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はじめに

•対象読者（vページ）
•表記法（vページ）
•関連 Cisco UCS資料（viiページ）
•マニュアルに関するフィードバック（viiページ）

対象読者
このガイドは、次の1つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対
象にしています。

•サーバ管理

•ストレージ管理

•ネットワーク管理

•ネットワークセキュリティ

表記法

説明テキストのタイプ

タブの見出し、領域名、フィールドラベルなどの GUI要素は、イタ
リック体（italic）で示しています。

ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルなどのメイ

ンタイトルは、ボールド体（bold）で示しています。

GUI要素

マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。マニュアルのタイトル

テキストベースのユーザインターフェイスでは、システムによって

表示されるテキストは、courierフォントで示しています。
TUI要素
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説明テキストのタイプ

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

システム出力

CLIコマンドのキーワードは、this fontで示しています。

CLIコマンド内の変数は、イタリック体（this font）で示しています。

CLIコマンド

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]

どれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで
囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y | z}

どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、
縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用しませ
ん。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみなされま
す。

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示してい

ます。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲ん

で示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、
コメント行であることを示します。

!、#

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、

ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ヒント

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき

ます。

ワンポイントアドバイ

ス

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work
on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard
practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate
its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

警告

関連 Cisco UCS資料

ドキュメントロードマップ

すべてのBシリーズマニュアルの完全なリストについては、以下のURLで入手可能な『Cisco
UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してください。https://www.cisco.com/c/en/
us/td/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/UCS_roadmap.html

すべての C-Seriesマニュアルの完全なリストについては、次の URLで入手可能な『『Cisco
UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』』を参照してください。https://www.cisco.com/c/
en/us/td/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/ucs_rack_roadmap.html

管理用の UCS Managerと統合されたラックサーバでサポートされるファームウェアバージョ
ンとサポートされる UCS Managerバージョンについては、『Release Bundle Contents for Cisco
UCS Software』を参照してください。

その他のマニュアルリソース

ドキュメントの更新通知を受け取るには、CiscoUCSDocs onTwitterをフォローしてください。

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、ucs-docfeedback@external.cisco.comまでコメントをお送りください。ご協力
をよろしくお願いいたします。
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第 1 章

Linuxドライバのインストール

• Linuxドライバのインストールの前提条件（1ページ）
• OSインストール中の Linuxドライバのインストール（1ページ）
• SANストレージおよび fNICドライバへの Linuxのインストール（2ページ）
• RPMを使用した Linuxドライバのインストール（3ページ）
•ソース Tarballを使用した Linuxドライバのインストール（4ページ）

Linuxドライバのインストールの前提条件
ドライバのインストールに関する次のベストプラクティスに従っていることを確認してくださ

い。ドライバをアップグレードする前に、次の順序でインフラストラクチャをインストールま

たはアップグレードします。

•インフラストラクチャファームウェア（UCS Managerを含む）、ファブリックインター
コネクト、およびシャーシ I/Oモジュールをアップグレードします。

•サーバやアダプタのファームウェアをアップグレードします。

適切なアップグレード手順に従わない場合、サーバがクラッシュする恐れがあります。注意

OSインストール中の Linuxドライバのインストール

この手順で示される例は、Linuxオペレーティングシステム配布 RHELにあります。（注）

手順

ステップ 1 BIOS設定で CDNを有効にします。

UCS Manager 4.0の Cisco UCS VICドライバのインストールガイド
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ステップ 2 vMediaで RHELインストール .ISOイメージを使用してサーバを起動します。

ステップ 3 [Red Hat Installation]メニューで、[Install Red Hat Enterprise Linux]を選択しますが、まだ
[Enter]を押さないでください。

ステップ 4 設定オプションを編集するために、タブキーを押します。

ステップ 5 vmlinuz行の末尾に ddを追加し、 Enterキーを押します。

一貫性のあるデバイス名 (CDN)を設定するために、biosdevname = 1オプションを ddの横に追
加します。

ステップ 6 [Driver disk device selection]メニューが表示されるとき、インストール .ISOイメージのマップ
を解除し、ドライバの .ISOイメージをマップします。

ステップ 7 rを押してメニューを更新します。

ドライバのリストが表示されます。

ステップ 8 ドライバをインストールするために、対応するドライバ番号を入力します。

ステップ 9 ドライバ .ISOのマップを解除し、インストール .ISOイメージを基にマップします。

ステップ 10 rを押して、正しい .ISOイメージがロードされていることを確認します。

ステップ 11 cを押して、インストールを続行します。詳細については、『RHEL 7.X Deployment Guide』を
参照してください。

ステップ 12 RHELのインストールを完了します。

ステップ 13 デフォルトの RHELドライバがドライバ .ISOイメージのドライバに置き換えられていること
を確認します。

eNICドライバの場合：cat /sys/module/enic/version

fNICドライバの場合： cat /sys/module/fnic/version

特定のVNICに割り当てられたCDNラベルを表示するには、ホスト端末でbiosdevname -d
コマンドを使用します。

SANストレージおよび fNICドライバへの Linuxのインス
トール

この手順で示される例は、Linuxオペレーティングシステム配布 RHELにあります。

手順

ステップ 1 Cisco VIC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。

UCS Manager 4.0の Cisco UCS VICドライバのインストールガイド
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この手順の実行方法については、『Cisco UCSManager 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 インストール先として SANストレージデバイスを選択します。

ステップ 5 OSのインストールを終了します。

ステップ 6 OSのインストールが完了したら、Ciscoドライバ .ISOイメージから fNICドライバをインス
トールします。

ステップ 7 ドライバが正常にインストールされた後で、サーバを再起動します。

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、シリアルまたはKVMのコンソールを使用してドライバのインストー
ルを完了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。

手順

ステップ 1 使用しているドライバに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.x86_64.rpmRHELの eNICドライバ

rpm -ivh cisco-enic-kmp-default- version.x86_64.rpmeNICドライバ SUSE 12以前

rpm -ivh cisco-enic-kmp-xen- version.x86_64.rpmeNICドライバ SUSE 12以前

XENサポート

rpm -ivh cisco-enic-usnic-kmp-default-
version.x86_64.rpm

eNICドライバ SUSE 12.1以降

rpm -ivh cisco-enic-usnic-kmp-default-
version.x86_64.rpm

eNICドライバ SUSE 12.1以降

XENサポート

rpm -ivh kmod-fnic- version.x86_64.rpmRHELの fNICドライバ

rpm -ivh cisco-fnic-kmp-default- version.x86_64.rpmSuSEの eNIC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。

•ホストをリブートします。

UCS Manager 4.0の Cisco UCS VICドライバのインストールガイド
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• 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と、使用中のモジュールを判別するのに役立ちます。
rmmod {enic | fnic}を使用して、ドライバを削除します。

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。

ソース Tarballを使用した Linuxドライバのインストール

手順

ステップ 1 Tarballファイルの解凍およびドライバのインストール/ビルド：

例：

$ tar xf enic-<version>.tar.bz2
$ cd enic-<version>
$ ./autogen.sh
$ ./configure
$ make
# make install (requires administrative privileges)

ステップ 2 ドライバがインストールされた後、新しい enicドライバでブートローダを再作成します。

例：

SLES12:
# mkinitrd --force -m enic (make initrd ramfs image with enic module)

デフォルトでは、SLESがサードパーティ製のカーネルモジュールをサポートしていないこと
に注意してください。サポートされていないモジュールを有効にするには、

「allow_unsupported_modules 1」を /etc/modprobe.d/10-unsupported-modules.confに追加する必要
があります。

更新された Cisco usNICドライバもコンパイルおよびインストールする必要ががあることにも
注意してください。Cisco usNICドライバソースコードは、enicソースと同じ UCSドライバ
ダウンロードの一部です。

SLES11:
# mkinitrd -m enic

RHEL/CentOS 6.x、7. x、X:

UCS Manager 4.0の Cisco UCS VICドライバのインストールガイド
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# mkinitrd <img file> <kernel version> --force --preload enic

例：

# mkinitrd /boot/initramfs-3.10.0-123.el7.x86_64.img \
3.10.0-123.el7.x86_64 --force --preload enic

Ubuntu：
# mkinitramfs -o /boot/initrd.img-`uname -r` `uname -r`

この時点でドライバはインストールされていますが、動作中のカーネルではロードされていま

せん。

ステップ 3 更新された enicドライバをロードするには 2つの方法があります。

•自動：enicドライバが正常にインストールされている場合、サーバを再起動して実行中の
カーネルにロードする必要があります。Linux分散が古い enicドライバのインボックス
バージョンであった場合でも、新しくインストールされたenicドライバを優先する必要が
あります。

•手動：以前の enicを手動でアンロードし新しい enicドライバをロードすることは、一部
のシナリオで可能ですが推奨されません。たとえば、SLESは実行中のカーネルのrmmod'ing
カーネルモジュールをサポートしていません。SuSEは、/etc/modprobe.d/でモジュールを
設定し、再起動を推奨します。この手順では、管理者権限が必要です。

1. 現在実行中のドライバをアンロードします。
# rmmod enic

このコマンドを実行する際に、enicインターフェイスを介して enicドライバ
をアンロードするサーバに接続していないことを確認します。接続している

場合、接続が保持されます。たとえば、このコマンドをコンソールまたは

KVMセッションのいずれかで実行できます。

（注）

2. ローカルビルドディレクトリから最新のドライバをロードします。
# /sbin/insmod ./enic.ko

または、ドライバがインストールされている場合、ライブラリ/モジュールからロード
することができます。

# /sbin/modprobe enic

ステップ 4 Enicドライバを更新しロードした後、カーネルが更新されたドライバを実行していることを確
認する必要があります。

a) ドライバ名「Enic」が実行中のカーネルに存在していることを確認します。# /sbin/lsmod

| grep enic

b) カーネルログをチェックして、最後にロードされた enicドライバのバージョンを表示しま
す。# /bin/dmesg | grep enic

c) バージョンが予想通りのものであることを確認します。

UCS Manager 4.0の Cisco UCS VICドライバのインストールガイド
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d) カーネルに最後にロードされたenicバージョンを必ず確認してください。たとえば、dmesg
では以前の enicドライバがロードされてから引き続きログメッセージが表示される可能性
があります。

UCS Manager 4.0の Cisco UCS VICドライバのインストールガイド
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第 2 章

Windows 2016/2019ドライバーのインストー
ル

• Windows 2016/2019ドライバのインストールの前提条件（7ページ）
• OSインストール中のWindows 2016/2019ドライバのインストール（8ページ）
• Windows 2016/2019ドライバーの更新（8ページ）

Windows 2016/2019ドライバのインストールの前提条件
Windowsドライバのインストールに関する次のベストプラクティスに従っていることを確認
してください。ドライバをアップグレードする前に、次の順序でインフラストラクチャをアッ

プグレードする必要があります。

•インフラストラクチャファームウェア（UCS Managerを含む）、ファブリックインター
コネクト、およびシャーシ I/Oモジュールをアップグレードします。

•サーバやアダプタのファームウェアをアップグレードします。

適切なアップグレード手順に従わない場合、サーバがクラッシュする恐れがあります。注意

ドライバのインストールファイルはシステムディスクドライバのタイムアウト値など特定の

レジストリエントリを変更します。ドライバを削除しても、これらの値は復元されません。

注意

ドライバをインストールする前に、VIC 14XXに割り込み数を同数または大きく設定する必要
があります (2 *論理プロセッサ + 4)。割り込み値は、最も近い 2番目の電力に切り上げことが
できます。UCS Manager GUIのイーサネットアダプタポリシーの割り込みフィールドを設定
する方法については、『UCSM Network Management Guide』を参照してください。

（注）

UCS Manager 4.0の Cisco UCS VICドライバのインストールガイド
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OSインストール中のWindows 2016/2019ドライバのイン
ストール

FCまたは iSCSILUNにWindowsをインストールする場合は、OSのインストール中にWindows
用 Cisco VICドライバをインストールする必要があります。OSのインストール時にドライバ
を提供しない場合、システムは LUNを検出できません。

Windows OSのインストール中に、LUNに 1つのパスを提供します。OSがインストールされ
た後、MPIOを有効にし、ブート LUNに 2つ目のパスを追加します。

（注）

手順

ステップ 1 インストール DVDまたは仮想メディアを使用してWindowsのインストールを開始します。

ステップ 2 [Where do you want to install Windows]画面で、[Load Driver]をクリックします。

ステップ 3 ドライバディレクトリを参照し、[OK]をクリックします。ドライバは [Select the drive to be
installed]うウィンドウに表示されます。

ステップ 4 正しいドライバが [Select the drive to be installed]画面に表示されているのを確認し、[Next]をク
リックします。

インストール後、LUNが表示されます。

ステップ 5 ドライバ ISOの割り当てを解除して、、Windowsインストール ISOをマップバックし、OSを
インストールする LUNを選択して、[Next]をクリックします。

ステップ 6 LUNへのWindowsのインストールを継続するか、LUNを [Where do youwant to installWindows?]
画面で選択します。

Windows 2016/2019ドライバーの更新
個別にドライバ ISOをダウンロードし、ISOからドライバを選択します。たとえば、下では
Windows 2016/2019リリースのパスの例を示しています。

• <mounted drive letter>:\Drivers\Windows\Network\Cisco\VIC\W2K16

手順

ステップ 1 デバイスマネージャを起動します。

UCS Manager 4.0の Cisco UCS VICドライバのインストールガイド
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a) [My Computer]を右クリックします。
b) [Manage]を選択します。
c) [Device Manager]を選択します。

ステップ 2 アダプタを展開します。

• eNICドライバでは、[Network Adapters]を展開します。

• fNICドライバについては、[Storage Controllers]を展開します。

ステップ 3 [Devices]リストで、アダプタを右クリックして [Update Driver Software]を選択します。

[Update Driver Software]ウィンドウが開きます。

ステップ 4 [Browse my computer for driver software]を選択します。

ステップ 5 アダプタを選択し、[Next]をクリックします。

ステップ 6 [Install from Disk]ウィンドウで、ドライバファイルを参照し、[OK]をクリックします。

ステップ 7 複数のデバイスのドライバを更新する場合は、再起動の前に最後のデバイスドライバの更新が
完了するまでオペレーティングシステムの再起動要求をキャンセルします。

ステップ 8 [restart]ポップアップの [OK]をクリックしてサーバを再起動します。

ステップ 9 サーバが再起動されたら、[DeviceManager]> [NetworkAdapters]> [Properties]をクリックし、
新しいドライバのバージョンが更新されていることを確認します。
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第 3 章

ESXiドライバのインストール

• ESXドライバのインストールの前提条件（11ページ）
• OSインストール中の ESXiドライバのインストール（11ページ）
• ESXiドライバのインストール（12ページ）
• ESXiドライバの更新（13ページ）

ESXドライバのインストールの前提条件
ドライバのインストールに関する次のベストプラクティスに従っていることを確認してくださ

い。ドライバをアップグレードする前に、次の順序でインフラストラクチャをインストールま

たはアップグレードします。

•インフラストラクチャファームウェア（UCS Managerを含む）、ファブリックインター
コネクト、およびシャーシ I/Oモジュールをアップグレードします。

•サーバやアダプタのファームウェアをアップグレードします。

適切なアップグレード手順に従わない場合、サーバがクラッシュする恐れがあります。注意

OSインストール中の ESXiドライバのインストール
物理メディアの代わりに仮想メディアイメージを使用することができます。

手順

ステップ 1 ホストマシンの DVDドライブに ESXiのインストール DVDを挿入します。

ステップ 2 ESXiホストを再起動します。

ステップ 3 ライセンス契約の条項を受け入れます。

ステップ 4 キーボードタイプを選択します。
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ステップ 5 カスタムドライバのプロンプトが表示されたら、[Yes]をクリックしてカスタムドライバをイ
ンストールします。

ステップ 6 [Add]をクリックして、ESXiのインストール DVDを取り出します。

ステップ 7 追加の eNICまたは fNICドライバ CDを ESXiホストのDVDドライバに入れ、[Next]をクリッ
クします。

ステップ 8 システムドライバをロードするには、[Yes]をクリックします。

ステップ 9 ESXiのインストールを完了します。

ドライバがインストールされると、ドライバ CDを取り出し、ESXiのインストールDVDを挿
入するよう求められます。

次のタスク

次のコマンドを実行すると、VMware vSphere Installation Bundle（VIB）が正常にインストール
されたかどうかを確認できます。

esxcli software vib list |grep -i vib_name

ESXiドライバのインストール
ドライバ ISOイメージから ESXiホストにコピーされたオフラインバンドルをインストールす
るには、この手順を使用できます。

手順

ステップ 1 ESXiホストに ISOイメージの内容を展開します。

ステップ 2 インストールされる eNICまたは fNICドライバを含む offline-bundle.zipファイルを探します。

ステップ 3 rootのような管理者権限で、vSphere Clientから ESXiホストにログインします。

ステップ 4 [DataStoreBrowser]を使用して、offline-bundle.zipファイルをESXiホストのデータストアにアッ
プロードします。

ステップ 5 ホストでメンテナンスモードを開始します。

ステップ 6 SSHまたは iLO/DRACを介して rootとして ESXiコンソールにログインします。

ステップ 7 次のコマンドを実行して、ESXiホストがアクセスできるデータストアに offline-bundle.zipファ
イルをコピーします。

cp offline-bundle.zip /vmfs/volumes/datastore_name

ステップ 8 次のコマンドを実行し、オフラインバンドルを使用してドライバをインストールします。この

コマンドの実行には絶対パスが必要です。

esxcli software vib install –d /path/offline-bundle.zip

例：esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/datastore_name/offline_bundle.zip
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ステップ 9 次のコマンドを実行すると、VMware vSphere Installation Bundle（VIB）が正常にインストール
されているかどうかを確認できます。

esxcli software vib list | grep -i vib_name

ステップ 10 ホストを再起動します。

ステップ 11 メンテナンスモードを終了します。

ESXiドライバの更新
ドライバ ISOイメージから ESXiホストにコピーしたオフラインバンドルをインストールする
には、この手順を使用できます。

手順

ステップ 1 ESXiホストに ISOイメージの内容を展開します。

ステップ 2 インストールされる eNICまたは fNICドライバを含む offline-bundle.zipファイルを探します。

ステップ 3 rootのような管理者権限で、vSphere Clientから ESXiホストにログインします。

ステップ 4 [DataStoreBrowser]を使用して、offline-bundle.zipファイルをESXiホストのデータストアにアッ
プロードします。

ステップ 5 ホストでメンテナンスモードを開始します。

ステップ 6 SSHまたは iLO/DRACを介して rootとして ESXiコンソールにログインします。

ステップ 7 次のコマンドを使用して、ESXiホストがアクセスできるデータストアに offline-bundle.zipファ
イルをコピーします。

cp offline-bundle.zip /vmfs/volumes/datastore_name

ステップ 8 次のコマンドを実行し、オフラインバンドルを使用してドライバをインストールします。この

コマンドの実行には絶対パスが必要です。

esxcli software vib update -d /path/offline-bundle.zip

例：esxcli software vib update -d /vmfs/volumes/datastore_name/offline-bundle.zip

ステップ 9 次のコマンドを実行すると、VMware vSphere Installation Bundle（VIB）が正常にインストール
されているかどうかを確認できます。

esxcli software vib list | grep -i vib_name

ステップ 10 メンテナンスモードを終了します。
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