
OpenManage Enterprise–Tech Release は、Dell EMC サーバ、シャーシ、ネットワークスイッチ、エン

タープライズネットワーク上のその他のデバイスの包括的なビューを提供するハードウェア管理およ
び監視アプリケーションです。Dell EMC システムおよびその他の他社製デバイス用のウェブベース
の 1 対多システム管理アプリケーションである OpenManage Enterprise–Tech Release では、次のこ
とができます。
• データセンター環境でのデバイスの検出および監視
• OpenManage Enterpriseのユーザーおよびその権限の作成および管理
• デバイスのグループ化とデバイスの管理
• デバイスの正常性の監視
• デバイスファームウェアバージョンの管理、およびシステムアップデートとリモートタスクの実行
• デバイス設定テンプレートの作成と導入（サーバの場合のみ）
• システムアラートおよびアラートポリシーの表示と管理（サーバの場合のみ）
• ハードウェアインベントリおよびコンプライアンスレポートの表示
• 保証とライセンスの監視および報告

OpenManage Enterpriseのセキュリティ機能の一部：
• コンソール設定へのアクセス、および、デバイスのアクションを制限する役割ベースのアクセス
• Security‐Enhanced Linux（SELinux）および内部ファイアウォールを使用した強固なアプライアンス
• 内部データベース内の機密データの暗号化
• アプライアンス外での暗号化通信の使用（HTTPS）
• ファームウェアおよび設定関連のポリシーの作成と実施
• ベアメタルサーバの設定と更新に対するプロビジョニング
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OpenManage Enterprise をインストールするには、ローカルシステムの管理者特権が必要です。ま
た、使用しているシステムが「推奨される 小ハードウェア」と「OpenManage Enterprise のインス
トールの 小システム要件」に示されている基準を満たしている必要があります。

メモ: OpenManage Enterprise の 小要件についての 新アップデート情報については、サポートサ
イトにある『Dell EMC OpenManage Enterprise–Tech Release Support Matrix』（Dell EMC OpenManage 
Enterprise–Tech Release のサポートマトリックス）を参照してください。
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OpenManage Enterprise グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）では、メニューアイテム、リンク、
ボタン、ペイン、ダイアログボックス、リスト、タブ、フィルタボックス、およびページを使用して、ペー
ジ間を移動してデバイス管理タスクを完了できます。デバイスリスト、ドーナツグラフ、監査ログ、
OpenManage Enterprise の設定、システムアラート、およびファームウェアのアップデートなどの機
能は、複数の場所に表示されます。 OpenManage Enterprise を簡単かつ効率的に使用してデータ
センターのデバイスを管理するためには、GUI 要素について理解しておくことをお勧めします。

A —すべてのページに表示される OpenManage Enterprise メニューのリンクを提供します。
B —任意のページからダッシュボードページを開きます。
C —監視したすべてのデバイスの正常性状態のスナップショットが提供されます。
D —デバイスの正常性状態を示すのに使用される記号です。
E —検索ボックスには監視および表示される内容について入力して結果を確認します。
F —現在、キューに入っているジョブ数を表示します。
G —アラートログに生成されたイベントの数を表示します。
H —保証ステータスが重要であるデバイスの数を表示します。
I —現在ログインしているユーザーのユーザー名を表示します。
J —クリックしてヘルプファイルを表示します。
K —クリックしてOpenManage Enterprise の現在のバージョンを表示します。
L —ピンをクリックしてメニュー項目をピン留めするかピン留めを外します。
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1. 検出 > 作成の順にクリックします。
2. 検出ジョブの作成ダイアログボックスには、デフォルトジョブ名が入力されます。これを変更す

るには、検出ジョブ名を入力します。
• 現在の検出ジョブにさらにデバイスまたは範囲を含めるには追加をクリックします。
• csv ファイルから範囲をインポートすることによりデバイスを検出することができます。
• 特定のデバイスを除外するにはグローバル除外でデバイスを指定します。

3. デバイスタイプをドロップダウンメニューから選択します。
4. IP/ ホスト名 / 範囲ボックスには、検出される、または含まれる IP アドレス、ホスト名、または IP 

アドレスの範囲を入力します。
• テキストボックスには複数の範囲を入力できます。ただし、1行に1つの範囲で入力しま

す。
5. 設定セクションで、範囲を検出するために使用されるプロトコルのユーザー名とパスワードを

入力します。
6. 追加の設定をクリックして、別のプロトコルを選択し設定を変更します。
7. 検出ジョブのスケジュールセクションでは、ジョブをすぐに実行したり後の時点で実行するよう

にスケジュールします。
8. 検出されたサーバからのトラップ受信の有効化を選択し検出されたサーバから着信トラップを

受信するのを有効にします。
9. 完了時にメール送信チェックボックスを選択して検出ジョブステータスの通知を受信する電子

メールアドレスを入力します。
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1. デバイスの検出ダイアログボックスで、検出ジョブ名に検出ジョブの名前を入力します。デフォ
ルトでは、検出ジョブの名前が入力されます。

2. インポートをクリックします。
• メモ: .csv ファイルに無効な範囲が含まれている場合はエラーメッセージが表示され、

重複する範囲はインポート操作中に除外されます。
• 形式：NameまたはIP Address, SubnetMask

3. インポートダイアログボックスでインポートをクリックし、有効な範囲のリストが含まれてい
る .csv ファイルを参照して OK をクリックします。

メモ: 必要に応じて、サンプルの .csv ファイルをダウンロードします。
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メモ: 現在、デバイスのホスト名を使用してデバイスを除外することはできず、IP アドレスまたは
FQDN を使用してのみ除外できます。

1. グローバル除外範囲ダイアログボックスで次の手順を実行します。
• 除外範囲の説明ボックスに、除外されている範囲に関する情報を入力します。
• 除外範囲の入力ボックスに、除外するデバイスのアドレス（複数可）または範囲を入

力します。ボックスには一度に 1,000 件のアドレスエントリが入りますが、改行で区切
る必要があります。

2. 追加をクリックします。
3. プロンプトが表示されたら、はいをクリックします。IP アドレスまたは範囲はグローバルに除外

され、除外された範囲のリストに表示されます。

グローバル除外リストからデバイスを削除するには：
1. チェックボックスを選択して、除外から削除をクリックします。
2. プロンプトが表示されたら、はいをクリックします。デバイスが、グローバル除外リストから削除

されます。ただし、グローバル除外リストから削除されたデバイスは自動的には監視されてい
ません。監視を開始するように、デバイスを検出する必要があります。

メモ: グローバル除外リストに示されているデバイスは、コンソール内のすべてのタスクから除外さ
れます。
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1. タイプドロップダウンメニューから、MULTIPLE(複数)を選択し、複数のプロトコルを使用してデ
バイスを検出します。

2. IP/ ホスト名 / 範囲に IP アドレス、ホスト名、または IP 範囲を入力します。
• テキストボックスには複数の範囲を入力できます。ただし、1行に1つの範囲で入力しま

す。
3. カスタマイズした検出テンプレートを追加設定をクリックして作成します。
4. WSMAN の有効化チェックボックスを選択し、WS‐Man コマンドを使用してサーバを検出できる

ようにします。
5. 検出するサーバのユーザー名とパスワードを入力します。
6. 詳細設定を展開します。
7. 次のチェックボックスのいずれかを選択して、それらのプロトコルを使用して検出を有効にしま

す。対応するデバイスの資格情報を入力します。
• SNMP を有効にする：SNMP 互換デバイスの検出用
• RedFishを有効にする：サーバの検出用
• IPMI を有効にする：サーバの検出用
• SSH を有効にする：Linux サーバの検出用
• VMware を有効にする：ESXi ホストの検出用

8. 完了をクリックします。
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OpenManage Enterprise > デバイス > すべてのデバイスをクリックして、OpenManage Enterprise–
Tech Release が管理するデバイスとデバイスグループを表示できます。システムグループは、出荷
時に OpenManage Enterprise によって作成されるデフォルトグループであり、カスタムグループは
管理者やデバイス管理者などのユーザーによって作成されます。

システムグループ：OpenManage Enterprise で作成されたデフォルトグループシステムグループは編
集も削除もできません。ただし、ユーザー権限に基づいて表示および非表示にすることはできます。
• HCI アプライアンス：ハイパーコンバージドデバイス（VxRAIL、Dell EMC XC シリーズデバイスなど）
• ハイパーバイザシステム：Hyper‐V サーバ、VMware ESXi サーバ
• モジュラーシステム：PowerEdge シャーシ、PowerEdge FX2、PowerEdge 1000e シャーシ、

PowerEdge VRTX シャーシ
• ネットワークデバイス：Dell Force10 ネットワークスイッチとファイバチャネルスイッチ
• サーバ：Dell iDRAC サーバ、Linux サーバ、Dell 以外のサーバ、OEM サーバ、およびWindows 

サーバ
• ストレージデバイス：Dell EMC Compellentアレイ
• 検出グループ：検出タスクの範囲にマッピングするグループ。含める / 含めない条件が適用され

ている検出ジョブで制御されるグループを編集または削除することはできません。

• カスタムグループ：ユーザーが特定の要件で作成したグループ。たとえば、ホスト電子メール
サービスがグループ化されているサーバ。ユーザーは、ユーザー権限およびグループタイプに
基づいて表示、編集、削除ができます。
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• エラー：デバイスをオンボードできません。推奨される権限を使用してログインしてください。
• 管理対象：デバイスが正常にオンボードされ、コンソールによって管理できます。
• 監視対象：デバイスに管理オプション（SNMP を使用して検出されたオプションなど）がありません。

• アラートの管理対象：デバイスは正常にオンボードされ、コンソールがアラートレシーバーとして
デバイスに登録されます。
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メモ: 検出されたすべてのデバイスがオンボーディングでサポートされません。iDRAC のみがサポー

トされます。したがって、サポートされるデバイスタイプに対してオンボードオプションを選択してくだ
さい。

1. デバイスに対応するチェックボックスを選択し、追加アクション > オンボードの順にクリックしま
す。

2. このとき、オンボードをサポートしているデバイスタイプのみ選択されていることを確認します。
3. オンボードダイアログボックスに、WS‐Man 資格情報（ユーザー名とパスワード）を入力します。
4. 詳細設定を展開します。

• 再試行ボックスに、サーバを検出するために繰り返す必要がある試行回数を入力しま
す。

• タイムアウトボックスに、以降のジョブの実行を停止する必要がある時刻を入力します。
• ポートボックスに、ジョブで検出に使用する必要があるポート番号を入力します。
• オプションのフィールドです。コモンネーム（CN）チェックの有効化を選択します。
• オプションのフィールドです。認証局（CA）チェックの有効化を選択して、証明書ファイ

ルを参照します。
5. 終了をクリックします。
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次の場所からデバイスのファームウェアバージョンをアップグレードまたはダウングレードすること
ができます。
• すべてのデバイスページ：複数のデバイスのファームウェアをアップデートする際に推奨されま

す。デバイスメニューから、デバイスを選択します。デバイスを選択して、追加アクション > 
ファームウェアのアップデートをクリックします。

• すべてのデバイスページ：単一のデバイスのファームウェアをアップデートする際に推奨されま
す。デバイスメニューから、デバイスを選択します。デバイスを選択して、詳細の表示 > ファー
ムウェアをクリックします。

• ファームウェアの設定ページ：設定メニューからファームウェアを選択します。デバイスを選択
し、コンプライアンスの確認 > レポートの表示をクリックします。

メモ: デバイスを接続したときにファームウェアのバージョンがベースラインのバージョンより古いと、

バージョンは自動的にアップデートされません。ユーザーがファームウェアのバージョンをアップ
デートする必要があります。

1. ファームウェアのアップデートダイアログボックスで、次のように実行します。
2. ソースの選択セクションで、次の手順を実行します。

• ベースラインドロップダウンメニューから、デバイスのファームウェアの比較とアップグ
レードまたはロールバックに使用すべきベースラインを選択します。

• アップデートが必要なデバイスに対応するチェックボックスを選択します。
• 次へをクリックします。

3. 前提条件セクションに、デバイスの前提条件が表示されます（ある場合）。次へをクリックしま
す。

4. スケジュールセクションで、次のように選択します。

• 今すぐアップデート：ファームウェアバージョンをアップデートし、関連するカタログで使
用できるバージョンに一致させます。デバイスの次回再起動中にこのアップデートを有
効にするには、次回サーバ再起動のステージチェックボックスを選択します。

• 実行日時を指定：ファームウェアバージョンをアップデートする日時を指定する場合に
選択します。この後でこのジョブを実行することができます。

5. 終了をクリックします。ジョブ リストにファームウェアアップデートジョブが作成されます。
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OpenManage Enterprise > デバイス > すべてのデバイス > デバイスリストのデバイスを選択 > 詳細
の表示の順にクリックして、次の操作を実行できます。

1. 概要をクリックします。デバイスの正常性、電源状態、およびサービスタグが表示されます。
• 情報：サービスタグ、DIMM スロット、iDRAC DNS 名、プロセッサ、シャーシ、オペレー

ティングシステム、データセンター名など、デバイスの情報。管理 IP アドレスをクリックし
て、iDRAC ログインページを開きます。

• 近のアラート：デバイスに対して 近生成されたアラート
• 近のアクティビティ：デバイス上で 近実行されたジョブのリスト
• 電源制御を使用して、電源のオン / オフ、電源サイクル、デバイスの正常なシャットダ

ウンを実行します。
• トラブルシューティングを使用して、以下を実行します。

• 診断レポートを実行してダウンロードします。
• iDRAC をリセットします。
• SupportAssist レポートを解凍およびダウンロードします。

• リモートコマンドラインをクリックし、RACADM CLI または IPMI CLI を選択します。リモート
コマンドの送信ダイアログボックスに、コマンドを入力します。

• iDRAC の起動をクリックすると、iDRAC アプリケーションが始動します。
• 仮想コンソールの始動をクリックすると、仮想コンソールが起動します。

2. ハードウェアをクリックします。デバイスのハードウェア情報が表示されます。
3. ファームウェアをクリックします。ベースラインを選択し、ベースラインに関連付けられたデバイ

スリストとそれらのコンプライアンスレベルが表示されます。
4. アラートをクリックします。アラートのリストが表示されます。
5. ハードウェアログをクリックします。デバイスに生成されたすべてのイベントとエラーメッセージ

が一覧表示されます。
6. 設定インベントリをクリックします。設定コンプライアンスの目的のために、デバイスの設定イン

ベントリを表示します。
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OpenManage Enterprise > 設定 > アラート > アラートログの順にクリックします。アラートのリストが
表示されます。アラートの重要度、生成時刻、アラートを生成したソースデバイス、アラートカテゴリ、
およびアラートメッセージが表示されます。

• 重要度は、アラートの重要度を示します。
• 確認は、アラートが表示され、確認されると、チェックマークを表示します。
• ソース名の下のハイパーリンクされているデバイス名をクリックして、アラートを生成したデバイ

スのプロパティを表示して設定します。
• カテゴリは、アラートのカテゴリを示します。たとえば、システムの正常性や監査などです。
• アーカイブされたアラートは、アラートの数が 50,000 個を超えるとき、古い順にアラートの 10 %

（5,000 個）がパージされたものです。これらの古い 5,000 個のアラートは表から削除され、.CSV 

ファイルに保存されてアーカイブされます。アーカイブされたアラートファイルをダウンロードでき
ます。
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1. アラートポリシー > 作成の順にクリックします。
2. アラートポリシーの作成ダイアログボックスで、名前と説明セクションにアラートポリシーの名

前と説明を入力します。デフォルトでアラートポリシーを有効にするには、ポリシーの有効化
チェックボックスを選択します。

3. カテゴリセクションで、すべてチェックボックスを選択してそのアラートポリシーをすべての使用
可能なカテゴリに適用します。

4. ターゲットセクションでグループまたはデバイスを追加します。
5. 日付と時刻セクションの日付範囲で、開始日と終了日を選択してタイムフレームを選択します。
6. 重大度セクションでは、このポリシーをアクティブにする必要のあるアラートの重要度レベルを

選択します。
7. アクションセクションで、ポリシー実行時に開始される以下のアクションのチェックボックスを 1 

つ、または複数選択します。
• 電子メールチェックボックスを選択して電子メールを宛先の受信者に送信し、フィール

ドでデータを指定します。
• SNMP アラートを設定する場合は、SNMP トラップ転送チェックボックスの横にある有

効をクリックします。SNMP 設定ダイアログボックスで、データを入力または選択しま
す。

• Syslogプロパティを設定します。
• アラートメッセージを無視する場合は無視するチェックボックスを選択し、アラートポリ

シーをアクティブにしません。
• SMS を電話番号に送信する場合は、宛先に電話番号を入力します。

• デバイスの電源を制御する場合は、対象のデバイスで電源サイクリングまたは電源の
オン / オフを実行します。

• リモートコマンドを実行する場合は、リモートスクリプトの実行の横にある有効をクリッ
クします。

• モバイル：このバージョンの OpenManage Enterprise に登録されている携帯電話に通
知を送信します。

8. 次へをクリックします。
9. 概要セクションには、定義したアラートポリシーの詳細が表示されます。
10. 終了をクリックします。
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OpenManage Enterprise > アプリケーションの設定 > アラートの順にクリックすると、システムアラー
トを受信する電子メール（SMTP）アドレス、 SNMP 送信先、Syslogのプロパティを設定できます。

例）電子メールの通信を管理する SMTP サーバを設定し認証するには、次の手順を実行します。
1. 電子メールの設定を展開します。
2. 電子メールメッセージを送信する SMTP サーバのネットワークアドレスを入力します。
3. SMTP サーバを認証するには、認証を有効にするチェックボックスを選択し、ユーザー名とパス

ワードを入力します。
4. デフォルトでは、アクセスする SMTP ポート番号は 25 です。必要に応じて編集します。
5. SMTP トランザクションを固定するには、SSL を使用するチェックボックスを選択します。
6. 適用をクリックします。
7. 設定をデフォルトの属性にリセットするには、破棄をクリックします。
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OpenManage Enterprise > 監視 > 監査ログの順にクリックすると、実行されるタスクに関して保存お

よび表示する監査ログを管理できます。たとえば、ユーザーログインの試行、アラートポリシーの作
成、異なるジョブの実行などです。

1. OpenManage Enterprise メニューのモニターの下で、監査ログを選択します。
• モニターページの監査ログの下に、実行された各種アクティビティのリストが表示さ

れ、重要度、時刻、ユーザー名、メッセージ ID、システム IP、カテゴリ、およびアクティ
ビティの説明などの情報が示されます。

2. 監査ログに関する情報を素早く検索するには、詳細フィルタをクリックします。
3. 次のフィールドで、データを入力または選択します。

• 重要度：ログデータの重要度レベルを選択します。
• 開始時刻および終了時刻：タスクが実行されるおおよその開始時刻と終了時刻を選

択します。
• ユーザー：タスクを実行するシステムのユーザー名を入力します。
• ソースアドレス：タスクを実行するシステムの IP アドレスを入力します。

• カテゴリ：タスクが属しているカテゴリを選択します。そのカテゴリ内のすべてのメッセー
ジが表示されます。

• 含まれる説明：検索するログデータに含まれるテキストまたはフレーズを入力します。
選択したテキストが含まれるすべてのログが表示されます。

• メッセージ ID：メッセージ ID を入力します。検索条件に一致すると、リスト内のすべて
のアイテムが削除され、目的のメッセージ ID のみが表示されます。

4. フィルタを削除する場合は、詳細フィルタをクリックします。

メモ: 現在、検出された任意のM1000e シャーシでハードウェアログの下のタイムスタンプ行に表
示される日付は、CMC 5.1x 以前のバージョンの場合、2013 年 1 月 12 日となります。ただし、CMC 
VRTX および FX2 シャーシのすべてのバージョンでは、正確な日付が表示されます。
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OpenManage Enterprise >監視 > 保証の順にクリックします。デバイスおよび、それらのサービ
スタグ、モデル、タイプ、関連する保証、サービスレベル情報のリストが表示されます。
• デバイスの保証情報を表示するには、デバイスに対応するチェックボックスを選択します。デバ

イスの保証情報が、右ペインに表示されます。他の情報とともに、サービスレベルコード、サービ
スプロバイダ、保証の開始日および終了日が表示されます。

• デバイスの Dell 保証の更新をクリックすると、Dell EMC サポートサイトにリダイレクトされ、デバ
イス保証を管理できます。

• 列に基づいて表のデータを並べ替えるには、列のタイトルをクリックします。
• 右上隅で、保証の更新ボタンをクリックすると、保証の一覧に表示されるデータが更新されます。
• デバイスを検索するには詳細フィルタオプションを使用します。
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OpenManage Enterprise > アプリケーションの設定 > 保証設定の順にクリックし、次を実行して、
OpenManage Enterpriseヘッダーに存在する保証スコアボード通知を有効にすることができます。こ

のページ上のすべてのパラメータまたは設定は、保証スコアボードのカウントのロジックを決定しま
す。デフォルトでは、ユーザーは保証期限の 90 日前に警告されます。

1. 保証スコアボード通知の有効化チェックボックスを選択します。
2. この値を編集するには、有効期限が次未満になったときのボックスに入力します。ダッシュ

ボードの保証の有効期限が少ないフィールドには、この基準に一致する保証が表示されます
3. 保証期限が切れた後にメッセージを送信するためには、保証が期限切れになったときチェック

ボックスを選択します。選択すると、ダッシュボード（ウィジェット）に、有効期限が切れた保証の
数が表示されます。

4. 適用をクリックします。設定をデフォルトの属性にリセットするには、破棄をクリックします。
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OpenManage Enterprise > 監視 > レポートの順にクリックすると、デバイスの詳細を掘り下げたカス

タマイズレポートを作成することができます。レポートでは、データセンターのデバイス、ジョブ、ア
ラート、その他の要素に関するデータを表示できます。レポートは、ビルトインとユーザー定義です。
ユーザー定義のレポートのみを編集または削除できます。ビルトインレポートで使用される定義と条
件は、編集または削除できません。レポートのリストから選択したレポートのプレビューが右ペイン
に表示されます。
• レポートを実行すると、デフォルトでは、 大 1,000 行が表示されます。

• 表示されたデータは、レポートの構築に使用するクエリで定義されているため、並べ替えられま
せん。

• データを並べ替えるには、レポートのクエリを編集するか、Excel シートにエクスポートします。
• レポートはシステムのリソースを消費するため、一度に 5 つ以上のレポートを実行しないことを

お勧めします。

「エクスポート」
1. その他の処置 >選択内容をエクスポートをクリックします。
2. レポートのダウンロードダイアログボックスで、出力ファイルのタイプを選択し、完了をクリック

します。現在、HTML、PDF、および、CSV ファイル形式にレポートをエクスポートできます。
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OpenManage Enterprise > アプリケーションの設定 > セキュリティの順にクリックしてください。

1. ログイン IP 範囲を展開します。
a. OpenManage Enterprise へのアクセスを許可する必要がある IP アドレス範囲を指定す

るには、IP 範囲の有効化チェックボックスを選択します。
b. IP 範囲のアドレス（CIDR）ボックスで、カンマで区切った IP アドレスの範囲を入力しま

す。
c. 適用をクリックします。デフォルトのプロパティにリセットするには、破棄をクリックしま

す。

2. ログインロックアウトポリシーセクションで、次の手順を実行します。
a. 特定のユーザー名が OpenManage Enterprise にログインすることを防止するには、

ユーザー名によるチェックボックスを選択します。
b. 特定の IP アドレスが OpenManage Enterprise にログインすることを防止するには、IP 

アドレスによるチェックボックスを選択します。
c. ロックアウト失敗回数ボックスには、OpenManage Enterprise がユーザーをログインで

きなくするまでの失敗した試行の数を入力します。デフォルトでは 3 回です。
d. ロックアウト失敗ウィンドウボックスでは、OpenManage Enterprise が失敗した試行に

関する情報を表示する必要がある期間を入力します。
e. ロックアウトペナルティ時間ボックスに、ユーザーが複数回失敗した後に、ログイン操

作を再試行できるまでの時間の長さを入力します。
f. 適用をクリックします。設定をデフォルトの属性にリセットするには、破棄をクリックし

ます。
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SupportAssist Enterprise は、デルサーバ、ストレージ、およびネットワークデバイスのテクニカルサ
ポートを自動化するアプリケーションです。
SupportAssist Enterprise はお使いのデバイスを監視し、発生する可能性のあるハードウェアの問題
をプロアクティブに検知します。ハードウェアの問題が検知されると、SupportAssist Enterprise は自
動的にテクニカルサポートのサポートケースを開き、電子メール通知を送信します。SupportAssist
Enterprise は、不具合のトラブルシューティングに必要なシステム状態情報を自動的に収集し、デル
に安全に送信します。

メモ：デバイスで使用できる SupportAssist Enterprise の機能は、そのデバイスの Dell サービス契約
に応じて異なります。SupportAssist Enterprise の主な機能は、アクティブな ProSupport、ProSupport 
Plus、ProSupport Flex for Data Center、または ProSupport One for Data Center サービス契約を持つ
デバイスに対してのみ使用できます。

メモ： SupportAssist Enterprise は、サポートされているデバイスタイプのすべてのデバイスモデルと

互換性があるとは限りません。サポートされているデバイスタイプおよびデバイスモデルの完全なリ
ストについては、Dell.com/ServiceabilityToolsで『SupportAssist Enterprise Support Matrix』 を参照し
てください。

ハードウェア要件：
SupportAssist Enterprise のインストールおよび使用のためのハードウェア要件は、次の内容に応じ
て異なります。詳細はマニュアルを参照してください。
• 監視するデバイスの数
• 使用する SupportAssist Enterprise の機能 ‐システム情報の収集のみ、またはシステム情報の監
視と収集の両方
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