ライセンスの管理
この章の内容は、次のとおりです。
• ライセンス, 1 ページ
• ファブリック インターコネクトのホスト ID の入手方法, 3 ページ
• ライセンスの取得, 3 ページ
• ローカル ファイル システムからファブリック インターコネクトへのライセンスのダウンロー
ド, 4 ページ
• 離れた場所からのファブリック インターコネクトへのライセンスのダウンロード, 5 ペー
ジ
• ライセンスのインストール, 7 ページ
• ファブリック インターコネクトにインストールされたライセンスの表示, 8 ページ
• ポートまたは機能に使用できる猶予期間の決定, 10 ページ
• ライセンスの有効期限の決定, 12 ページ
• ライセンスのアンインストール, 12 ページ

ライセンス
各 Cisco UCS ファブリック インターコネクトには、工場でインストールされ、ハードウェアとと
もに出荷される複数のポートライセンスが付属しています。完全にライセンスされたファブリッ
クインターコネクト、または部分的にライセンスされたファブリックインターコネクトを購入で
きます。 納品後に追加のライセンスを購入することもできます。
各ファブリック インターコネクトは、少なくとも次にカウントされたライセンスがプリインス
トールされた状態で出荷されます。
• Cisco UCS 6120XP ファブリック インターコネクト：Cisco UCS Manager でイネーブルにされ
る最初の 8 個のイーサネット ポート用および拡張モジュール上のすべてのファイバ チャネ
ル ポート用のプリインストール ライセンス
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ライセンス

• Cisco UCS 6140XP ファブリック インターコネクト：Cisco UCS Manager でイネーブルにされ
る最初の 16 個のイーサネット ポート用および拡張モジュール上のすべてのファイバ チャネ
ル ポート用のプリインストール ライセンス
• Cisco UCS 6248 ファブリック インターコネクト：Cisco UCS Manager でイネーブルにされる
最初の 12 個のユニファイド ポート用のプリインストール ライセンス 拡張モジュールには、
拡張モジュールまたはベース モジュールで使用できる 8 個のライセンスが付属しています。
• Cisco UCS 6296 ファブリック インターコネクト：Cisco UCS Manager でイネーブルにされる
最初の 18 個のユニファイド ポート用のプリインストール ライセンス 拡張モジュールには、
拡張モジュールまたはベース モジュールで使用できる 8 個のライセンスが付属しています。

（注）

6200 シリーズ ファブリック インターコネクト拡張モジュールに付属する 8 個のデフォルトの
ライセンスは、ベース モジュールでポートをイネーブルにするために使用できますが、削除
された場合は拡張モジュールに移動します。 拡張モジュールを取り外すと、ベース モジュー
ルによって使用されているデフォルトの拡張モジュール ライセンスがベース モジュールのポー
トから削除されます。これにより、ライセンスされてないポートになります。
ポート ライセンスは、物理ポートにバインドされません。 ライセンスされているポートをディ
セーブルにすると、そのライセンスは次回イネーブルにされたポートで使用するために保持され
ます。 追加の固定ポートを使用する場合は、それらのポート用のライセンスを購入し、インス
トールする必要があります。

重要

ライセンスは、製品の世代間では移行できません。 6100 シリーズ ファブリック インターコネ
クト用に購入したライセンスを使用して 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトをイ
ネーブルにすること、またその逆を行うことはできません。

猶予期間
ライセンスがインストールされていないポートを使用しようとすると、Cisco UCS は 120 日間の
猶予期間を開始します。 猶予期間は、ライセンスなしでポートを最初に使用したときから測定さ
れ、有効なライセンスファイルがインストールされると一時停止されます。猶予期間で使用され
た期間は、システムによって保持されます。

（注）

各物理ポートには、独自の猶予期間があります。1つのポートで猶予期間を開始しても、すべ
てのポートの猶予期間が開始するわけではありません。
ライセンスされているポートの設定を解除すると、そのライセンスは、猶予期間内で機能してい
るポートに移行されます。 複数のポートが猶予期間内で動作している場合、ライセンスは残りの
猶予期間が最も短いポートに移動されます。
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ファブリック インターコネクトのホスト ID の入手方法

High Availability コンフィギュレーション
フェールオーバー中の不整合を避けるため、クラスタ内の両方のファブリック インターコネクト
に同じ数のポートがライセンスされていることを推奨します。 対称性が維持されていない場合に
フェールオーバーが発生すると、Cisco UCS は欠落しているライセンスをイネーブルにし、フェー
ルオーバー ノードで使用される各ポートの猶予期間を開始します。

ファブリック インターコネクトのホスト ID の入手方法
ホスト ID はシリアル番号とも呼ばれます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Fabric Interconnects] を展開します。

ステップ 3

ホスト ID を取得するファブリック インターコネクトのノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Properties] 領域では、ホスト ID は [Serial Number (SN)] フィールドに表示されます。

次の作業
シスコから必要なライセンスを取得します。

ライセンスの取得
（注）

このプロセスは、このマニュアルのリリース後に変更される場合があります。 このマニュア
ルの手順が 1 つ以上当てはまらない場合は、シスコの担当者にライセンス ファイルの入手方
法をお問い合わせください。

はじめる前に
次を入手します。
• ファブリック インターコネクトのホスト ID またはシリアル番号
• ファブリック インターコネクトまたは拡張モジュールの権利証明書またはその他の購入証明
書
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ローカル ファイル システムからファブリック インターコネクトへのライセンスのダウンロード

手順
ステップ 1

権利証明書またはその他の購入証明書から、Product Authorization Key（PAK; 製品認証キー）を取
得します。

ステップ 2

権利証明書またはその他の購入証明書で Web サイトの URL を確認します。

ステップ 3

ファブリック インターコネクトの Web サイト URL にアクセスし、シリアル番号と PAK を入力し
ます。
シスコからライセンス ファイルが電子メールで送信されます。 ライセンス ファイルは、要求さ
れたファブリック インターコネクトでの使用だけを許可するようにデジタル署名されています。
Cisco UCS Manager がライセンス ファイルにアクセスすると、要求された機能もイネーブルにな
ります。

次の作業
ファブリック インターコネクトにライセンスをインストールします。

ローカル ファイル システムからファブリック インター
コネクトへのライセンスのダウンロード
（注）

クラスタ セットアップでは、一致するペアの両方のファブリック インターコネクトにライセ
ンスをダウンロードしてインストールすることをお勧めします。 個々のライセンスは、ダウ
ンロードを開始するために使用するファブリック インターコネクトのみにダウンロードされ
ます。

はじめる前に
シスコから必要なライセンスを取得します。
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離れた場所からのファブリック インターコネクトへのライセンスのダウンロード

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [License Management] を展開します。

ステップ 3

ライセンスをダウンロードするファブリック インターコネクトのノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Download Tasks] タブをクリックします。

ステップ 5

[Download License] をクリックします。

ステップ 6

[Download License] ダイアログボックスで、[Location of the Image File] フィールドの [Local File
System] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 7

[Filename] フィールドに、ライセンス ファイルのフル パスと名前を入力します。
ライセンス ファイルがあるフォルダへの正確なパスがわからない場合は、[Browse] をクリックし
てファイルに移動します。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によって、ファブリック インターコネクトへのライセンスのダウンロー
ドが開始されます。

ステップ 9

（任意） [Download Tasks] タブで、ダウンロードのステータスをモニタします。
（注）
Cisco UCS Manager によって、ブートフラッシュの領域が不足していることが報告され
た場合は、[Packages] タブで古いバンドルを削除して、領域を解放します。 ブートフ
ラッシュの空き領域を表示するには、[Equipment] タブのファブリック インターコネク
トにナビゲートし、[General] タブの [Local Storage Information] 領域を展開します。

ステップ 10

必要なすべてのライセンスがファブリック インターコネクトにダウンロードされるまで、このタ
スクを繰り返します。

次の作業
すべてのダウンロード タスクを完了した後に、ライセンスをインストールします。

離れた場所からのファブリックインターコネクトへのラ
イセンスのダウンロード
（注）

クラスタ セットアップでは、一致するペアの両方のファブリック インターコネクトにライセ
ンスをダウンロードしてインストールすることをお勧めします。 個々のライセンスは、ダウ
ンロードを開始するために使用するファブリック インターコネクトのみにダウンロードされ
ます。
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離れた場所からのファブリック インターコネクトへのライセンスのダウンロード

はじめる前に
シスコから必要なライセンスを取得します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [License Management] を展開します。

ステップ 3

ライセンスをダウンロードするファブリック インターコネクトのノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Download Tasks] タブをクリックします。

ステップ 5

[Download License] をクリックします。

ステップ 6

[Download License] ダイアログボックスで、[Location of the Image File] フィールドの [Remote File
System] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 7

次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Protocol] フィールド

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコル。 次のいずれ
かになります。
• FTP
• TFTP
• SCP
• SFTP

[Server] フィールド

ファイルが存在するリモート サーバの IP アドレスまたはホス
ト名。
（注）

[Filename] フィールド

IP アドレスではなくホスト名を使用する場合、DNS
サーバを設定する必要があります。 Cisco UCS ドメイ
ンが Cisco UCS Central に登録されていないか、DNS
Management が [local] に設定されている場合、DNS
サーバを Cisco UCS Manager に設定します。 Cisco UCS
ドメインが Cisco UCS Central に登録されており、DNS
Management が [global] に設定されている場合、DNS
サーバを Cisco UCS Central に設定します。

ダウンロードするライセンス ファイルの名前。
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ライセンスのインストール

名前

説明

[Path] フィールド

必要に応じて、リモート サーバ上のライセンス ファイルの絶対
パスを指定します。
SCP を使用する場合、絶対パスは常に必要です。 他のプロトコ
ルを使用する場合は、ファイルがデフォルトのダウンロード
フォルダにあれば、リモート パスを指定する必要はありませ
ん。 ファイル サーバの設定方法の詳細については、システム管
理者に問い合わせてください。

[User] フィールド

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のある
ユーザ名。 プロトコルが TFTP の場合、このフィールドは適用
されません。

[Password] フィールド

リモート サーバのユーザ名のパスワード。 プロトコルが TFTP
の場合、このフィールドは適用されません。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によって、ファブリック インターコネクトへのライセンスのダウンロー
ドが開始されます。

ステップ 9

（任意） [Download Tasks] タブで、ダウンロードのステータスをモニタします。
（注）
Cisco UCS Manager によって、ブートフラッシュの領域が不足していることが報告され
た場合は、[Packages] タブで古いバンドルを削除して、領域を解放します。 ブートフ
ラッシュの空き領域を表示するには、[Equipment] タブのファブリック インターコネク
トにナビゲートし、[General] タブの [Local Storage Information] 領域を展開します。

ステップ 10

必要なすべてのライセンスがファブリック インターコネクトにダウンロードされるまで、このタ
スクを繰り返します。

次の作業
すべてのダウンロード タスクを完了した後に、ライセンスをインストールします。

ライセンスのインストール
はじめる前に
シスコから必要なライセンスを取得します。
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ファブリック インターコネクトにインストールされたライセンスの表示

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [License Management] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Downloaded License Files] タブをクリックします。

ステップ 4

テーブルからインストールするライセンスを選択します。

ステップ 5

[Install License] ボタンをクリックします。

ステップ 6

[Install License] ダイアログボックスで、[Yes] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によってライセンスがインストールされ、ライセンスされていないポート
または機能がアクティブ化されます。

ファブリックインターコネクトにインストールされたラ
イセンスの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [License Management] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで [Installed Licenses] タブをクリックし、ファブリック インターコネクトにインス
トールされたすべてのライセンスに関して次の詳細を表示します。
名前

説明

[License File ID] カラム

ライセンスの一意の識別子。

[Operational State] カラム

ライセンスの動作状態。

[Operational State Description] カ 動作状態に関する詳細。
ラム
[Scope] カラム

このライセンスがインストールされているファブリック。

[Version] カラム

ライセンスのバージョン。
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ファブリック インターコネクトにインストールされたライセンスの表示

名前

説明

[Administrative State] カラム

ライセンスの管理状態。 次のいずれかになります。
• [Delete Failed]：Cisco UCS はライセンスを削除できません
でした。 削除に失敗したのが最初の場合は、削除要求を再
送信します。 再度失敗した場合は、Cisco TAC に連絡して
ください。
• [Delete Pending]：ユーザは Cisco UCS がこのファブリック
インターコネクトからライセンス ファイルを削除すること
を要求しました。
• [Deleted]：Cisco UCS はライセンス ファイルの削除を完了
しましたが、データベースからはまだ除去されていませ
ん。
• [Deleting]：Cisco UCS は、現在ライセンスを削除していま
す。
• [Install Failed]：Cisco UCS はライセンスをインストールで
きませんでした。 インストールに失敗したのが最初の場合
は、ライセンスを再インストールします。 再度失敗した場
合は、Cisco TAC に連絡してください。
• [Install Pending]：ライセンスはダウンロードされましたが、
まだインストールされていません。
• [Installed]：ライセンス ファイルはファブリック インター
コネクトにインストールされています。
• [Installing]：Cisco UCS は、現在ライセンスをインストール
しています。
• [Stale]：ライセンス ファイルは古いファブリック インター
コネクトに適用され、現在のファブリック インターコネク
トでは使用できません。 ライセンス ファイルを削除する
必要があります。また、必要に応じて現在のライセンスに
置き換える必要があります。
• [Unknown]：状態を判別できません。
• [Validated]：Cisco UCS は、これが有効な Cisco ライセンス
ファイルであることを検証しました。

ステップ 4

テーブル内のライセンスをクリックし、[Contents] タブに、そのライセンスの次の詳細を表示しま
す。
ファイルの個別のライセンスの詳細を表示するには、ライセンス ファイルを展開する必要がある
場合があります。
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ポートまたは機能に使用できる猶予期間の決定

名前

説明

[Name] カラム

特定のコンポーネントとそのサブコンポーネントを表示できる
ナビゲーション ツリー。 コンポーネントを右クリックすると、
そのコンポーネントに使用できる処理を表示できます。

[Total Qty] カラム

ライセンス パッケージ ファイルで使用可能なライセンスの総
数。

[Type] カラム

ライセンス タイプ。

[Expiry] カラム

ライセンスが期限切れになる日付。

[Quantity] カラム

ライセンス パッケージ ファイルの指定されたタイプのライセン
スの数量。

[PAK] カラム

このライセンスに関連付けられた製品認証キー（PAK）（利用
できる場合）。

[Signature] カラム

指定されたタイプのライセンスに関連付けられた署名キー。

[Vendor] カラム

ライセンス パッケージ ファイルを発行した会社。

[Version] カラム

ライセンス パッケージ ファイルのバージョン。

ポートまたは機能に使用できる猶予期間の決定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [License Management] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 4

テーブル内の機能をクリックし、[General] タブに、その機能に関する次の詳細（使用されている
猶予期間を含む）を表示します。
名前

説明

[Name] フィールド

ライセンスを適用する機能の名前。

[Scope] フィールド

ライセンスに関連付けられたファブリック。
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ポートまたは機能に使用できる猶予期間の決定

名前

説明

[Absolute Quantity] フィールド

使用可能なライセンスの総数。 この値は、デフォルトのライセ
ンス数と、購入ライセンス数の合計です。

[Used Quantity] フィールド

システムによって現在使用されているライセンスの数。 この値
が使用可能なライセンスの総数を超えると、関連する猶予時間
が経過した後、一部のポートが機能を停止します。

[Default Quantity] フィールド

この Cisco UCS ドメインに提供されているライセンスのデフォ
ルト数。

[Operational State] フィールド

ライセンスの動作状態。

[Grace Period Used] フィールド このライセンスが使用した猶予期間の日数。 猶予期間が終了す
ると、新しいライセンスが購入されるまで、Cisco UCS はアラー
ト メッセージを送信します。
[Peer License Count Comparison] このファブリック インターコネクトと比較した場合の、ピア
フィールド
ファブリック インターコネクトにあるライセンス数。 次のいず
れかになります。
• [exceeds]：ピア ファブリック インターコネクトには、この
ファブリック インターコネクトより多くのライセンスがイ
ンストールされています。
• [lacks]：ピア ファブリック インターコネクトには、この
ファブリック インターコネクトより少ないライセンスがイ
ンストールされています。
• [matching]：両方のファブリック インターコネクトに、同
じ数のライセンスがインストールされています。
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ライセンスの管理
ライセンスの有効期限の決定

ライセンスの有効期限の決定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [License Management] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Installed Licenses] タブをクリックします。

ステップ 4

テーブル内のライセンスをクリックし、下の[Contents] タブにそのライセンスの詳細を表示しま
す。

ステップ 5

[Contents] タブで、ライセンス ファイルを展開してファイルのすべてのライセンスを表示します。

ステップ 6

[Expiry] カラムで、ライセンスの有効期限を表示します。

ライセンスのアンインストール
（注）

使用中の永続ライセンスはアンインストールできません。 未使用の永久ライセンスだけをア
ンインストールできます。 使用中の永続ライセンスを削除しようとすると、Cisco UCS Manager
はその要求を拒否し、エラー メッセージを表示します。

はじめる前に
• Cisco UCS Manager 設定をバック アップします。
• アンインストールするライセンスに関連付けられた機能またはポートをディセーブルにしま
す。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [License Management] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Installed Licenses] タブをクリックします。

ステップ 4

テーブルからアンインストールするライセンスを選択します。

ステップ 5

[Clear License] ボタンをクリックします。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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ライセンスの管理
ライセンスのアンインストール

Cisco UCS Manager はライセンスを無効にし、ライセンスのリストからライセンスを削除して、
ファブリック インターコネクトからライセンスを削除します。 クラスタ セットアップでは、他
のファブリック インターコネクトからライセンスをアンインストールする必要があります。
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ライセンスの管理
ライセンスのアンインストール
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