
内部的な依存関係

この章は、次の項で構成されています。

•内部的な依存関係（1ページ）

内部的な依存関係
ここでは、Cisco UCSハードウェアと Cisco IMCのバージョン間の相互依存について説明しま
す。

UCS Managerは、このリリースではサポートされていません。（注）

サポートされているサーバと推奨バージョン

推奨されるバージョン最小バージョンサーバ

3.0(1)2.0(13)3260 M4

3.0(1)2.0(7)3260 M3

3.0(1)2.0(2)C3160 M3

3.0(1)1.5(6)C460 M4

3.0(1)2.0(3)C220 M4

3.0(1)2.0(3)C240 M4

3.0(1)1.4(4)C220 M3

3.0(1)1.4(4)C240 M3

3.0(1)1.4(5)C22 M3

3.0(1)1.4(5)C24 M3
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サポートされているアダプタと推奨バージョン

サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-
シリーズ v4、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4

3.0(1)1.5(1)Intelイーサネット I350-T4
オンボードコントローラ

LOM

C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(3)X540デュアルポート 10
ギガビットイーサネット

オンボードコントローラ

LOM
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C3X60 M3

3.0(1)2.0(3)Intelイーサネット I350
mLOM 1 Gbpsネットワー
クコントローラ

NIC

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C3X60 M3

3.0(1)2.0(3)UCS VIC 1227 10Gbps 2
ポート CNA SFP +

CNA

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C3X60 M3

3.0(1)2.0(3)UCSVIC1227T 10-Gbase-T
2ポート CNA

CNA
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/e5-シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2

2.0(9)1.3(3)P81Eデュアルポート
10-Gbps Ethernet to PCIe仮
想インターフェイスカー

ド

CNA
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/E5-シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C220 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v3、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v3、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v4、C240 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v4、C460 M4 w/E7シリーズ
v2、C460M4w/E7シリーズ v3、
C460 M4 w/E7シリーズ v4

3.0(1)1.5(1)UCS VIC 1225 10-Gbps 2
ポート CNA SFP +

CNA
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/E5-シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C220 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v3、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v3、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v4、C240 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v4、C460 M4 w/E7シリーズ
v2、C460M4w/E7シリーズ v3、
C460 M4 w/E7シリーズ v4

3.0(1)1.5(1)UCSVIC1225T 10-Gbase-T
2ポート CNA

CNA
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C22 M3 (SFF) w/e5
シリーズ v2、C22M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C24 M3 (SFF) w/e5
シリーズ v2、C24M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3、C460 M4 w/E7シリーズ
v4

3.0(1)2.0(1)UCSVIC 1285 40GQSFP +
2ポート CNA

CNA

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(4)UCSVIC 1385 40GQSFP +
2ポート CNA

CNA

内部的な依存関係

7

内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C3X60 M3

3.0(1)2.0(9)UCSVIC 1387 40GQSFP +
2ポート CNA

CNA

C3X60 M3、C3X60 M43.0(1)2.0(7)UCSC-C3260-SIOCCNA
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/E5-シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C220 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v3、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v3、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v4、C240 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v4、C460 M4 w/E7シリーズ
v2、C460M4w/E7シリーズ v3、
C460 M4 w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(1)Emulex OCe14102デュア
ルポート 10G CNA

CNA
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(9)EmulexOCe14102Bデュア
ルポート 10G CNA

CNA

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4

3.0(1)1.5(1)OneConnect OCe10102-FX
デュアルポート 10-Gbps
Ethernet to PCIe統合型
ネットワークアダプタ

CNA

内部的な依存関係
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/e5-
シリーズ v2、C22M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C22M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C24 m3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C24M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2

3.0(1)1.5(1)QLE8242デュアルポート
10-Gbps Ethernet to PCIe統
合型ネットワークアダプ

タ

CNA
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-
シリーズ v4、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4

3.0(1)2.0(1)QLE8362デュアルポート
10-Gbps Ethernet to PCIe統
合型ネットワークアダプ

タ

CNA
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-
シリーズ v4、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4、C3X60 M4

3.0(1)1.5(1)X520デュアルポート 10
ギガビットイーサネット

PCIeアダプタ

CNA

内部的な依存関係
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内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-
シリーズ v4、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4

3.0(1)1.5(1)X540デュアルポート 10
ギガビットイーサネット

PCIeアダプタ

NIC

内部的な依存関係
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内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/e5-
シリーズ v2、C22M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C22M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C24 m3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C24M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2

3.0(1)1.4(3)NetXtreme II 57712 SFP+
デュアルポート 10ギガ
ビットイーサネットPCIe
アダプタ

NIC

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C22 M3 (SFF) w/e5
シリーズ v2、C22M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C24 M3 (SFF) w/e5
シリーズ v2、C24M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3、C460 M4 w/E7シリーズ
v4

3.0(1)1.5(1)Broadcom 57810 10 GbE
SFP + CNAギガビット
イーサネットPCIeアダプ
タ

NIC

内部的な依存関係
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内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-
シリーズ v4、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4

3.0(1)1.4(1)SANbladeQLE2462 4-Gbps
Fibre Channel to PCI
Expressホストバスアダ
プタ

HBA

内部的な依存関係
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内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-
シリーズ v4、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4、C3X60 M4

3.0(1)1.4(1)SANbladeQLE2562 8-Gbps
Fibre Channel to PCI
Expressホストバスアダ
プタ

HBA

内部的な依存関係
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内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-
シリーズ v4、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4、C3X60 M4

3.0(1)1.5(5)SANblade QLE2672
16-Gbps Fibre Channel to
PCI Expressホストバスア
ダプタ

HBA

内部的な依存関係
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内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(9)QLE8442 10G BaseTデュ
アルポート10ギガビット
イーサネットPCIeアダプ
タ

NIC

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(9)QLE8442 SFP+デュアル
ポート10ギガビットイー
サネット PCIeアダプタ

NIC

内部的な依存関係

19

内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C22 M3 (SFF) w/e5
シリーズ v2、C22M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C24 M3 (SFF) w/e5
シリーズ v2、C24M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3

3.0(1)1.4(1)LightPulse LPe11002 4-Gbps
Fibre Channel PCI Express
ホストバスアダプタ

HBA

内部的な依存関係
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内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-
シリーズ v4、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4

3.0(1)1.4(2)LightPulseLPe12002 8-Gbps
Fibre Channel PCI Express
ホストバスアダプタ

HBA

内部的な依存関係
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内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-
シリーズ v4、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4、C3X60 M4

3.0(1)1.5(3)LightPulse LPe16002
16-Gbps Fibre Channel PCI
Expressホストバスアダ
プタ

HBA

内部的な依存関係
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内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/e5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3

3.0(1)2.0(1)SFN6122Fデュアルポー
ト 10G SFP +

NIC

C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C240 M3 (LFF) w/E5-シリー
ズ v2、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C220 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v3、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v3、C460M4w/E7
シリーズ v2

3.0(1)2.0(3)SFN7122Fデュアルポート
10G SFP +

NIC

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2

3.0(1)2.0(4)SFN7322Fデュアルポート
10G SFP +

NIC

内部的な依存関係
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内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/e5-シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/e5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/e5
シリーズ v2、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v3、C220 M4
(LFF) w/E5シリーズ v3、C240
M4 (SFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (LFF) w/E5シリーズ
v3、C460M4w/E7シリーズ v2、
C460 M4 w/E7シリーズ v3

3.0(1)2.0(1)ConnectX-3 EN 10ギガ
ビットイーサネット

NIC

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3

3.0(1)2.0(8)ConnectX-3 PRO 40ギガ
ビットイーサネット

NIC

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3

3.0(1)2.0(9)ConnectX-4
MCX416A-BCAT EN 40
GbEデュアルポート
QSFP+ネットワークアダ
プタ

NIC

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3

3.0(1)2.0(9)ConnectX-4
MCX416A-CCAT EN 100
GbEデュアルポート
QSFP+ネットワークアダ
プタ

NIC

内部的な依存関係
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3

3.0(1)2.0(9)ConnectX-4
MCX4421A-ACAN EN 25
GbEデュアルポート
QSFP+ネットワークアダ
プタ

NIC

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(13)Cisco (R)イーサネット統
合 NIC X710-DA4

NIC

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(13)Cisco (R)イーサネット統
合 NIC XL710-QDA2

NIC

内部的な依存関係

25

内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(13)Cisco (R)イーサネット統
合 NIC X710-DA2

NIC

内部的な依存関係
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS (SFF)w/E5-シリー
ズ、C22 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C22 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ、C24 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ、C220 M3 (SFF) w/E5シリー
ズ v2、C220 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C240 M3 (LFF)
w/e5-シリーズ v2、C22M3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C22M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C24 m3 (SFF)
w/E5シリーズ v2、C24M3 (LFF)
w/E5シリーズ v2、C220 M4
(SFF) w/E5シリーズ v3、C220
M4 (LFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-
シリーズ v4、C240m4 (SFF)w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4、C3X60 M4

3.0(1)1.5(1)Intelイーサネットサーバ
アダプタ I350-T4

NIC

内部的な依存関係
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/e5-
シリーズ v2、C22M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C22M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C24 m3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C24M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v3、C220 M4
(LFF) w/E5シリーズ v3、C240
M4 (SFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (LFF) w/e5シリーズ
v3、C220 M4 (SFF) w/E5シリー
ズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-シ
リーズ v4、C240 m4 (SFF) w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C460M4w/E7
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v3、C460M4w/E7シリー
ズ v4

3.0(1)1.4(1)NetXtreme II 5709クアッ
ドポートギガビットイー

サネット PCIeアダプタ

NIC

内部的な依存関係

28

内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/e5-
シリーズ v2、C22M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C22M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C24 m3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C24M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v3、C220 M4
(LFF) w/E5シリーズ v3、C240
M4 (SFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (LFF) w/e5シリーズ
v3、C220 M4 (SFF) w/E5シリー
ズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-シ
リーズ v4、C240 m4 (SFF) w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4

3.0(1)1.4(1)NetXtreme II 5709デュア
ルポートギガビットイー

サネット PCIeアダプタ

NIC

内部的な依存関係

29

内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/e5-
シリーズ v2、C22M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C22M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C24 m3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C24M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v3、C220 M4
(LFF) w/E5シリーズ v3、C240
M4 (SFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (LFF) w/e5シリーズ
v3、C220 M4 (SFF) w/E5シリー
ズ v4、C220 M4 (LFF) w/e5-シ
リーズ v4、C240 m4 (SFF) w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4

3.0(1)1.4(3)Broadcom57712 10GBaseT
デュアルポート 10ギガ
ビットイーサネットPCIe
アダプタ

NIC

C22M3(SFF)w/E5シリーズ、C22
M3(LFF) w/E5シリーズ、C24
M3(SFF) w/E5シリーズ、C24
M3(LFF) w/E5シリーズ、C22
M3(SFF) w/E5シリーズ v2、C22
M3(LFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3(SFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3(LFF) w/E5シリーズ v2

3.0(1)1.4(6)MegaRAID 9240-8i PCIe
RAIDコントローラ

スト

レージ

内部的な依存関係
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3(SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3(LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3(SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3(LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS(SFF) w/E5シリー
ズ、C220M3(SFF)w/E5シリーズ
v2、C220 M3(LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3(SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3(LFF) w/E5
シリーズ v2

3.0(1)1.4(7)LSI 9266-8i MegaRaid SAS
HBA、LSI 9266CV-8i
MegaRaid SAS HBA

スト

レージ

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/e5-シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2

3.0(1)1.4(3)Cisco UCSC RAID SAS
2008M-8i

スト

レージ

内部的な依存関係
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (LFF) w/e5シリーズ、
C24 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/e5-シ
リーズ w/E5シリーズ v2、C22
M3 (SFF) w/E5シリーズ v2、C22
M3 (LFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3 (SFF) w/E5シリーズ v2、
C220 M4 (SFF) w/e5-シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5
シリーズ v4、C220 M4 (LFF)
w/E5シリーズ v4、C240 M4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C3X60 M3

3.0(1)1.5(3)LSI内蔵 SWRAID
（MegaSR）

スト

レージ

C22M3(SFF)w/E5シリーズ、C22
M3(LFF) w/E5シリーズ、C24
M3(SFF) w/E5シリーズ、C24
M3(LFF) w/E5シリーズ、C22
M3(SFF) w/E5シリーズ v2、C22
M3(LFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3(SFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3(LFF) w/E5シリーズ v2

3.0(1)1.4(6)LSI 9271CV-8i MegaRaid
SAS HBA

スト

レージ

C22M3(SFF)w/E5シリーズ、C22
M3(LFF) w/E5シリーズ、C24
M3(SFF) w/E5-シリーズ、C24
M3(LFF) w/E5シリーズ、C22
M3(SFF) w/E5シリーズ v2、C22
M3(LFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3(LFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3(SFF) w/E5シリーズ v2

3.0(1)1.4(6)LSI 9220-4i MegaRaid SAS
HBA

スト

レージ

内部的な依存関係
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C22M3(SFF)w/E5シリーズ、C22
M3(LFF) w/E5シリーズ、C24
M3(SFF) w/E5-シリーズ、C24
M3(LFF) w/E5シリーズ、C22
M3(SFF) w/E5シリーズ v2、C22
M3(LFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3(LFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3(SFF) w/E5シリーズ v2

3.0(1)1.4(6)LSI 927-8iMega-RAIDSAS
HBA

スト

レージ

C22M3(SFF)w/E5シリーズ、C22
M3(LFF) w/E5シリーズ、C24
M3(SFF) w/E5-シリーズ、C24
M3(LFF) w/E5シリーズ、C22
M3(SFF) w/E5シリーズ v2、C22
M3(LFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3(LFF) w/E5シリーズ v2、C24
M3(SFF) w/E5シリーズ v2

3.0(1)1.5(3)LSI 9271CV-8i MegaRaid
SAS HBA

スト

レージ

C220 M3(SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3(LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3(SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3(LFF) w/E5シリーズ、
C240M3NEBS(SFF) w/E5シリー
ズ、C220M3(SFF)w/E5シリーズ
v2、C220 M3(LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3(SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3(LFF) w/E5
シリーズ v2

3.0(1)1.5(3)LSI 9271CV-8i MegaRaid
SAS HBA

スト

レージ

内部的な依存関係
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C22 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C24 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/e5-
シリーズ v2、C22M3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C22M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C24 m3 (SFF) w/E5
シリーズ v2、C24M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2

3.0(1)1.5(3)LSI 9286CV-8e MegaRaid
SAS HBA

スト

レージ

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/e5-シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2

3.0(1)1.4(7)LSI 9285CV-8e MegaRaid
SAS HBA

スト

レージ

C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)1.5(7)LSINytroMegaRaid 8110-4i
SAS HBA

スト

レージ

内部的な依存関係
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4

3.0(1)2.0(3)LSI 9361-8i MegaRAID
SAS HBA

スト

レージ

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4

3.0(1)2.0(13)Cisco 12G SAS HBAスト

レージ

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4

3.0(1)2.0(3)Cisco 12G SASモジュラ
RAIDコントローラ

スト

レージ

C3X60 M33.0(1)2.0(2)UCS C3X60ストレージ
サーバ用 Cisco RAIDコン
トローラ

スト

レージ

C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(3)C460用 Cisco 12G SASモ
ジュラ RAIDコントロー
ラ

スト

レージ
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4 w/E7シリーズ v3、C460 M4
w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(3)Cisco 9300-8e 12G SAS
HBA

スト

レージ

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4

3.0(1)2.0(4)Cisco 12Gモジュラ SAS
パススルーコントローラ

スト

レージ

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4

3.0(1)2.0(13)Cisco 12Gモジュラ SAS
パススルーコントローラ
(UCSC-PSAS12GHBA)

スト

レージ

C3X60 M33.0(1)2.0(4)UCS 3x60 12G SASパスス
ルーコントローラ

スト

レージ

C3X60 M43.0(1)2.0(13)M4サーバ用 Cisco UCS
C3000RAIDコントローラ

スト

レージ

C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ3.0(1)1.5(3)Intel組み込み SWRAID
(RSTe)

スト

レージ
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v4、C3X60 M3

3.0(1)2.0(3)Intel 6ポート SATA AHCI
コントローラ

スト

レージ

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/e5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3、C460 M4 w/E7シリーズ
v4

3.0(1)2.0(1)Virident FlashMAX II 2.2
TB

フラッ

シュ

（Flash）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ、C240 M3 (LFF) w/E5シ
リーズ

3.0(1)2.0(1)HGST FlashMAX III 1.1
TB/2.2 TB

フラッ

シュ

（Flash）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/e5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3、C460 M4 w/E7シリーズ
v4

3.0(1)1.5(3)UCS (365GB/785GB/1.2
TB/3.0 TB) MLCフュー
ジョン ioDrive2

フラッ

シュ

（Flash）
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/e5-シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2

3.0(1)2.0(1)UCS 1.6 TBフュージョン
IoScale 2

フラッ

シュ

（Flash）

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/e5-シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/E5
シリーズ v2

3.0(1)2.0(1)UCS (1 TB/1.3 TB/2.6
TB/5.2 TB) MLCフュー
ジョン ioMemory3

フラッ

シュ

（Flash）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4w/E7シリーズ v3、C3X60M4

3.0(1)2.0(3)UCS (1 TB PX/1.3 TB
PX/2.6 TB PX/5.2 TB
PX/3.2 TB SX/6.4 TB SX)
MLCフュージョン
ioMemory3

フラッ

シュ

（Flash）

内部的な依存関係

38

内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/e5
シリーズ v3、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C220 M4
(LFF)w/e5-シリーズv4、C240m4
(SFF) w/E5シリーズ v4、C240
M4 (LFF) w/E5シリーズ v4、
C460M4w/E7シリーズ v2、C460
M4w/E7シリーズ v3、C3X60M4

3.0(1)2.0(9)UCS (1.3 TB/1.6 TB/3.2
TB/6.4 TB) SanDisk
ioMemory SX350

フラッ

シュ

（Flash）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (SFF) w/E5シリー
ズ v4、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C460M4w/E7シリー
ズ v2、C460 M4 w/E7シリーズ
v3、C460 M4 w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(9)Cisco UCS (SN100)
800GB/1.6 TB 2.5ーNVMe
ベース PCIe SSD

NVMe
PCIe
SSD

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C240 M4
(LFF) w/E5シリーズ v4、C460
M4 w/E7シリーズ v2、C460 M4
w/E7シリーズ v3、C460M4w/E7
シリーズ v4

3.0(1)2.0(13)Cisco UCS (SN150) HHHL
1900 GB/3800GB NVMe
ベース PCIe SSD

NVMe
PCIe
SSD

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (SFF) w/E5シリー
ズ v4、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C460M4w/E7シリー
ズ v2、C460 M4 w/E7シリーズ
v3、C460 M4 w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(13)Cisco UCS (P3700)
400GB/800GB2.5ーNVMe
ベース PCIeSSD

NVMe
PCIe
SSD
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (SFF) w/E5シリー
ズ v4、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C460M4w/E7シリー
ズ v2、C460 M4 w/E7シリーズ
v3、C460 M4 w/E7シリーズ v4

3.0(1)2.0(13)Cisco UCS (P3600)
800GB/1600GB 2.5ー
NVMeベース PCIe SSD

NVMe
PCIe
SSD

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C240 M4
(LFF) w/E5シリーズ v4、C460
M4 w/E7シリーズ v2、C460 M4
w/E7シリーズ v3、C460M4w/E7
シリーズ v4

3.0(1)2.0(13)Cisco UCS (P3700) HHHL
800GB/1600GB NVMeー
NVMeベース PCIe SSD

NVMe
PCIe
SSD

C220 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C220 M4 (LFF) w/E5シリー
ズ v3、C220 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C220 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v4、C240 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C240 M4
(LFF) w/E5シリーズ v4、C460
M4 w/E7シリーズ v2、C460 M4
w/E7シリーズ v3、C460M4w/E7
シリーズ v4

3.0(1)2.0(13)Cisco UCS (P3600) HHHL
1200GB/2000GB NVMeー
NVMeベース PCIe SSD

NVMe
PCIe
SSD

C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C240 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2

3.0(1)2.0(1)Nvidia Grid K1
P2401-502、PLX BAス
テッピング

GPU

C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C240 M3 (LFF) w/E5シリー
ズ v2

3.0(1)2.0(1)Nvidia Grid K2
P2055-552、PLX BAス
テッピング

GPU
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C240 M3 (LFF) w/e5シリー
ズ v2、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3

3.0(1)2.0(1)Nvidia Grid K1
P2401-502、PLX CAス
テッピング

GPU

C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C240 M3 (LFF) w/e5シリー
ズ v2、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460M4w/E7シリー
ズ v3

3.0(1)2.0(1)Nvidia Grid K2
P2055-552、PLX CAス
テッピング

GPU

C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C240 M3 (LFF) w/E5-シリー
ズ v2、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C240 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C240 M4
(LFF) w/E5シリーズ v4、C460
M4 w/E7シリーズ v2、C460 M4
w/E7シリーズ v3、C460M4w/E7
シリーズ v4

3.0(1)2.0(3)Nvidia Tesla K10 P2055-202GPU

内部的な依存関係

41

内部的な依存関係

内部的な依存関係



サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C240 M3 (LFF) w/E5-シリー
ズ v2、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C240 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C240 M4
(LFF) w/E5シリーズ v4、C460
M4 w/E7シリーズ v2、C460 M4
w/E7シリーズ v3、C460M4w/E7
シリーズ v4

3.0(1)1.5(3)Nvidia Tesla K20m 5GB
P2081-208

GPU

C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C240 M3 (LFF) w/E5-シリー
ズ v2、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C240 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C240 M4
(LFF) w/E5シリーズ v4、C460
M4 w/E7シリーズ v2、C460 M4
w/E7シリーズ v3、C460M4w/E7
シリーズ v4

3.0(1)1.5(3)Nvidia Tesla K20Xm 6GB
P2081-200

GPU

C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ
v2、C240 M3 (LFF) w/E5-シリー
ズ v2、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v3、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v3、C240 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v4、C240 M4
(LFF) w/E5シリーズ v4、C460
M4 w/E7シリーズ v2、C460 M4
w/E7シリーズ v3、C460M4w/E7
シリーズ v4

3.0(1)2.0(3)Nvidia Tesla K40m 12G
P2081-202

GPU
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v4、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460m4w/E7シリー
ズ v3、C460 M4 w/E7シリーズ
v4

3.0(1)2.0(6)TESLAK80 24GP2080-200GPU

C240 M4 (SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4 (LFF) w/e5シリー
ズ v3、C240 M4 (SFF) w/E5シ
リーズ v4、C240 M4 (LFF) w/E5
シリーズ v4、C460 M4 w/E7シ
リーズ v2、C460m4w/E7シリー
ズ v3、C460 M4 w/E7シリーズ
v4

3.0(1)2.0(9)Nvidia M60 PG402-060
Passive R2L 225W/300W

GPU

C240 M4(SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4(LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4(SFF) w/E5シ
リーズ v4、C240 M4(LFF) w/E5
シリーズ v4

3.0(1)3.0(1)Tesla P100 PH400-201
PASSIVE、250W、FF
3.0、16 GB

GPU

C220 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (SFF) w/E5シリーズ、
C240 M3 (LFF) w/E5シリーズ、
C220 M3 (SFF) w/e5-シリーズ
v2、C220 M3 (LFF) w/e5シリー
ズ v2、C240 M3 (SFF) w/E5シ
リーズ v2、C240 M3 (LFF) w/e5
シリーズ v2、C220 M4 (SFF)
w/E5シリーズ v3、C220 M4
(LFF) w/E5シリーズ v3、C240
M4 (SFF) w/E5シリーズ v3、
C240 M4 (LFF) w/E5シリーズ
v3、C460M4w/E7シリーズ v2、
C460 M4 w/E7シリーズ v3

3.0(1)1.5(3)APEX2800フラッ

シュ

（Flash）
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サポートされるプラットフォー

ム

推奨される

バージョン

サポート

されてい

る初回リ

リース

アダプタアダプ

タのタ

イプ

（Adapter
Type）

C240 M4(SFF) w/E5シリーズ
v3、C240 M4(LFF) w/E5シリー
ズ v3、C240 M4(SFF) w/E5シ
リーズ v4、C240 M4(LFF) w/E5
シリーズ v4

3.0(1)2.0(4)01-08003-00 – Magma x16
[Gen3]ホストインター
フェイスカード

GPUエ
クスパ

ンダ
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