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概要

この資料に問題を解決する方法をときインストールかアップグレードの後で SUSE Linux 企業 12
によって認識されない Cisco Unified コンピューティング ソリューション（UCS）仮想インター
フェイス カード（VIC）ドライバ記述されています。

  

前提条件 

Cisco UCS 仮想インターフェイス カード ドライバのインストールかアップデートプロセスは
Linux インストレーションガイドに Cisco 仮想インターフェイス カード ドライバで提供されるプ
ロシージャに従います。

要件 

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

SUSE Linux 企業 管理●

使用するコンポーネント 

この資料は Cisco UCS VIC ドライバおよび SUSE Linux 企業（SLES）に 12 SP1 制限 されます
。 

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/vic_drivers/install/Linux/b_Cisco_VIC_Drivers_for_Linux_Installation_Guide.html#task_0F63F11819C641EAB6A5D80C43179E71


このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 こ
のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在
的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）ドライバはサポートされたオペレーティングシ
ステムと Cisco UCS 仮想インターフェイス カード間の通信を促進します。 Cisco UCS VIC ドラ
イバ ISO バンドルは eNIC および fNIC ドライバが含まれています。

eNIC ドライバは Cisco UCS VIC イーサネットNIC のために使用されます。 fNIC ドライバは
Cisco UCS VIC Host Bus Adapter （HBA）のために Fibre Channel over Ethernet（FCoE）使用
されます。

問題 

ある特定の状況で、RedHat パッケージ マネージャ（RPM） eNIC および fNIC ドライバのインス
トールは正常に終わりますが、ドライバは SLES 12 SP1 Linuxカーネルによってロードされませ
ん。 ドライババージョンは環境で異なる可能性があり、インストール済み UCS リリースに依存
関係があります。 

注: その他の情報に関しては問題 CSCvd50252 を参照して下さい。

ドライババージョンをチェックして下さい

RPM によってインストールされるドライババージョンを確認して下さい。 

(root) # rpm -qa -last |grep cisco
cisco-fnic-kmp-default-1.6.0.34_k3.12.49_11-1.x86_64 Tue 03 Oct 2017 10:32:32 AM EDT

cisco-enic-usnic-kmp-default-3.0.40.534.534.0_k3.12.49_11-1.x86_64 Fri 04 Aug 2017 06:06:39 PM

EDT

次に Linuxカーネル ドライバ モジュール バージョンを確認して下さい。

(root) # modinfo enic | grep ^version
version: 2.1.1.83

(root) # modinfo fnic | grep ^version

version: 1.6.0.17

この例から、RPM によってインストールされ、カーネルによってロードされるバージョン間のド
ライババージョン ミスマッチを認識します。   

解決策

UCS リリース 3.1(3a) かより新しい

Cisco UCS リリース 3.1(3a) 新しいドライバから開始はコンボ ドライバとして構築され、リリー
スされます。 ドライバは UCS ドライバ ISO バンドル フォルダ
/Drivers/Linux/Network/Cisco/VIC/SLES/SLES12.X/usNIC で利用できます。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd50252


コンボ ドライバ インストールプロセスに関しては Linux インストレーションガイドのための
Cisco 仮想インターフェイス カード ドライバを参照して下さい。 コンボ ドライバのインストー
ルの後で Linuxカーネル モジュールをです同様に現在終えました。

  

UCS は 3.1(3a) の下でリリースします

時々他の依存関係が理由で新しい UCS リリースをすぐに適用することは不可能である場合もあ
ります。 VIC ドライバをインストールことできるために正常に次の回避策を適用して下さい。

出典 tarball からのドライバをコンパイルする Linux インストレーションガイドのためにこの資料
Cisco UCS 仮想インターフェイス カード ドライバで手順を使用して下さい。

手動で新しい Linuxカーネル モジュール フォルダに eNIC および fNIC モジュール ファイルをコ
ピーして下さい。

(root) # cp /lib/modules/3.12.49-11-default/updates/enic.ko /lib/modules/3.12.67-60.64.21-

default/updates/

(root) # cp /lib/modules/3.12.49-11-default/extra/cisco-fnic-sles12/fnic.ko

/lib/modules/3.12.67.21-default/weak-updates/extra/cisco-fnic-sles12/fnic.ko

その後モジュール マップ ファイルを再生し、initramfs を生成することを必要とします。

(root) # depmod

(root) # mkinitrd 

mkinitrd コマンドの出力で提供される手順に従って下さい。

確認

ドライバのインストールを成功しています確認して下さい。 この例では RPM およびカーネルモ
ジュール ドライババージョン一致、そう eNIC ドライバのための 2.3.0.40 および fNIC ドライバ
のための 1.6.0.25。 

(root) # for i in enic fnic ; do echo; echo "$i rpm version"  ; echo ; rpm -qa| grep $i ; echo ;

echo " $i driver version";echo; modinfo $i |grep ^version ;echo ;done

 enic rpm version

cisco-enic-usnic-kmp-default-3.0.40.534.534.0_k3.12.49_11-1.x86_64 Fri 04 Aug 2017 06:06:39 PM

EDT

 enic driver version

version: 2.3.0.40

 fnic rpm version

cisco-fnic-kmp-default-1.6.0.34_k3.12.49_11-1.x86_64 Tue 03 Oct 2017 10:32:32 AM EDT

fnic driver version

 version:        1.6.0.34
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関連情報

Cisco UCS ハードウェア および ソフトウェア コンパティビリティ ツール

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