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改訂履歴
バージョン 1.0

初版リリース

バージョン 1.01

構成検索、Web 保存のわずかな差異、
Modular/Shared Infrastructure ノードの導入、
マルチソリューションの説明およびマイナーな
テキストの修正における説明を追加。

バージョン 1.02

疑似リリースノートとして機能する “What’s New”
セクションを追加。より定期的にマニュアルをリ
フレッシュ。新しい PCIe Airflow Adviser の説明を
追加。

バージョン 1.03

小規模な商品コンテンツを更新。主にバグ修正
をリリース。新着情報を参照してください。

バージョン 1.04

PowerEdge 2製品を追加 (R540/R440、
T640/T440、FC/M640)。誤ったエラーメッセー
ジを抑制する機能を追加。既存製品への様々な
商品の追加。900シリーズおよび700シリーズの
ラック製品向けにファン推定較正を更新。

目的

ユーザガイドの目的は、新しく追加された機能および効率の改善を重視する多くの一般的なユ
ーザワークフロー向けに読まれる事です。さらに、EIPT のインターフェイスおよび出力に使用さ
れる用語を明確に定義するよう努めています。

新着情報
o
o
o

o
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M1000e および VRTX シャーシの R540、R440、T640、T440、FC640 および
M640 の取り扱い開始。
14G 900 シリーズおよび 700 シリーズラックにおけるファン推定値の調整。 エア
フローはわずかに上がり、デルタ温度はわずかに下がります。
お客様のフィードバックに基づき、ノードの数量、出荷および電力や冷却の概算
値に関連しないようなトピックについて、一部の製品にエラーメッセージを抑制
する機能を追加。
販売向けの新サービスとして、CPU、ハードドライブ、ネットワークカードなど
の商品をリフレッシュ。

インターフェイスの理解
Canvas インターフェイス

EIPT の新機能とは、Canvas の設定の事です。ユーザはこのスペースの中および周辺に要素を
ドラッグすることで、ハードウェアのグループをレイアウトできます。要素を1回左クリックする
とその要素がハイライトされ、コンテキスト依存のメトリック情報がメトリクスペインに表示さ
れます。Canvas の領域間でアイテムをつかんでドラッグすることができます。ドラッグするとグ
リッドが表示され、製品をどこにドロップするのか指示するのに役立ちます。他の製品にドロッ
プすることはできません。ラックの周囲には、新製品をドロップすることができない場所があり
ます。

アイテムがアクティブな場合、赤い枠線が表示されます：

Canvas 内の可視領域が見づらくなった場合には、右下にある “マイナス” の虫眼鏡アイコンでズ
ームアウトすることができます。拡大表示するには、“プラス” の虫眼鏡アイコンをクリックしま
す。

間違えた場合やラックや製品などを取り除きたい場合には、単にそれをクリックしてキーボー
ドの Delete キーを押してください。間違って Delete キーを押した場合には、プロンプトが表示
されます。アイテムをゴミ箱にドラッグすることで、この機能を再現することができます。コン
テナにネストされたアイテム (シャーシ内のノードなど) も削除されるので注意してください。

モード
Standard モード

これは作業時間の大部分を費やす主要なモードになり、デフォルトで選択されています。この
モードでは中央ペインを制御し、Canvas 内に製品をドラッグ・アンド・ドロップすることができ
ます。
Bill of Materials モードから Canvas に移動するには、Mode のドロップダウンから “Standard”
を選択します。

Bill of Materials モード

これは一目で選択したオプションを確認するのに役立つ代替モードになります。電力とメトリ
クスは、出力に表示される方法と同様の方法で項目別に分類されます。
Standard モードから Bill of Materials に移動するには、Mode のドロップダウンから “Bill of
Materials” を選択します。

Organization
このツールには情報の整理や、さまざまな場所、顧客、カテゴリまたは他の構成単位を識別す
るのに役立ついくつかのオプションがあります。
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Solution 層 – インターフェイス内で複数のアクティブソリューションを同時に使用することがで
きます。ソリューションは、物理的なデータセンターのような大きなものや、お客様に提供する
サービス全体を表しています。
現時点では、組織のソリューションレベルに適用する AC 電圧を1つ選択する必要があります。
開発事業として、追加の電圧を加える予定です。

Configuration 層 – 各 Solution は複数の構成を持つことが可能です。構成とは、推定されるハー
ドウェアの包括的なコレクションの1つです。通常構成には Rack および Product レベルの推定概
要があります。サーバまたはストレージエンクロージャが含まれている場合、Rack、Chassis お
よび Product レベルの推定概要が表示されます。

Rack 層 – 各 Configuration は1つまたは複数のラックを持つことが可能です。現時点で Rack の
最大数は、購入可能なラックに基づいた標準の 42U ですが、販売カタログに載っている実際のハ
ードウェアは使用できません。適切なメトリクスは、インターフェイス右上にある Rack レベルで
要約されます。

Rack にある利用可能な残りの U カウントは、Rack の最上部に表示されます。

Chassis 層 – Shared Infrastructure コンバージドソリューションなど一部の製品は Chassis で構
成されており、ブレード、スレッドまたはノードと関連しています。Chassis の適切なメトリク
スは、シャーシが選択された時にコンテキスト依存のメトリクスペインに要約されます。
Product 層 – 組織階層の最もきめの細かい領域は Product です。ここでは、個々のラックサー
バ、ストレージコントローラ、ネットワークスイッチなどに固有の情報を見つけることができま
す。

メトリクス

メトリクスは4つの層で表されます。

特記：メトリックが全ての層でサポートされていない複数のメトリック層を含む構成の場合、構
成レベルの概要はその層における全てのハードウェアを表すわけではないことに注意してくださ
い。
例えば、Airflow Rate をサポートする10個の R730 があり、Airflow Rate をサポートしない ４つ
の FX2 シャーシがある場合、Configuration レベルの概要には R730 の情報のみが含まれ不完全な
ものになります。差異を考慮するために追加マージンをアカウントに加える必要があります。
Configuration – アクティブな Canvas 上における全てのハードウェアについての概要を表して
います。通常1つまたは複数のラックが含まれます。メトリクスは以下を含みます：
•
•
•

Input power
Airflow rate
Input current

•
•
•

Sound power level
Weight
Kilowatt hour cost

Rack – Canvas 上の1つのラック内における全てのハードウェアについての概要を表していま
す。通常いくつかの Chassis または Products を含みますが、シンプルな Configuration では1つ
しか含みません。メトリクスは以下を含みます：
•
•
•
•
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Input power
Maximum potential power
Power supply capacity
Input Current

•
•
•
•

Sound power level
Airflow rate
Weight
Air temperature rise

Chassis – サーバまたはストレージエンクロージャ内における全てのハードウェアについての概
要を表しています。メトリクスは以下を含みます：
•
•

Input power
Power supply capacity

•
•

Input current
Weight

Product – メトリクスは以下を含みます (一部特定の製品はこのサービスから逸脱する可能性があ
ります)：
•

ラックおよびタワー：
o
o
o
o

•

Input power
Maximum potential power
Power supply capacity
Input Current

o
o
o
o

Sound power level
Airflow rate
Weight
Air temperature rise

ブレードおよびスレッド：
o
o
o

Input power
Input Current
Weight

Configuration Pane
画面の中央右に Configuration Pane があります。ここでは、積極的に選択した製品向けにすべ
てのオプションを選択します。該当する場合は、モジュールの見出し内で複数のオプションを選
択することが可能です。モジュール内で1つの選択肢のみが許可されている場合、それはラジオボ
タンになり、どの選択肢も以前の選択肢を無効にします。

PSU Adviser
サポートされている製品の Power Supply 見出しの下に、EIPT PSU Adviser 用のガイドリンク
があります。この表示されたモーダルを使用して、お客様のニーズに最適な PSU オプションを決
定することをお勧めします。DC 電源は多くの製品でサポートされていますが、現時点では PSU
Adviser には予算を設定していない事に留意してください。これらの電源には PSU Adviser を使用
しないでください。

グレーのオプションは、設定に適合するには不十分な予算編成ロジックによって決定されま
す。ラックやタワーなどのモノリシック製品では、推奨電源を緑色にハイライトしています。こ
の推奨は、選ばれたハードウェアの選択に適合した最も低容量の冗長 PSU であることを示してい
ます。共有インフラストラクチャの電源および冗長性の提供サービスにおける複雑さと微妙な差
異のため、これら製品の自動推奨は行っていません。
PSU Adviser ウィンドウでは、表示されるメトリクスおよびその情報の適用可能な使用方法につ
いて説明します。スクリーンショットでは、矢印をクリックしてウィンドウのテキスト部分を隠
したり、展開したりすることができます。

PCIe Airflow Adviser
サポートされている製品の Chassis 見出しの下に、EIPT PCIe Airflow Adviser のガイドリンク
があります。この機能は、現在 14G ラック製品でのみサポートされています。このアドバイザ
は、各 PCIe スロットに供給される最大 PCIe エアフローに推定値を提供します。この推定値は、
1分あたりのリニアフィートまたは LFM を単位として提供されます。LFM は、PCIe スロットへの
空気の接近/吸気速度の尺度であり、PCIe カードの冷却要件を定義するために最も一般的に使用
されるメトリックになります。
PowerEdge サーバは通常、最大値より低い LFM で動作します。デルが提供するカードは、エア
フローのニーズに合わせて最適に設定されます。サードパーティ製カードでは、所有者のアルゴ
リズムを使用して、そのカードの冷却要件を推定します。最良の結果を得るにはサードパーティ
製カードの仕様を参照して、iDRAC’s PCIe Airflow Configuration にカード冷却要件を入力するこ
とを推奨しています。これにより、サードパーティ製カードの冷却要件が適合または上回ること
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が自動的に保証されます。 また反応を評価したサードパーティ製に関連した過度のファン回転速
度を下げる可能性があります。
LFM 推定値は iDRAC 内でも提供されます。これらの推定値は、新しいハードウェアが追加され
ると変更する可能性があります。例えばハードドライブを追加すると PCIe スロットへのエアフロ
ーが減少し、このアドバイザおよび iDRAC に自動的に表示されます。
最大スロットである LFM の報告は、最適なカードスロットの配列も可能にします。より高度な
レベルの冷却を必要とするカードは、冷却に必要なファン回転速度を最小限にするために最も高
い LFM スロットに配置することが可能です。これにより、ファンの消費電力、エアフローの消費
および騒音を下げることが可能になります。

Action Pane
インターフェイスの右下に Action Pane があります。これは設定が有効であり、全てのハード
ウェアおよび販売規則に従っているかどうかを確認するための場所になります。ただし、無効な
組み合わせを制限するためにしかるべき注意を払っていますが、ユーザがこれら製品の物理的お
よび技術的制限について実用的な理解があることを前提としています。EIPT とそのリソース間に
デルタがある場合、販売ツールおよび/または Dell.com は、ハードウェアの有効な組み合わせに
関して最終的な権限を持っています。
製品にカスタマイズされた名前を適用した場合、ウィンドウに反映されます。どの製品がエラ
ーメッセージを生成しているかをさらに詳しく調べるには、メッセージをクリックすることで
Canvas 内に製品が選択されます。
エラーが出たり、それをクリアできない場合には、追加情報と手順についてこのユーザガイド
の末尾にある FAQ を参照してください。

ワークフローの評価
製品のブラウズ

製品を見つけるために利用可能な最初のオプションは、単にブラウズすることです。ブラウズ
したい (サーバ、ストレージ、ネットワーク) 主要なビジネスユニットのアイコンを最初に選択す
る必要があります。次に、関心のあるサブカテゴリを提供するビジネスユニットの選択に対して
ダイナミックなドロップダウンを行います。

サブカテゴリを選択し、製品をブラウズします。製品を一度クリックすると、製品の写真が付
いた識別ペインが表示されます。“Add Product” をクリックすると、製品が Canvas 内の新しいラ
ックに追加されます。代わりにどこに配置するかを決めたい場合には、単にクリックして任意の
場所にドラッグします。ノート：Modular/Shared Infrastructure 製品は、インターフェイスにあ
るシャーシの写真の上にドラッグ・アンド・ドロップされます。空き領域にドロップすると、自
動的にシャーシが作成されます。

カタログの検索

製品を名前で熟知している上級ユーザ向けに、直接検索することが可能です。ペインの左上に
ある “Search Catalog” ボタンをクリックします。製品名の全部または一部を入力し、“Go” をクリ
ックします。検索では、入力した製品にマッチするすべての商品が表示されます。カタログの閲
覧と同じ方法で選択することが可能です。
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製品の構成

製品の構成を開始する前に、Solution レベル設定を確認および選択肢のロックを推奨していま
す。気が変われば後で変更することが可能です。

製品 (例：シャーシ、ストレージアプライアンス) を構成するには、最初に製品をクリックしま
す。選択された製品は赤い枠線でハイライトされ、その製品固有のコントロールが右のペインに
表示されます。

構成する最初のオプションは製品名です。これはオプションですが、インストールで使用され
る製品の目的やカテゴリを思い出すのに非常に有用であるとお客様がよく述べています。製品の
ブランディングが維持されるので、名前が選択されてもハードウェアの認識は持続します。

選択した名前が Action Pane に変換されるため、エラーのある商品を迅速に特定できるという
ことに留意してください。印刷物の出力にも変換されます。

次のオプションはワークロードの設定です。ワークロードおよび適用可能なサブシステムのロ
ーディングを選択します。

ワークロードを設定したら、次のタスクはシステムハードウェアにおける全ての商品および設
定を構成することです。純粋な推定値のために、“Limited Configuration” のトグルスイッチを使
用して、電力/熱推定値に影響を与えるモジュールのみを扱うことを推奨しています。

ただし、構成時に構成が無効であることを示す検証メッセージが表示されます (Action Pane を
参照)。これは電力に影響を与えないモジュールにアクセスする必要があるかもしれません。全て
のモジュールに完全なアクセスをするために、Full Configuration をクリックします。
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Modular/Shared Infrastructure ノードの構成情報にアクセスするには、ドロップダウンの矢印
をクリックしてから、“Configure” を選択します。

構成 – 詳細検索

この機能によりユーザは、製品オプションをブラウズするのではなく直接検索することが可能
になります。オプションのテキスト文字列内にあるものはすべて、有効な検索語にする必要があ
ります。例 (実際の引用ではない) "E5-2690"、"400GB"、"QP"。

構成されたコンテンツの増加

ここまで好みに合わせた製品を構成することに時間をかけました。コピーや並べ替えを行う必
要がある場合には、ここまでの努力を活用するための様々な効率的ツールがあります。

クローン

EIPT には、同一の Product、Chassis または Rack のクローンを作成する機能があります。ア
イテムのグループがクローングループとして識別されると、ハードウェアおよびオプションの全
ての構成要素がグループ内にある全てのアイテム間で継承されます。たとえば、サーバ内にある
プロセッサーのクローンが変更される場合、プロセッサーは他のリンクしたクローン全てを変更
します。リンクされていない唯一の構成要素は Name なので、意味のある名前を全て同一にする
制約を受けることなく識別することが可能です。

クローングループを作成するには、Canvas 内のアイテムをクリックし、“Clone” アイコンをク
リックして “Create new clone” を選択します。既存のラックに収まるクローンの数に制限されま
す。さらに必要な場合は、ラック自体をクローンできます。

後でクローングループからいくつかのアイテムの1つを分離する必要があると判断した場合に
は、自由に行うことができます。アイテムを選択し、クローンアイコンをクリックして“Unlink
selected clone” を選択するだけです。これは、共通の製品アーキタイプからバリエーションを分
岐する場合に非常に便利です。
Modular/Shared Infrastructure ノードでは、まず “Configure” をクリックする必要があります。
この時点で、シャーシをサポートしていたペインが選択したノード製品に変更されます。この時
点からノードクローンを作成するか、同じ “Clone” アイコンを使用してそれらのリンクを解除す
ることが可能になります。

複製

Modular/Shared Infrastructure ノードおよび Storage ノードに特有のものである、複製の機能
を提供しています。これは既存ノードの静的なワンタイムコピーです。選択したシャーシ内で使
用可能なノード容量まで複製することが可能です。複製のアクションが完了すると、ノ
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ードへの変更は一切リンクされません。

出力

ソリューションの設定が完了した時点で出力を収集したい場合には、いくつかのオプションが
あります。
現在、PDF または XLS フォーマット にエクスポートすることが可能です。Solution 内における
全ての設定から全てのデータをエクスポートするには、アクティブな Solution バーから “Export
All” を選択します。アクティブな Configuration のみをエクスポートするには、アクティブな
Configuration バーから “Export” を選択します。最後に、作成したラック Canvas のコピーを保存
するには、Configuration バーから “Print” を選択します。
ツールの Web UI バージョンは、現時点では XLS フォーマットしか提供していないことに留意
してください。MS Excel には PDF に容易に変換できるプラグインが用意されています。

保存/ロード

Solution バーの “Save” をクリックすれば、いつでもソリューションを保存できます。まず、ロ
ーカルシステムに保存される JSON フォーマットのファイル名を提供するよう求めるプロンプト
を作成します。その後、このファイルに保存します。新しい名前または場所を選択したい場合
は、ファイルメニューから “Save Solution As” を選択します。
保存した JSON ソリューションをロードするには、ファイルメニューから “Load Solution” をク
リックするだけです。

オフラインキャッシング

ツールのオフラインバージョンの場合、保存されていない進捗は、以下に指定されたディレク
トリ内にあるシステム上にキャッシュされます。新しいバージョンにアップグレードすると新し
いフォルダが作成され、以前のフォルダは使用されなくなります。これを念頭において、アップ
グレードをする前には変更を保存してください。システムがリスタートしたり、プログラムを閉
じて保存するのを忘れたりした場合には、ソリューションのキャッシュされたコピーに基づいて
中断したところからリスタートします。
C:\Users\user_name\AppData\Local\Dell\Enterprise Infrastructure Planning Tool
“user_name” はシステムのログインユーザ名です。内部に保存された "Cache" および "Data" 情
報があるリリース名 (例：1.06.000) でフォルダが作成されます。
回復シナリオの中には、このキャッシュされたデータをクリアする必要があるかもしれませ
ん。そうすることで、アクティブなソリューションの保存されていない変更が破棄されます。保
存プロンプトで長期間使用する製品を保存することを推奨しています。

Web キャッシング

Web UI のファイルメニューには、Register および Login へのリンクがあります。セッションに
ログインすると自動的にデータが保存されます。ブラウザを閉じたり長時間にわたって作業を中
断したりした場合でも、いつでも中止した場所を選択できます。
このデータは、ツールをアップグレードすると約6週間ごとに消去されます。オフラインキャッ
シングの場合と同様に、一定の間隔で保存プロンプトを使用して JSON フォーマットへ関心のあ
るソリューションを保存することを推奨しています。

アップグレード

ツールの新しいバージョンは、こちらにあるランディングページに掲載されます。アップグレ
ードする前に、アクティブなソリューションを全て保存してください。保存されていない変更は
失われます。

よくある質問

Q： 構成に全てのアイテムを追加しましたが、数字が結びつきません。なぜですか？
A：いくつかの主な理由があります：
•

•

•

シャーシファンの電力は、ノードのサイズおよびタイプに基づいて動的に計算されま
す。空のシャーシはファンの電力が非常に少なく、有効な使用事例として計算しませ
ん。最初のノードが追加されるとファンの電力が計算され、シャーシメトリックに追
加されます。第2のノードが追加されると、ファンの電力が最初の推定値よりも高い
かどうかを比較し、そうであれば推定値を増加するかどうかなどです…
ノードは DC 電源で表示されます。電源が直接接続されていないので、インストール
されたハードウェアの追加や修正における影響についての総合印象を与えるために計
算が中断されています。Chassis レベルで AC 電源に変換すると、システム内の AC
電源 DC 電源を変換する効率損失を考慮して、4％から12％の追加電力が加わりま
す。
ユーザがファンの電力情報に直接アクセスしたり、電源効率を見積もれない場合、各
アイテムを合計した AC 入力に一致させて計算を合わせることはできません。

Q：Action Pane に解決できないエラーがあります。
A：最初のステップとして、Full Configuration に置き換えて、そのビューで必要な選択肢が
ないことを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、以下にある既知の問題を
考慮してください：
•
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Chassis ノードの数量における検証は、現状不完全です。これを修正するよう努めて
います。最小ノード数を満たしていない、またはノード (FN IOA スイッチのような)
を追加する必要があることを示す Action Pane メッセージがシャーシに表示されるこ
とがあります。スタンドアローンの配布に対応するようにオプションを設定する必要
があることを示す Action Pane メッセージがノードに表示されることがあります。適
切なノード数の場合、これらは無視できます。

Q：このコンテンツを Online Solution Configuratior にエクスポートできますか？
A：現時点ではできません。OSC チームと協力して、導入方法の開発に取り組んでいます。
管理チェーンを通じてこの機能をリクエストしてください。
Q：Online Solution Configuratior からエクスポートして EIPT にインポートできますか？
A：現時点ではできませんが、機能は適用範囲にあり進行中です。

用語の定義
Input Power – 平均ランタイム AC 電源値のことです。Modular/Shared Infrastructure ノードの
場合は明らかな例外です。これらは平均ランタイムですが、ノード情報を表示する計算を調整す
るため DC 電源で表示されます。このような場合の略式入力 AC は、Chassis レベルで表示されま
す。これには、電源および電圧レギュレータを含むすべての電力変換効率が含まれます。製品お
よび/またはコンポーネントのファンの電力も含みます。
Maximum Potential Power – 回路ブレーカーで見られる最悪の瞬時電力を表します。時間領域
は約1秒で、ブレーカーのサイジングに関心があります。この値が許容範囲を超える場合には、電
力制御機能を使用してノードを制御するか、モジュラー/共有インフラストラクチャソリューショ
ンの場合にはシャーシを制御することも可能です。これはランタイムロードではなく、大部分の
お客様のワークロードがこの値に近づくとは考えていません。ランタイムガイダンスについて
は、Input Power を参照してください。
Input Current – シンプルに Input Power を選択された AC 電圧で割ったものです。
Sound power level – ISO 9296 (1988) の4.4.2に規定されセクションごとに計算された上限の平
均加重音響出力レベル (LwA-UL) であり、ISO 7779 (1999) に従って測定されます。この推定値
は、ユーザが設定可能なワークロード条件およびソリューションバーで選択したパラメータ (例：
110V) での組織層 (例：製品、構成) における合計入力電力に基づいています。
Airflow Rate – 吸気口からシャーシを通って移動する空気の容積に対する1メートルあたりの立方
空気流量 (CFM) のことです。このメトリックは、ユーザがソリューションバーで選択した構成可
能なワークロード条件およびパラメータの影響を受けます。このメトリックは、主にモノリシッ
クラックおよびタワーシステムでのみサポートされています。気流の正確な予測を行うために、
Modular/Shared Infrastructure 製品におけるハードウェアの組み合わせが多すぎる場合がほとん
どです。
Weight – ソリューションの合計重量のことです。多くの場合、重量を項目別にしません。例え
ば、ほとんどのラックでハードドライブの重量を項目別にするわけではありませんし、シャーシ
内にあるスレッドの重量も項目別にしていません。代わりに、製品の取り扱い開始時に最悪の事
例を想定します。そのため、この情報は概算のガイダンス向けのものであり、実際の重量はそれ
より重くても軽くても差し支えありません。

Air temperature rise – シャーシ内の加熱されたコンポーネント上を移動して排気される時に、
吸気温度が上昇する量のメトリックのことです。特に排気温度に関するメトリックではなく、温
度デルタの摂氏から華氏への変換が絶対温度 (9/5 * 摂氏温度では +32) とは異なる (9/5 * 摂氏温
度) ことに特に留意してください。
Amp – アンペアとも言われます。6.241×10^18電子または1アンペアを構成する1クーロン/秒で、
単位時間当たりの電気回路のポイントを通過する電荷量の尺度である電流の単位。
bels – 10デシベルに等しい音響測定の単位。
btu/h – イギリス熱単位/時間、約1055ジュールに等しいエネルギー単位。
CFM – 立法フィート/分、気流の単位。
Decibels – 音の単位。指定または暗示された参照レベルに対する物理量の比率。
kWh – キロワット時、1000ワット時または3.6メガジュールに相当するエネルギーの単位。

フィードバック

このガイドに記載されていないフィードバックや質問は、EIPT Business Partners@dell.com に
リクエストしてください。

法的通知

Dell Enterprise Infrastructure Planning Tool (EIPT) は予告なしに変更されることがあり、明示
的、黙示的、法定、商品性、特定目的への適合性、非侵害性などに関わらずいかなる保証を行う
ことなく “現状” のまま提供されます。デルは、EIPT の正確性や信頼性に関して何も表明していま
せん。このソフトウェアツールの使用以外に起因する全リスクは、お客様の責任になります。デ
ルは、EIPT または本書に記載されている情報の使用に起因する損害の可能性について知らされて
いたとしても責任の法理に基づいて、生じた間接的、直接的、偶発的、必然的、特別的、懲罰的
またはその他損害についていかなる責任も負いません。デルは、EIPT のメンテナンス、サポート
またはアップデートを提供する義務を負いません。EIPT はバンドルされるか、または配布される
特定のライセンス条件に従うオープンソースまたは他のサードパーティ製ソフトウェアと共に配
布される場合があります。
EIPT から得られた出力値は、デルのお客様の計画目的にのみ使用されます。全ての結果は概算
値であり、実際の結果は異なる場合があります。EIPT の出力値は、デルのお客様の内部使用のみ
に使用され、事前にデルの明示的な書面による許可なく公開することはできません。
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