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関連情報

概要

このドキュメントでは、一般的なオペレーティング システム用にデバイス ドライバを Cisco
Unified Computing System（UCS）にインストールする方法を説明します。 

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco UCS Manager●

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）●

Virtual Machine Ware（VMware）、Windows Server、または Linux オペレーティング シス
テム（OS）

●

使用するコンポーネント

この文書の情報は、次のハードウェア プラットフォームに基いています。

UCS B シリーズ●

UCS C シリーズ●

本書の情報は、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、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明 

ドライバの定義

デバイス ドライバは、OS とハードウェア間のインターフェイスとなるソフトウェアです。 デバ
イス ドライバは、一般的な OS コマンドを特定のデバイス用の特別なコマンドに変換します。こ
れにより、OS はハードウェア デバイスと通信できるようになります。 

ドライバを必要とするデバイス

次に、デバイス ドライバを必要とするハードウェア デバイスのリストを示します。 

イーサネット ネットワーク インターフェイス カード（NIC）●

ファイバ チャネル ネットワーク インターフェイス カード（FNIC）●

冗長ディスク アレイ（RAID）コントローラ●

マザーボード チップセット ●

ビデオ カード●



トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）●

ドライバとファームウェア 

デバイス ドライバはファームウェアとは異なります。 デバイス ドライバ ソフトウェアは OS に
インストールされますが、ファームウェアはハードウェア デバイスにインストールされる下位レ
ベルのコードです。 ファームウェアは、ROM、Erasable Programmable ROM（EPROM）、フ
ラッシュ メモリなどの不揮発性メモリに保存されます。 

ドライバのファームウェア依存

デバイス ドライバは、デバイス ファームウェアに大きく依存しています。 デバイス ドライバと
ファームウェアが適切に通信するには、デバイス ドライバがハードウェア デバイスのファームウ
ェア レベルに対応している必要があります。 また、適切に動作するには、ドライバとファームウ
ェアの機能が適合している必要があります。 

ドライバのインストールと更新が必要な場合

デバイス ドライバはオペレーティング システムにプリインストールされているか（Cisco OEM
VMware ESXi イメージなど）、または後から OS 設定時に手動でインストールできます。 

一般に、次の操作を行った場合は、デバイス ドライバを更新する必要があります。 

UCS ファームウェアのアップグレード●

OS の主要なアップグレード/パッチ ●

必要なドライバ バージョン

UCS ハードウェア および ソフトウェア インターオペラビリティ マトリックスは特定の OS、デ
バイスおよびファームウェア 組み合せに必要となるドライババージョンの輪郭を描きます。 

警告： マトリックスに一覧表示されているドライバ バージョンは、シスコの Engineering
Quality Assurance チームによってテストおよび検証されています。正しいドライバをイン
ストールすることが重要です。 適切なドライバをインストールしないと、予期しない動作
が発生し、ネットワークが停止する可能性があります。 

この例は 1.6.0.36 の FNIC ドライババージョンが ESXi を 6.0 U3 実行する仮想インターフェイス
カード（UCS リリース 3.2.2 の VIC）の B200 M4 に 1240 必要となることを示したものです。 

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


ドライバ バンドルのダウンロード

ドライバ バンドルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

Web ブラウザで、http://www.cisco.com に移動します。1.
[Support] の下で、[Download Software] をクリックします。2.
[Unified Computing and Servers] をクリックします。3.
サーバを選択します。 Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバと Cisco UCS C シリーズ ラ
ックマウントの両方で Cisco UCS ドライバが利用可能です。

4.

[Unified Computing System (UCS) Drivers] をクリックします。5.
ダウンロードするバンドルを選択し、[Download Now] をクリックします。6.

ヒント： ダウンロードするドライバ バンドルを選択するときに、サーバ ファームウェア
リリースに最も近いドライバ バンドルのバージョンを選択することが重要です。 たとえば
UCSB リリース 3.2(2b) を実行すれば、そして VMware ドライバ バンドル UCS bxxx ドラ
イバvmware.3.2.2.iso が必要となります。 

ヒント： VMware ほとんどの ESXi ドライバはドライババージョンのための検索の
www.vmware.com/download から直接、ダウンロードされます。 多くの場合、この方法は
、ドライバ バンドル全体をダウンロードするよりも迅速です。 

サーバ ハードウェアの特定 

適切なドライバを選択する前に、サーバにインストールされているハードウェア デバイスを特定
する必要があります。 このセクションでは、UCS Manager および CIMC にあるデバイスを見つ
ける方法を説明します。

http://www.cisco.com
http://www.vmware.com/download


UCS B シリーズ

次の例は、UCS Manager のサーバ インベントリを見つける方法を示しています。 Server 1/1 に
は、2 つのアダプタ モデル VIC 1240 および 1280 がインストールされています。 

UCS C シリーズ

次の例は、CIMC のサーバ ハードウェア デバイスを見つける方法を示しています。 サーバには
、LSI 9266-8i RAID コントローラがインストールされています。 

UCS ファームウェア リリースの特定 

適切なドライバ バージョンを選択する前に、UCS リリースを特定する必要があります。 このセ
クションでは、サーバにインストールされている現在の UCS リリースを特定する方法を説明し
ます。 

UCS B シリーズ 

この例では、UCS B シリーズが UCS リリース 2.1(1a) を実行しています。 



UCS C シリーズ 

この例では、UCS C シリーズが UCS リリース 1.4(6d) を実行しています。 

OS 固有 

このセクションでは、ドライバ バージョンを確認する方法と一般的な OS でドライバをインスト
ールする方法を説明します。

VMware ESXi

次のコマンドを使用して、現在のドライバ バージョンと VMware のビルドを確認します。

ヒント： これらのコマンドは、ESXi CLI から実行されます。 セキュア シェル（SSH）は
、SSH セッションを開始する前に有効にする必要があります。 

コマンド 説明
vmware -vl VMware のビルドとパッチ レベルを表示します。
esxcli ソフトウェア プロファ
イルは得ます インストール ISO のフレーバーを表示する

esxcfg-scsidevs -a ホストの HBA と関連ドライバ名のリストを表示します。

esxcfg-nics -l ホストの vmnic とネットワーク インターフェイス カード
（NIC）モデルのリストを表示します。

ethtool -i vmnicX 指定した vmnic によって使用されるイーサネット ドライバを



表示ます。
esxcli ネットワーク NIC は- n
vmnicX を得ます

ESXi 6.5 の規定 された vmnic によって使用されるイーサネッ
ト ドライバを表示する

vmkload_mod -s fnic Cisco VIC のホスト バス アダプタ（HBA）のドライバ バージ
ョンを表示します。

vmkload_mod -s enic Cisco VIC のためのイーサネット ドライバ バージョンを表示
する

vmkload_mod - nenic s ESXi 6.5 およびそれ以降 リリースの Cisco VIC のためのイー
サネット ドライバ バージョンを表示する

vmkload_mod -s
megaraid_sas LSI MegaRAID のドライバ バージョンを表示します。

vmkload_mod - s lsi_mr3 表示する LSI lsi_mr3 ドライババージョン（ESXi 6.7 のネイテ
ィブ ドライバ）を

vmkload_mod -s driver_name 指定したドライバのドライバ バージョンを表示します。

これらの例は、vmnic2 が Cisco VIC とドライバ バージョン 1.4.2.15a を使用していることを示し
ています。

次の例は、Qlogic ホスト バス アダプタ（HBA）がドライバ qla2xxx バージョン 901.1k.1-14vmw
を使用していることを示しています。

ドライバのインストール

ドライバをインストールするには、次の手順を実行します。

ドライバの zip ファイルのコンテンツを解凍し、*.vib ファイルを見つけます。1.
Datastore Browser を使用して、*.vib ファイルを ESXi ホスト データストアにアップロード
します。

2.



ホストをメンテナンス モードにします。 3.
ドライバをインストールします。 4.

ESXi 5.x/6.x

ESXi リリース 5.x/6.x でドライバをインストールするためにこのコマンドを使用して下さい:

esxcli software vib install –v /path/async-driver.vib

  

注: ドライバに署名照合が必要な場合、次のスイッチを指定してこのコマンドを実行します
。 ----no-sig-check。 ファイルへのフル パスを使用していることを確認します。 

ESXi 4.x 

次のコマンドを使用して、ESXi リリース 4.x にドライバをインストールします。

esxupdate --bundle=offline-bundle.zip update

インストールの完了

前述のいずれかのコマンドを使用してドライバをインストールした後、メンテナンス モードを終
了し、ホストを再起動します。 ドライバをインストールする方法の詳細については、このドキュ
メントの最後にある「関連情報」セクションを参照してください。



便利な VMware CLI コマンド

次に、ドライバをインストールするときに使用できるその他の便利な VMware コマンドをいくつ
か示します。

メンテナンス モードの状態を確認する

vim-cmd hostsvc/hostsummary | grep -i maintenace

VM が電源オンの状態であることを確認する

vim-cmd vmsvc/getallvms

VM を電源オフにする

vim-cmd vmsvc/power.off <vm id>

メンテナンス モードを開始する

vim-cmd hostsvc/maintenace_mode_enter

メンテナンス モードを終了する

vim-cmd hostsvc/maintenace_mode_exit

Microsoft Windows Server

このセクションでは、Microsoft Windows Server にドライバをインストールする方法を説明しま
す。

現在のドライバ バージョンの確認

Microsoft Windows のデバイス ドライバを確認するには、[Control Panel] にある [Device
Manager] を使用します。



現在のドライバ バージョン CLI の確認

Windows Server コアの場合、プラグ アンド プレイ（PnP）ユーティリティ（PNPUtil.exe）を使
用して、ドライバ バージョンを確認します。 

欠落しているドライバ 

[Device Manager] では、ドライバがないハードウェア デバイスが黄色の疑問符とともに表示され
ます。 予期しない動作が発生しないようにするには、適切なドライバでこれらのデバイスを更新
する必要があります。 



ドライバのインストール

Microsoft Windows でドライバをインストールまたは更新するには、デバイスを右クリックして
、[Install/Update Driver] を選択し、インストール ウィザードを開始します。 

CLI からのドライバのインストール 

また、PNPUtil ツールを使用して、CLI からドライバをインストールすることもできます。 ドラ
イバ ISO バンドルは UCS KVM コンソールの仮想メディアを使用してマウントできます。 



便利な Windows CLI コマンド

コマンド 説明
pnputil.exe -e インストールされているすべてのサード パーティ ドライバを一覧表示します。 
pnputil.exe -a <INF name> ドライバをインストールします。
pnputil.exe -d <INF name> ドライバを削除します。
pnputil.exe -f -d <INF name> 強制的にドライバを削除します。
   

Red Hat および SUSE Linux

このセクションは Red Hat Enterprise Linux （RHEL）および SUSE Linux エンタープライズ サ
ーバ（SLES）でドライバをインストールし検証する方法を記述します。

SUSE バックグラウンド情報

他の Linuxディストリビューションのためであるように） SLES 12 SP1 から開始して、Cisco
eNIC および usNIC ドライバは単一 RPM に一緒に組み込まれます（別々の RPM の実装対。 カ
ーネルモジュール 依存関係が SLES 12 SP1 およびそれ以降でどのようにが理由で管理されるか
単一 RPM への両方のドライバを組み込むことが必要となります。 Cisco usNIC 機能性を
UCSM/CIMC の usNIC デバイスを提供しない場合、（すなわち使用していなければ）、usNIC ド
ライバは効果的に無視されます。

eNIC および usNIC ドライバは自身の個別のバージョン番号を備えています。 SLES 12 SP 1 ま
たはそれ以降で Cisco enic usnic RPM をインストールする場合、それらのcat
/sys/module/enic/version  cat /sys/module/usnic_verbs/version  Cisco enic usnic RPM  
packagingof  eNIC  usNIC RPM  

正確なドライババージョンのその他の情報に関しては RPM 説明セクションを問い合わせ、読ん
で下さい。 クエリは下記の例に類似したに検知 します:

# rpm -qip cisco-enic-usnic-kmp-default-<RPM_VERSION>.x86_64.rpm

Name        : cisco-enic-usnic-kmp-default  Relocations: (not relocatable)

...

Summary     : Cisco VIC Ethernet NIC drivers

Description :

This RPM contains both the Cisco VIC Linux Ethernet driver (enic.ko, version <ENIC_VERSION>) and

the Cisco Userspace NIC (usNIC) Linux Ethernet driver (usnic_verbs.ko, version <USNIC_VERSION>).

Some Linux distros require both kernel modules to be in the same RPM in order to properly test

for



symbol compatibility (because usnic_verbs.ko depends on enic.ko) when installing into post-GA

upgrade kernels.

最新ドライバ バージョンおよび OSリリースを確認して下さい 

次の表は、現在のドライバ バージョンと OS リリースを確認するために使用するコマンドのリス
トを示しています。

コマンド 説明

modinfo driver_name 次の再度ブートするで（デフォルトで）ロードされる規定 された ドラ
イバのためのドライババージョンを表示する

modinfo /path/to/driver_name.ko 規定 された ドライバ カーネル オブジェクト ファイルのためのドライ
ババージョンを表示する

cat /sys/module/enic/version 現在 Cisco VIC アダプタのための実行 Linuxカーネルでロードされるイ
ーサネット ドライバ バージョンを表示する

cat /sys/module/fnic/version 現在 Cisco VIC アダプタのための実行 Linuxカーネルでロードされる FC
NIC ドライババージョンを表示する

cat
/sys/module/megaraid_sas/version

現在実行 Linuxカーネルでロードされる LSI MegaRAID ドライババージ
ョンを表示する

lsmod -l カーネルに現在ロードされているドライバのリストを表示します。
cat /etc/redhat-release RHEL リリースを示します（RHEL 6.x およびそれ以前のために）
cat /etc/SuSE-release SUSE リリースを示します（SLES 11 SP3 およびそれ以前のために）

cat /etc/os-release RHEL リリースを示します（RHEL 7.x およびそれ以降および SLES 11
SP4 およびそれ以降のために）

uname -a カーネル 関連情報を示します

注: コマンド modinfo []を示します次の再度ブートするにロードされるドライバについての
モジュール情報を理解しておいて下さい。 これは必ずしも現在実行カーネルでロードされ
る同じドライババージョンではないです。 現在実行カーネルでロードされるドライババー
ジョンを検証するために cat /sys/module/DRIVER_NAME/version 検討して下さいおよび
/または特定のドライバ カーネル オブジェクト ファイルのためのモジュール ヒントを検証
するのにコマンド modinfo [/path/to/driver.ko]使用して下さい。

ヒント：  その他の一般的なドライバ名の例については、付録にあるドライバ名の参照テー
ブルを参照してください。 

この例は Cisco enic usnic RPM パッケージ 3.2.272.23 で組み込まれる 3.2.210.18-738.12 の
ENIC ドライババージョンが SLES 15 GA でインストールされていることを示したものです。 

# cat /etc/os-release

NAME="SLES"

VERSION="15"

VERSION_ID="15"

PRETTY_NAME="SUSE Linux Enterprise Server 15"

ID="sles"

ID_LIKE="suse"

ANSI_COLOR="0;32"

CPE_NAME="cpe:/o:suse:sles:15"

# rpm -qa | grep enic

cisco-enic-usnic-kmp-default-3.2.272.23_k4.12.14_23-738.12.x86_64

# modinfo enic | grep ^version

version: 3.2.210.18-738.12



# cat /sys/module/enic/version

3.2.210.18-738.12

ドライバのインストール

RHEL および SLES のドライバは RedHat パッケージ マネージャ（RPM）を使用してインストー
ルされています。 次のコマンドを使用して、ドライバをインストールします。

# rpm -ihv RPM_filename.x86_64.rpm

ヒント：  Linux にドライバをインストールするとき、ドライバによって関連付けられる
README ファイルをもし可能であれば検討するようにして下さい。 関連する README フ
ァイルがどこにインストールされたか見るために RPM のコンテンツを検知できます（例え
ば、kmod-enic RPMqp 一部の RPM ドライバ パッケージは他のモジュールに依存関係があ
り、追加の RPM パッケージのインストールが必要です。 README   

付録

ドライバ名の参照テーブル

次の表は、一般的なドライバのドライバ名またはプレフィックスを示しています。

コマンド 説明
enic Cisco VIC イーサネット NIC
fnic Cisco VIC FC NIC 
qle または qla Qlogic アダプタ
lpfc Emulex HBA（LED の点滅）
be2net Emulex イーサネット NIC
igb または ixgbe Intel NIC
bnx Broadcom アダプタ
megaraid LSI MegaRAID  
megasr 組み込み SW RAID
nenic ESXi 6.5 のための Cisco VIC イーサネットNIC

関連情報

VMware KB： ESXi 5.x/6.x （2005205）に async ドライバをダウンロードしインストールす
る方法

●

VMware KB： Determining Network/Storage firmware and driver version in ESXi/ESX 4.x and
5.x (1027206)

●

VMware KB： Installing async drivers on ESXi 5.x (2005205)●

VMware KB： Installing async drivers on ESXi 4.x (1032936)●

VMware KB： Identifying a PCI device in ESX/ESXi 4.x or ESXi 5.x and comparing it with the●



VMware HCL (1031534)
テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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