行に
よる機能性および os ドライブマッピングは RHEL 7 のブートの間にどのようにか記憶装置の発
注を変更しますか。 下記に:

ステップ 1：

/etc/sysconfig/grub ファイルを編集し、下記にのような GRUB_CMDLINE_LINUX 行を修正して下
さい:

https://access.redhat.com/solutions/2720551
https://access.redhat.com/solutions/2720551


GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rootvg/rootlv rd.lvm.lv=rootvg/swaplv rd.driver.pre=megasr

rd.driver.post=megaraid_sas"

ステップ 2：

/etc/sysconfig/grub の変更を保存して後、地虫設定を書き込むために続くコマンドを実行しまし
た

On BIOS-based machines ( legacy boot ): ~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

On UEFI-based machines: ~]# grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg

再度ブートするに /dev/sda は megasr 侵略ディスクであり、それから hwraid は他の侵略/ディス
クです。

これを確認する次のコマンドを実行できます。

On UEFI-based machines: ~]# grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg

M.2 /Embedded SATA 侵略コントローラおよび Linux の M4/M5
サーバのための Cisco UCS 参照 資料

B シリーズ:

M.2 ストレージ インストール Linux の B200-m5

M.2 ストレージ インストール Linux の B480-m5

Cシリーズ:

C220-m4 M.2 ストレージ インストール Linux

M.2 ストレージ インストール Linux の C220-M5

M.2 インストール Linux の C240-m4

M.2 ストレージ インストール Linux の C240-m5

C480-m5- M.2 ストレージ インストール Linux を使って

M.2 ストレージ インストール Linux の C480-m5-ML

S シリーズ:

m.2/SSD 組み込み SATA コントローラとの S3260-M5

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/hw/blade-servers/B200M5/B200M5_chapter_011.html#concept_wvq_byk_h1b
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/hw/blade-servers/B480M5/B480M5_chapter_011.html#concept_hmp_5z1_v1b
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M4/install/C220M4/raid.html#53463
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M5/install/C220M5/C220M5_appendix_0100.html#concept_jz3_2h4_lz
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/raid.html#53463
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M5/install/C240M5/C240M5_appendix_0100.html#concept_jz3_2h4_lz
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M5/install/C240M5/C240M5_appendix_0100.html#concept_jz3_2h4_lz
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M5/install/C240M5/C240M5_appendix_0100.html#concept_jz3_2h4_lz
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C480M5/install/C480M5/C480M5_appendix_0101.html#concept_jz3_2h4_lz
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C480M5ML/install/C480M5ML/C480M5ML_appendix_0100.html#concept_jz3_2h4_lz

	Red Hat を megaSR swraid ドライバおよび OS の組み込み SATA コントローラを使用してインストールしてよくあるデバイス 使用方法のためのステアリングを駆動して下さい
	目次
	要約
	手順
	はじめに
	プロシージャー ステップ
	起動可能な os として megasr 侵略を維持する RedHat オプションを使用するディスクを空襲して下さい。
	M.2 /Embedded SATA 侵略コントローラおよび Linux の M4/M5 サーバのための Cisco UCS 参照 資料
	B シリーズ:
	Cシリーズ:
	S シリーズ:



