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はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

• マニュアルの構成, v ページ

• このリリースの新規情報および変更情報, vi ページ

• Cisco UCS関連資料, vi ページ

• マニュアルに関するフィードバック, vii ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, vii ページ

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

説明タイトル章

Cisco UCS VICドライバの概要について説明します。概要第 1章

Cisco UCS VICドライバを入手してインストールする方法
に関する情報が含まれています。

Cisco UCS VICド
ライバのダウン

ロードとインス

トール

第 2章

Cisco UCS VICドライバのアンインストールについての情
報が含まれます。

Cisco UCS VICド
ライバのアンイン

ストール

第 3章
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このリリースの新規情報および変更情報
次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。ただ

し、このリリースに関するこのガイドの変更点や新機能の中には一部、この表に記載されていな

いものもあります。このリリースで新しくサポートされるハードウェアの詳細については、『Cisco
UCSB-Series Servers Documentation Roadmap』で利用可能な『Release Notes for Cisco UCSManager』
を参照してください。

表 1：新機能

参照先説明機能

Linux用CiscoUCS仮想イン
ターフェイスカードドライ

バインストレーションガイ

ド

CiscoUCSVICドライバのプラット
フォーム固有のインストレーショ

ンガイド。

新しいCiscoUCSVICドライバ
インストレーションガイド

Cisco UCS関連資料

ドキュメントロードマップ

Bシリーズのすべてのマニュアルの完全なリストについては、次のURLで入手できる『CiscoUCS
B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してください。 http://www.cisco.com/go/
unifiedcomputing/b-series-doc

すべてのCシリーズのマニュアルの完全なリストについては、次のURLにある『CiscoUCSC-Series
Servers Documentation Roadmap』を参照してください。http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc

他のマニュアルリソース

BシリーズとCシリーズのすべてのマニュアルが含まれる ISOファイルは、次のURLで入手でき
ます。http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821このページか
ら、[Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap Bundle]をクリックします。

ISOファイルは主要な各マニュアルのリリース後に更新されます。

マニュアルの更新通知を受信するには、Cisco UCS Docs on Twitterをフォローしてください。
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マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、HTMLドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次のURLで、毎月
更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規およ
び改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。

マニュアルの更新通知を受信するには、Cisco UCS Docs on Twitterをフォローしてください。
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第 1 章

概要

この章の内容は、次のとおりです。

• Cisco UCS仮想インターフェイスカードドライバの概要, 1 ページ

• サポート対象ハードウェアおよびソフトウェア, 1 ページ

Cisco UCS 仮想インターフェイスカードドライバの概要
Cisco UCS仮想インターフェイスカード（VIC）ドライバは、サポートされるオペレーティング
システムと Cisco UCS仮想インターフェイスカード（VIC）との間の通信を容易にします。

Cisco UCS VICドライバ ISOバンドルには、eNICドライバと fNICドライバが含まれます。 eNIC
はCiscoUCSVICイーサネットNIC用のドライバです。 fNICはイーサネットHBA上のCiscoUCS
VICファイバチャネル用のドライバです。

サポート対象ハードウェアおよびソフトウェア
サポートされているハードウェアおよびソフトウェアの完全なリストについては、次のURLにあ
るこのリリースの『Hardware and Software Interoperability Matrix』を参照してください。http://
www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html
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第 2 章

Cisco UCS VIC ドライバのダウンロードとイ
ンストール

この章の内容は、次のとおりです。

• Cisco UCS VICドライバのダウンロード, 3 ページ

• Cisco UCS VICドライバのインストール, 4 ページ

Cisco UCS VIC ドライバのダウンロード

ISO イメージバンドルの入手
この手順では、UCSドライバ ISOバンドルをダウンロードする方法について説明します。このバ
ンドルにはほとんどの Cisco UCS仮想インターフェイスカードドライバが含まれています。場
合によっては、ドライバのインストール手順に注記された別のバンドルにドライバが含まれる場

合があります。

手順

ステップ 1 Webブラウザで、http://www.cisco.comを開きます。

ステップ 2 [Support]で、[All Downloads]をクリックします。

ステップ 3 製品選択で [Products]をクリックし、さらに [Unified Computing and Servers]をクリックします。

ステップ 4 プロンプトが表示された場合は、Cisco.comユーザ名およびパスワードを入力して、ログインしま
す。

Unified Computing System（UCS）ドライバをダウンロードするには、サインインする必要があり
ます。

ステップ 5 サーバを選択します。

Linux 用 Cisco UCS 仮想インターフェイスカードドライバインストレーションガイド
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Cisco UCS Bシリーズブレードサーバソフトウェアと Cisco UCS CシリーズラックマウントUCS
管理サーバソフトウェアの両方の Cisco UCSドライバが利用可能です。

ステップ 6 [Unified Computing System (UCS) Drivers]をクリックします。

ステップ 7 [Release Notes]リンクをクリックして、リリースノートの最新バージョンを表示します。

ステップ 8 ダウンロードする各ドライバ ISOに対して、次の作業を行います。
a) ダウンロードするリリースのリンクをクリックします。
デフォルトでは最新のリリースバージョンが選択されます。

b) ダウンロード方式を選択し、ドライバのダウンロードを実行します。プロンプトに従います。

Download

ソフトウェアを即時ダウンロードします。

Add to Cart

後でダウンロードするドライバ ISOをカートに追加します。

次の作業

Cisco UCS仮想インターフェイスカードドライバをインストールする前にリリースノートをお読
みください。

Cisco UCS VIC ドライバのインストール

取り付け方法

Cisco UCS仮想インターフェイスカードドライバ（Linux用）の場合、次のようにインストール
できます。

• OSドライバディスク

• fNICドライバおよび OSドライバディスクを使用して SANストレージに。（fNICのみ）

• RPM

•ソース tarball

Cisco UCS仮想インターフェイスカードドライバをインストールし、更新するために管理者権限
が必要となります。
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ドライバディスクを使用したローカルドライブへの Linux ドライバの
インストール

次の手順は、SLESまたは XenServerからも実行可能です。

はじめる前に

ドライバディスク ISOイメージから DVDを作成します。

手順

ステップ 1 RHELインストール DVDを入力し、インストールメニューで linux ddと入力します。

ドライバディスクを要求するプロンプトが表示されます。

ステップ 2 RHELインストール DVDを取り出し、dd.isoイメージから生成された DVDを挿入します。
RHELのインストーラは新しいドライバを読み込み、デフォルトのドライバを上書きします。

RHELインストーラがdd.isoからのドライバを読み取りを完了した後、RHELインストーラはプロ
ンプトを表示し、RHELインストール DVDを挿入するよう要求します。

ステップ 3 dd.isoイメージから生成された DVDを取り出し、RHELインストール DVDを挿入します。

ステップ 4 RHELのインストールを完了します。

ステップ 5 デフォルト RHELドライバが dd.isoイメージドライバに置き換えられていることを確認します。
eNICドライバについては、cat /sys/module/enic/version

fNICドライバについては、cat /sys/module/enic/version

fNIC ドライバおよび OS ドライバディスクを使用した SAN ストレージ
への Linux のインストール

手順

ステップ 1 Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードで vHBAを作成します。

ステップ 2 Cisco UCS Managerで、ブート可能な vHBAをマークし、SANストレージのWWPNを追加しま
す。

この手順を実行する方法の詳細については、『Cisco UCS Manager CLI Configuration Guide』また
は『Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide』を参照してください。

ステップ 3 vMediaで RHELインストール DVDを使用してサーバを起動します。

ステップ 4 インストールメニューで linux ddと入力します。
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インストーラは、ローカルディスクや Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードによって
検出された SANディスクなどの使用可能なインストールディスクを表示します。

ステップ 5 インストール先として SANストレージデバイスを選択します。
RHELインストーラは新しいドライバを読み込み、デフォルトのドライバを上書きして SANディ
スクに RHELをインストールします。

ステップ 6 初回起動オプションとして SANストレージを選択し、RHELインストールを完了してホストをリ
ブートします。

RPM を使用した Linux ドライバのインストール
管理接続が eNICの場合、ドライバのインストールを完了するには、シリアルまたは KVMコン
ソールを使用することを推奨します。現在のドライバの rmmodを完了すると、eNICのネットワー
ク接続が失われます。

はじめる前に

次のいずれかのコマンドを入力して、既存のドライバを削除します。

• rmmod {enic | fnic}

• modprobe {enic | -r fnic}

SANストレージからブートする場合、SAN LUNの使用にこのドライバが必要となるため、
rmmodfNICコマンドを使用して既存のドライバを削除することはできません。代わりに、rpm
--erase old-kmod-fnic-rpm-nameコマンドを入力して古い RPMを消去します。次に、rpm -ivh
--nodeps new-kmod-fnic-rpm-nameコマンドを入力してドライバを更新し、ノードをリブートし
ます。 rpm -ivh --nodeps new-kmod-fnic-rpm-nameコマンドは、古いドライバをシステムメモリ
内の新しいドライバに置き換えます。

fNIC RPMがインストールされておらず、OSカーネルとともに使用可能な fNICドライバが使
用されている場合、既存のドライバを削除する必要はありません。

fNICが含まれるパッケージを判定するには、次の手順を実行します。

（注）

1 インストール済み fNICモジュールを探します
$ find /lib/modules -name *fnic*
/lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/drivers/scsi/fnic/fnic.ko

2 fNICモジュールが含まれるパッケージを判定します。
cd /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/drivers/scsi/fnic/fnic.ko
rpm -qf ./fnic.ko

このコマンドで fNICパッケージ名が表示された場合、fNIC RPMをアンインストールする
必要があります。 Linuxカーネルパッケージに含まれる場合、fNIC RPMを消去する必要
はありません。
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ドライバがドライバディスクのインストールプロセスを使用して事前にインストールされている

場合、ドライバディスクの enic/fnic.koファイルは、/lib/modules/'uname -r'/updates/ディレクトリに
あります。 depmodのデフォルトの検索順序は（/etc/depmod.d/depmod.conf.distファイルで指定）、
updates/ディレクトリに高い優先順位を付けます。新しい RPMのインストールでは、enic/fnic.ko
ファイルを/lib/modules/'uname -r'/extra/に置くため、/lib/modules/'uname -r'/updates/ディレクトリ内
のドライバをリネーム、削除、移動できます。別の方法として、/etc/depmod.d/depmod.conf.distを
編集して、extra/をupdates/より前に検索するよう検索順序を変更できます。depmodに、ドライバ
ディスクの方法を使用してインストールされた既存のドライバではなく、RPMインストールのド
ライバを使用させるためです。

手順

ステップ 1 ドライバの対応するコマンドを入力して、バイナリ RPMをインストールします。

コマンドドライバ

rpm -ivh kmod-enic-version-0.x86_86.rpmRHELの eNICドライバ

rpm -ivh kmod-enic-version-0.x86_86.rpmRHELの eNICドライバ（XENサポート）

rpm -ivh cisco-enic-kmp-default-version-0.x86_64.rpmSuSEの eNICドライバ

rpm -ivh cisco-enic-kmp-default-version-0.x86_64.rpmSuSEの eNICドライバ（XENサポート）

rpm -ivh --nodeps kmod-fnic-RHELの fNICドライバ

ドライバはインストールされますが、ロードされません。

ステップ 2 次のいずれかの方法で、ドライバをロードします。

•ホストをリブートする

• modprobe{enic | fnic}コマンドを入力して、ホストの実行中にドライバを手動でロードする。

モジュールが使用中であることを示すエラーメッセージが表示された場合は、そのド

ライバを使用するモジュールを削除してから、ドライバを削除します。 lsmod | grep
{enic | fnic}コマンドを発行することは、使用中のモジュールを判別するのに役立ちま
す。

eNICまたは fNICに多数の参照があり、依存関係すべてを削除することができない場
合、システムをリブートします。

（注）

ステップ 3 sbin/lsmod | grep {enic | fnic}コマンドを入力してドライバのインストールを確認します。
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ソース Tarball を使用した Linux ドライバのインストール
eNICまたは fNICの Linuxドライバを初めてインストールする場合、手順全体を完了します。既
存のドライバをアップグレードするには、現在実行中の eNICまたは fNICモジュールを削除し、
ステップ 3～ 10を実行します。

はじめる前に

次のいずれかのコマンドを入力して、既存のドライバを削除します。

• /sbin/rmmod {enic | fnic}

• modprobe {enic | -r fnic}

SANストレージからブートする場合、SAN LUNの使用にこのドライバが必要となるため、
rmmodfNICコマンドを使用して既存のドライバを削除することはできません。代わりに、rpm
--erase old-kmod-fnic-rpm-nameコマンドを入力して古い RPMを消去します。次に、rpm -ivh
--nodeps new-kmod-fnic-rpm-nameコマンドを入力してドライバを更新し、ノードをリブートし
ます。 rpm -ivh --nodeps new-kmod-fnic-rpm-nameコマンドを入力することで、古いドライバを
システムメモリ内の新しいドライバに置き換えます。

（注）

ドライバがドライバディスクのインストールプロセスを使用して事前にインストールされている

場合、ドライバディスクの enic/fnic.koファイルは、/lib/modules/'uname -r'/updates/ディレクトリに
あります。 depmodのデフォルトの検索順序は（/etc/depmod.d/depmod.conf.distファイルで指定）、
updates/ディレクトリに高い優先順位を付けます。新しい RPMのインストールでは、enic/fnic.ko
ファイルを/lib/modules/'uname -r'/extra/に置くため、/lib/modules/'uname -r'/updates/ディレクトリ内
のドライバをリネーム、削除、移動できます。別の方法として、/etc/depmod.d/depmod.conf.distを
編集して、extra/をupdates/より前に検索するよう検索順序を変更できます。depmodに、ドライバ
ディスクの方法を使用してインストールされた既存のドライバではなく、RPMインストールのド
ライバを使用させるためです。

手順

ステップ 1 指定したフォルダにソース tarballをコピーします。
cp {enic- | fnic}version-num.tar.gz folder-name

ステップ 2 指定したフォルダにディレクトリを変更します。
cd folder-name

ステップ 3 ソース tarballを展開します。
tar xvfz {enic- | fnic}version-num.tar.gz

ステップ 4 eNICまたは fNICのバージョンフォルダにディレクトリを変更します。
cd {enic- | fnic}version-num

ステップ 5 次のいずれかのコマンドを入力して、ドライバをメイクします。
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コマンドドライバ

make CONFIG_ENIC=meNIC

make CONFIG_FNIC=mfNIC

ドライバをメイクすると、新規 .koファイルが構築され、既存のドライバが削除されます。新し
いドライバは/lib/modules/'uname -r'/kernel/drivers/scsi/fnic/にコピーされます。

ステップ 6 次のいずれかのコマンドを入力して、ドライバをインストールします。

コマンドドライバ

make CONFIG_ENIC=m installeNIC

make CONFIG_FNIC=m installfNIC

enicまたは fnic.koファイルがディレクトリにすでに存在している場合、メイクインストールの間
に enicまたは fnic.ko.origとリネームされます。メイクファイルは現在インストールされている
enicまたは fnic.koモジュールをバックアップし、新しく構築されたモジュールで置き換えます。
fNICの場合、libfc.ko、fcoe.ko、libfcoe.koがシステムに存在する場合、変更されずに残されます。

ステップ 7 （任意） SANストレージからインストールしてブートした場合は、更新された fNICドライバで
initrdファイルを再構築します。

例：
# cp /boot/initrd-'uname -r'.img /boot/initrd-'uname -r'.img.orig
# mkinitrd /boot/initrd-'uname -r'.img 'uname -r'

ステップ 8 次のいずれかの方法で、ドライバをロードします。

•ホストをリブートする

• modprobe{enic | fnic}コマンドを入力して、ホストの実行中にドライバを手動でロードする。

• /sbin/insmod /lib/modules/uname-r/extra/{enic | fnic}/{enic | fnic}.koコマンドを入力して、イン
ストールされたモジュールを手動でロードします。

モジュールが使用中であることを示すエラーメッセージが表示された場合は、そのド

ライバを使用するモジュールを削除してから、ドライバを削除します。Entering the lsmod
| grep {enic | fnic}コマンドを入力することは、使用中のモジュールを判別するのに役立
ちます。

eNICまたは fNICに多数の参照があり、依存関係すべてを削除することができない場
合、システムをリブートします。

（注）

ステップ 9 新しいドライバがロードされていることを確認します。
/sbin/lsmod | grep {enic| fnic}

ステップ 10 （任意） FCCツールを実行するには、次の引数のいずれかを使用して fccコマンドを入力しま
す。
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説明引数

すべての FCホスト、リモートポート、LUNを示します。指定された引数なし

FCコマンドをすべて表示します。
現時点で動作するのは list、luns、stats、info、resetコマ
ンドだけです。その他のオプションは、ソフトウェア

FCoEスタックだけでサポートされます。

（注）

fcc --help

単一のホストに関連付けられたホスト、ポート、および LUNだけ
を一覧表示します。

fcc list hosthost-num

指定したホストをリセットします。fcc reset hosthost-num

ドライバとともにパッケージ化されている、関連するファイバチャネルHBA、リモートポート、
LUNをすべて表示するために使用できるFCCツール。make installコマンドを入力すると、/root/bin/
ディレクトリに FCCをコピーし、/bin/ディレクトリにこのファイルへのリンクを作成します。

次に、tmpというフォルダに tarballバージョン 11を展開し、ドライバをインストールする例を示
します。ドライバはリブート方式を使用してロードされます。

$ cp enic-11.tar.gz /tmp
$ cd /tmp
$ tar xvfz enic-11.tar.gz
$ cd enic-11
$ make CONFIG_ENIC=m
# make CONFIG_ENIC=m install

次の作業

リブート後、次のコマンドを実行して正しいドライバをロードさせることができます。

$ ([root@linux-host]# dmesg | grep -i fnic
$ fnic: Cisco FCoE HBA Driver, ver 1.5.0.1
$ scsi0 : fnic
$ scsi1 : fnic
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第 3 章

Cisco UCS VIC ドライバのアンインストール

この章の内容は、次のとおりです。

• Linuxドライバのアンインストール, 11 ページ

Linux ドライバのアンインストール
管理接続が eNICの場合、ドライバのインストールを完了するには、シリアルまたは KVMコン
ソールを使用することを推奨します。現在のドライバの rmmodを完了すると、eNICのネットワー
ク接続が失われます。

SANストレージからブートする場合、SANLUNの使用にこのドライバが必要となるため、rmmod
fNICコマンドを使用して既存の fNICドライバを削除することはできません。代わりに、rpm
--erase old-kmod-fnic-rpm-nameコマンドを入力して古い RPMを消去します。

手順

ステップ 1 次のいずれかのコマンドを入力して、既存のドライバを削除します。

コマンドドライバ

rpm -e kmod-enicRHEL用 eNICドライバ

rpm -e cisco-enic-kmp-defaultSuSE用 eNICドライバ

/sbin/rmmod fnicRHEL用 fNICドライバ

rpm -e cisco-fnic-kmp-defaultSuSE用 fNICドライバ

ステップ 2 ホストをリブートします。

ホストをリブートできない場合、手動で実行中のドライバをアンロードし、次のコマンドを入力

して以前にインストールされたドライバをリロードします。

rmmod enic
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modprobe enic

ステップ 3 ドライバがホストから削除されていることを確認します。
sbin/lsmod | grep {enic | fnic}
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