NetIQ® SentinelTM 7
エンドユーザ使用許諾契約
この契約書を注意してお読みください。インストール、ダウンロード、またはその他の方法で本ソフトウェアを使用することにより、お客
様は本契約の条項に同意したものとします。お客様が本契約の条項に同意しない場合は、このソフトウェアをダウンロード、インストール
または使用しないでください。本契約の条項に同意しない場合は、NetIQ はお客様にソフトウェアのライセンスを提供しません。 この場合、
お客様はソフトウェアを使用することも複製することもできません。すみやかにソフトウェアのすべてのコピーおよび添付の文書をすべて
破棄するか、または返却ポリシーに基づいて未使用のソフトウェアを返却する方法について NetIQ にお問い合わせください。このソフト
ウェアは、NetIQ が許可する場合を除き、売却、移譲、または再販することはできません。
このエンドユーザ使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、お客様(個人または団体)と Net IQ Corporation(以下「NetIQ」といいま
す)との間で法律に基づいて締結されるものです。お客様がライセンスを取得した本契約に基づくソフトウェア製品、媒体および添付文書
（以下「ソフトウェア」と総称する）は、米国およびその他の国の著作権法および著作権条約によって保護されており、本ソフトウェアの
所有および使用に関しては本契約の条項が適用されます。お客様がダウンロードまたは受領するソフトウェアのすべてのアップデートまた
はサポートリリースは、本契約に優先することを明示した使用許諾契約を伴わない限り、本ソフトウェアの一部であり、本契約に準拠する
ものとします。本ソフトウェアがアップデートまたはサポートリリースである場合、お客様がこのアップデートまたはサポートリリースを
インストールして使用するには、アップデートまたはサポートされるソフトウェアのバージョンおよび数量に対して有効な使用許諾を取得
していなければなりません。
本ソフトウェアには、本契約とは異なる条件および/または NetIQ 以外の第三者によって使用許諾された他のソフトウェアプログラムが含
まれているか、またはバンドルされている場合があります。別個の使用許諾契約の下にあるソフトウェアプログラムの使用は、その別個の
使用許諾契約によって拘束されます。本ソフトウェアに第三者のソフトウェアが含まれている場合、それはお客様の選択に基づいてお客様
ご自身のリスクで使用するために「現状のまま」提供されているものです。
定義
「コレクタ」とは、さまざまなデバイスのコンテンツを収集、標準化、解析するために設計された、機能的なスクリプトまたはエージェン
トを意味します。
「強制ポイント」とは、IT ネットワークにネットワークセキュリティ機能を提供する境界セキュリティデバイスを意味します。これには
ファイアウォール、プロキシサーバおよび VPN デバイスが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
「1 秒あたりの運用イベントの合計数(EPS)」とは、ある組織に関してすべての Sentinel コレクタによって受信されるイベント数を 1 日 24
時間にわたって平均した 1 秒あたりの総数を意味します。コレクタによってフィルタまたはドロップされたイベントを含め、コレクタが受
信するすべてのイベントがこの数に加算されます。
「インスタンス」とは、本ソフトウェアの実行に必要なソフトウェアの最初のコピー、およびメモリまたは仮想メモリに格納またはロード
する本ソフトウェアの各追加コピー(または部分コピー)を意味します。
「マネージャ」とは、監視、受信した情報への対応、または受信した情報やアクションに関するレポートを目的とした単一のハードウェア
デバイス、プログラム、またはアプリケーションを意味し、このような機能は本ソフトウェアでサポートされる場合があります。
「監視」とは、直接的または間接的に情報を受信することを意味します。
「デバイス」とは、ログイベントのソースとなる任意のタイプまたはクラスのネットワークアドレス可能エンティティを意味します(ネッ
トワークまたはセキュリティデバイス、Microsoft Windows または UNIX サーバ、Microsoft SQL Server インスタンス、アプリケーションイ
ンスタンスなど)。
「デバイスタイプ」とは、オブジェクトのタイプまたはクラスを意味します(UNIX サーバまたはユニバーサルアダプタなど)。
「センサデバイス」には侵入センサとディテクタセンサが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
「Advisor」とは、Sentinel 脆弱性およびエクスプロイト検出マッピングデータフィードを指します。
「プラグインソフトウェア開発キット」(「Sentinel プラグイン SDK」とも呼ばれる)は、コレクタ、アクションおよびレポートの構築また
は変更に使用できるツールキットを意味します。
「組織」とは、法律的な実体を指し、税制上の優遇または法人格を目的として別途存在する子会社および関連会社は除きます。民間セクタ
の組織には、企業、組合、企業合同などがあります。ただし、個別の納税者番号または会社登録番号を持つ、組織の子会社や関連会社は除
きます。公的セクタの組織には、特定の政府機関や行政機関などがあります。

「許可された派生成果物」とは、後述のライセンス許諾に従って、お客様が内部使用向けに作成する Collector、アクション、レポートお
よびソリューションパックの派生成果物を意味します。
「Sentinel Log Manager サーバ」とは、通信用サーバ、データアクセスサービス（ DAS）、データベース、レポーティングサーバ、および
Web サーバというコンポーネントを総称したものです。
「Sentinel サーバ」とは、通信用サーバ、相関エンジン、およびデータアクセスサービス (DAS)というコンポーネントを総称したものです 。

「サーバコンポーネント」とは、本ソフトウェアのコンポーネントである通信サーバ、相関エンジン、およびデータアクセスサービス (DA
S)のことです。
「ソリューションパック」とは、本ソフトウェアの Sentinel コントロールセンターコンポーネントのソリューションマネージャを使用し
て既存の Sentinel インストールにインポートおよび展開される Sentinel コンテンツの事前定義セットです。ソリューションパックのコン
テンツは、展開ステータスおよび関連する相関規則を含む相関規則展開、相関アクション、動的リスト、レポート、関連する役割を含む iT
RAC ワークフロー、マップ定義とイベントメタタグ設定を含むイベント強化、文書 /例レポート PDF/サンプルマップファイルなどソリュー
ションパックの作成時に追加されたその他の関連ファイルなどを含むことがありますが、これらに限定されません。
「転送」とは、データや情報へのアクセス、データや情報の配布、または本ソフトウェアのコンポーネントがデータや情報を利用できるよ
うにすることを意味します。
「タイプ I デバイス」とは、単一のサーバオペレーティングシステム、データベース、セキュリティまたはネットワークデバイス (ファイ
アウォール、侵入検知システム(IDS)、侵入防止システム(IPS)、ルータ、スイッチなど)である Sentinel デバイスを意味します。イベント
ログを管理コンソール/デバイス/ソフトウェアまたはシステムログサーバに送信する Sentinel デバイスまたはソフトウェアは、ログの発
生元であるプライマリソースデバイスの数で計算します。
「タイプ II デバイス」とは、個別のデスクトップコンピュータ上のアプリケーションまたはオペレーティングシステム(デスクトップごと
のウイルススキャンなど)、またはハンドヘルドまたはポータブルデバイスである Sentinel デバイスを意味します。
「タイプ II デバイス」とは、脆弱性スキャナデバイスまたはソフトウェアである Sentinel デバイスを意味します。
「タイプ IV デバイス」とは、非セキュリティ系エンタプライズアプリケーション（統合業務ソフトウェア（ ERP）、電子メール、アプリ
ケーション配布など）、ログ管理アプライアンスまたはソフトウェアである Sentinel デバイスを意味します。ただしシステムログサーバ
は含みません。また、タイプ IV デバイスには、タイプ I、タイプ II、タイプ III、タイプ V のどれにも当てはまらない Sentinel デバイスが
含まれます。
「タイプ V デバイス」とは、監視されるメインフレームセキュリティ論理パーティション (LPAR)(RACF、TopSecret、および ACF2 など)、ま
たはミッドレンジサーバ(AS400 など)である Sentinel デバイスを意味します。
「識別情報トラッキング」とは、エンティティ (人またはオブジェクト)を、その人の通信相手である対応するシステム、データベース、お
よび/またはアプリケーションのセキュリティイベントに関連付けることを指します。そのエンティティの識別情報属性をセキュリティイ
ベントのデータと結合することにより、分析および調査用のコンテキストデータが提供されます。
「ソフトアプライアンス」とは、仮想マシン環境で実行するように設計され、仮想マシンイメージとして、または基本ハードウェア上では
ISO イメージとして提供される、Sentinel ソフトウェアおよびその他のソフトウェアコンポーネントの自己完結型インストールを意味しま
す。
許諾された用途
商用ソフトウェア。お客様による該当する料金の支払いおよび本契約の条項に基づいて、 NetIQ は本ソフトウェア、および許可された派生
成果物のオブジェクトフォームをインストールして実行するための、非独占的で譲渡不可のライセンスを、条項が有効な間、お客様に許諾
します。
SLES(R)アプライアンスライセンス 。Sentinel ソフトウェアアプライアンスには、SUSE(R) Linux Enterprise Server (SLES)製品が含まれ
ます。SLES の使用について、お客様は次の制限事項を認め同意します。本ソフトウェアと共に受け取る SLES に付随して、お客様に SLES 使
用許諾契約のライセンス許諾が与えられることがあるとしても、お客様は SLES を汎用的なオペレーティングシステムとして使用せず、本
ソフトウェアを実行する目的のみに使用することに同意することとします。SLES には、別の使用許諾条項が付随したオープンソースパッ
ケージのコンポーネントが含まれています。別の使用許諾条項が付随した個別のコンポーネントについては、お客様の使用許諾に関する権
利はこうした使用許諾条項によって定義されます。本契約が、お客様が持つ権利や義務、またはこうしたオープンソース使用許諾条項にお
いてお客様が遵守すべき条件を制限または限定したり、これらに影響を与えたりすることはありません。
評価版ソフトウェア。本ソフトウェアが評価用バージョンである場合または評価用の目的でお客様に提供された場合、お客様の本ソフト
ウェアの使用許諾は、お客様が本ソフトウェアを受領した評価用の提供という条件に従って、内部での評価目的のみに限定され、インス
トールから 90 日間（または本ソフトウェアに指定の他の期間）で期限切れになり、本ソフトウェアは機能を停止します。評価期間満了後
ただちに、お客様は本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアにより実行された操作を元の状態に戻し、さらに本ソフトウェアをお

客様のシステムから完全に削除する必要があります。本ソフトウェアには、一定期間を過ぎるとその使用を不可能にする自動無効化メカニ
ズムが含まれていることがあります。したがって、お客様は、システムをバックアップし、他の手段でファイルやデータの喪失を防ぐ必要
があります。本ソフトウェアの使用は、すべてお客様自身のリスクになります。
Sentinel 7、Security Mnager 6、およびそれ以降のバージョンの購入に伴って発生する資格

Sentinel ライセンス
エンタプライズ EPS: お客様の Sentinel 展開は、1 秒あたりの運用イベントの合計数(EPS)レートが購入契約書に明記された合計 EPS レート
およびイベントソースデバイス数制限を超えない範囲で使用することが許諾されます。 EPS レートおよびデバイス数制限のライセンスは累
積的であり、ライセンスキャパシティは合計の数量によって決まります。たとえば、 500EPS のライセンスと 1000EPS のライセンスを購入し
た場合であれば、合計で許諾される EPS はその累積数量になり、1500EPS の使用資格を得ることになります。本ソフトウェアに直接アクセ
スする、または本ソフトウェアを利用するソースイベントデバイス数を削減するハードウェアまたはその他のアプリケーション(「多重方
式」または「プーリング」ソフトウェアまたはハードウェア)を使用していても、必要とされるライセンス数は削減されないものとします。
必要とされるライセンス数は、多重方式またはプーリングソフトウェア、ハードウェア、またはデバイス「フロントエンド」への個別の入
力数に等しいものとします。
エンタプライズ EPS ライセンスは、購入契約書に明記され、前述の「エンタプライズ EPS」の条項でさらに説明されているキャパシティ制
限を順守する限り、本ソフトウェアまたはソフトアプライアンスを合理的な数だけ展開することをお客様に許諾します。
タイプ V デバイスのライセンスは、すべての Sentinel サーバおよび Sentinel Log Manager Server によってイベントログが収集されるタイ
プ V デバイスごとに別個に付与されます。エンタプライズ EPS ライセンスにタイプ V デバイスコンポーネントの使用資格は含まれません。
NetIQ エクスプロイト検出および Advisor サブスクリプションライセンスは 、年間サブスクリプションベースで別個に付与されます。エン
タプライズ EPS ライセンスに NetIQ エクスプロイト検出および Advisor サブスクリプションの資格は含まれません。
許可された派生成果物を作成するライセンス 。本書の規定に従い、NetIQ は、お客様に対して、カスタムコレクタ、アクション、またはレ
ポートを作成するために NetIQ プラグインソフトウェア開発キットを使用することを許諾する非独占的かつ譲渡不可のライセンスを付与し
ます。お客様のソリューションパックライセンスの追加取得範囲内に限り、 NetIQ は、お客様に対して、お客様の内部使用向けにソリュー
ションパックの派生成果物を作成することを許諾する非独占的かつ譲渡不可のライセンスを付与します。 これらの許可された派生成果物
は、本ソフトウェアとともに使用することができ、これ以外の目的では使用できません。
使用制限付きエンタプライズ EPS ライセンス。使用制限付きで本ソフトウェアを購入した場合、お客様は、購入契約書に規定された EPS お
よびデバイスの制限内で NetIQ 製品からイベントを収集する資格を得ます。この条件に従う限り、お客様は、本ソフトウェアおよびソフト
ウェアアプライアンスを合理的な数だけ展開することが許諾されます。

識別情報トラッキングソリューションパックライセンス
ライセンスキャパシティ: 識別情報トラッキングソリューションパックライセンスを購入すると、Sentinel の使用制限付きライセンスが付
与されます。このライセンスにより、ライセンス許諾を受けた NetIQ Identity Manager Integration Modules(メインフレームおよびミッ
ドレンジの統合モジュールを除く)に対応するデバイスからイベントを収集して処理する権利が付与されます。このライセンスは、 NetIQ I
dentity Manager の使用許諾契約の規定に従ってユーザ (固有のディレクトリオブジェクト )ベースで付与されます。たとえば、 Blackboard
Integration Module を展開すると、Blackboard Integration Module 自体からだけでなく、Blackboard から直接イベントを収集する許可を
与えられますが、これは識別情報トラッキングの目的に限定されます。ただし、識別情報トラッキングソリューションパックライセンスに
は使用制限があり、次の条件の一部または全部に該当した場合に、ライセンスを超過したものと見なされます。1) 購入したユーザアカウ
ントのいくつかに対するアクティビティ分析のために使用する。 2) Sentinel 展開を識別情報トラッキング以外の目的で使用してイベント
の収集および処理を行う。3) ライセンス許諾を受けた NetIQ Identity Manager Integration Modules に対応しないデバイスからイベント
を収集する。
識別情報トラッキングソリューションパックライセンスは、エンタプライズ EPS、インスタンスライセンス、およびデバイスライセンスの
モデルから独立した別個のライセンスです。識別情報トラッキングソリューションパックライセンスは、これらのライセンスモデルによっ
て付与される資格を交換、縮小、または変更するものではありません。
バージョン 7 より前の Sentinel の購入に伴って発生する資格

Sentinel ライセンス
インスタンスライセンス: お客様の Sentinel 展開は、使用資格を購入したインスタンス数までのインスタンスを使用して運用することが
許諾されます。インスタンスライセンスは、 Sentinel サーバの各インストールに 1 つずつ、およびメモリまたは仮想メモリに保存または
ロードされた Sentinel サーバの各追加コピー(または部分コピー)に 1 つずつ必要です。
タイプ I/II/III/IV/V の各デバイスのライセンスは、Sentinel サーバおよび Sentinel Log Manager Server によってイベントログが収集さ
れるタイプ I/II/III/IV/V デバイスごとに別個に付与されます。さらに、Sentinel Server の一部として他のサーバーコンポーネントとと
もに集合的にインストール、格納、またはロードされるのではないサーバーコンポーネントについては、インストールごとに、およびハー
ドウェアにインストールしたサーバーコンポーネントの実行に必要な最初のコピー以外に、メモリまたは仮想メモリに格納またはロードす

るサーバーコンポーネントの追加コピー(または部分コピー)ごとに、該当するカテゴリのインスタンスライセンスを取得する必要がありま
す。
NetIQ エクスプロイト検出および Advisor サブスクリプションライセンスは 、年間サブスクリプションベースで別個に付与されます。エン
タプライズ EPS ライセンスに NetIQ エクスプロイト検出および Advisor サブスクリプションの資格は含まれません。
Novell Compliance Management Platform
ライセンスキャパシティ: Novell Compliance Management Platform を購入すると、Sentinel の使用制限付きライセンスが付与されます。
このライセンスにより、ライセンス許諾を受けた Novell Identity Manager Integration Modules(メインフレームおよびミッドレンジの統
合モジュールを除く)に対応するデバイスからイベントを収集して処理する権利が付与されます。このライセンスは、 NetIQ Identity Mana
ger の使用許諾契約の規定に従ってユーザ (固有のディレクトリオブジェクト )ベースで付与されます。たとえば、 Blackboard Integration
Module を展開すると、Blackboard Integration Module 自体からだけでなく、Blackboard から直接イベントを収集する許可を与えられます
が、これは識別情報トラッキングの目的に限定されます。ただし、Novell Compliance Management Platform ライセンスには使用制限があ
り、次の条件の一部または全部に該当した場合に、ライセンスを超過したものと見なされます。1) 購入したユーザアカウントのいくつか
に対するアクティビティ分析のために使用する。 2) Sentinel 展開を識別情報トラッキング以外の目的で使用してイベントの収集および処
理を行う。3) ライセンス許諾を受けた NetIQ Identity Manager Integration Modules に対応しないデバイスからイベントを収集する。
Novell Compliance Management Platform ライセンスは、エンタプライズ EPS、インスタンスライセンス、およびデバイスライセンスのモ
デルから独立した別個のライセンスです。識別情報トラッキングソリューションパックライセンスは、これらのライセンスモデルによって
付与される資格を交換、縮小、または変更するものではありません。
バージョン 6.0 より前の Security Manager の購入に伴って発生する資格
デバイスライセンス: お客様の Sentinel 展開は、購入契約書に明記されたデバイスタイプごとの数までのデバイスからイベントを収集し
て処理することが許諾されます。直接本ソフトウェアにアクセスまたは本ソフトウェアを利用するデバイスの数を削減するソフトウェア、
ハードウェアまたはその他のデバイス（「多重方式」または「プーリング」ソフトウェアまたはハードウェア）を使用していても、必要と
されるライセンス数は削減されないものとします。必要とされるライセンス数は、多重方式またはプーリングソフトウェア、ハードウェア
またはデバイス「フロントエンド」への個別の入力数に等しいものとします。
制限事項
使用許諾制限事項。NetIQ は、お客様に対して明示的に付与されていないあらゆる権利を留保します。本ソフトウェアの使用は、内部使用
の目的でのみ許諾されます。次の行為は禁止されています: (1)該当する法律で明示的に許可された範囲を超えて本ソフトウェアをリバー
スエンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブルすること。(2)本ソフトウェアを修正、改変、レンタル、時間貸し、ホストまたはリー
スしたり、あるいは本契約に基づくお客様の権利をサブライセンスすること。(3)NetIQ の書面による許可なく、本ソフトウェアまたは本契
約に基づくお客様のライセンス権の全部または一部を譲渡すること。
EPS ライセンス。1 日の平均が過去 30 日間に 2 回以上、許諾された EPS を上回った場合、EPS ライセンスを超過したと見なされます。
スイートライセンス。お客様に付与された本ソフトウェアのライセンスがスイート製品に関するものである場合は、ライセンスごとに 1 人
のユーザのみがスイート内の製品を使用できます。スイートライセンスでは、ユーザ単位でライセンスを受けた場合は複数のユーザがス
イート内の個々の製品を使用することはできず、デバイスまたはサーバ単位でライセンスを受けた場合は複数のデバイスがスイート内の
個々の製品を使用することはできません。
アップグレードの保護。本ソフトウェア用の NetIQ またはその前身のプログラムの下でアップグレードの保護または保守を購入した場合は、
そのアップグレードの保護または保守を、本ソフトウェア全体の一括アップグレードに対して適用することができますが、本ソフトウェア
のコンポーネントプログラムまたはバンドル製品、またはスイートに含まれている個々の製品(本ソフトウェアがスイート製品として使用
許諾されている場合)のアップグレードに対しては適用できません。該当する NetIQ のポリシーとプログラムで許可される場合は、本ソフ
トウェアの個々のコンポーネントに対してアップグレードの保護を別途購入することができます。
アップグレードソフトウェア。この項は、お客様がアップグレード価格設定に基づいて本ソフトウェアを購入した場合に適用されます。
「元の製品」とは、お客様がアップグレードする元となる製品を意味します。元の製品の承認されたユーザであり、次の条件を満たす場合
のみ、お客様は本ソフトウェアを使用する権限を持ちます: (1)正規に取得され、かつ、本ソフトウェアの購入時にすでに存在していたポ
リシーに基づいて本ソフトウェアでアップグレードする資格のある元の製品を置き換えるためにのみ、本ソフトウェアを使用する権利を取
得していること。(2)お客様が該当する使用許諾契約の条項に従って元の製品をインストールし、使用していること。（ 3）元の製品の所有
権を売却または他の方法で移譲しないこと。
サポート。NetIQ は、サポートサービスが明示的に含まれる提供物をお客様が購入した場合を除き、サポートサービスを提供する義務を負
いません。そのような提供物を購入し、そのサポートサービスに別途契約が適用されない場合、 NetIQ による書面における別段の定めがな
い限り、この使用許諾契約または該当する製品スケジュールに従ってサポートサービス (「サービス」)を提供します。NetIQ が提供するサ
ポートについては、http://www.netiq.com/support/default.asp をご参照下さい。

所有権

本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェアと本サービス（一部または全体の翻案お
よび複製を含む）におけるすべての知的所有権に関するすべての権利、タイトル、および利益は、 NetIQ および/またはそのライセンサが留
保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。
限定保証
お客様の購入日から 90 日間、NetIQ は、(1)本ソフトウェアの配布に使用した媒体に、物理的欠陥がないこと、および (2)本ソフトウェアが、
実質的に添付のマニュアルに従って動作することを保証します。購入日から 90 日以内に欠陥アイテムが NetIQ に返送された場合、またはお
客様が不具合を NetIQ に報告した場合、NetIQ は、自らの裁量により、不具合を解決、またはお客様が本ソフトウェアのために支払ったラ
イセンス料を返済します。ただし、本ソフトウェアを許可されていない方法で使用または改変した場合、この保証は無効になります。前記
の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。（前述の保
証は、無償で提供された本ソフトウェアには適用されません。このようなソフトウェアは、「現状のまま」でいかなる保証もなしに提供さ
れます）
本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、または本ソフ
トウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用
が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造されておらず、そのような用
途も想定しておりません。
本ソフトウェアは、特定のコンピュータおよびオペレーティングシステムとのみ互換性があります。本ソフトウェアは、互換性のないシス
テムに対しては保証されていません。互換性に関する情報については、NetIQ または販売店にお問い合わせください。
NetIQ 以外の製品 。本ソフトウェアには、NetIQ 以外の第三者によって使用許諾または販売されたハードウェア、ソフトウェア、または
サービスが含まれている場合や、バンドルされている場合があります。 NetIQ は、NetIQ 以外の製品またはサービスに対する保証は行って
おりません。そのような製品またはサービスは、「現状のまま」提供されるものとします。 NetIQ 以外の製品に対する保証サービスには、
そのサービスが存在する場合、製品のライセンサから、該当するライセンサ保証に従って提供されるものとします。 NetIQ は、法律で別途
制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、タイトル、または非侵害に関する保証を含む、いかなる黙示的保
証も行いません。NetIQ は、この限定保証条項に明確に記載されていない保証、表明または約束は一切行っておりません。 NetIQ は、本ソ
フトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、本ソフトウェアまたは本サービスの操作が中断されないことも保証しません 。
保証の特定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上記の制限の一部はお客様に適用されないことがあります。この限定保
証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域で異なる他の権利を持つことがあります。
責任の制限
結果的損失。NetIQ も、いかなる NetIQ のライセンサ、子会社または従業員も、逸失利益、事業の中断、データの喪失をはじめとして、本
ソフトウェアまたは本サービスの使用または使用不能に起因する特別損害、偶発的損害、結果的損害、間接的損害、不法行為、経済的損害
または懲罰的損害について、当該損害発生の可能性が告知されていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
直接的損害。いかなる場合でも、財産に対するまたは人的な直接損害 (それが一件の案件または一連の案件におけるかにかかわりなく )に対
する NetIQ の賠償責任総額は、お客様がクレームの原因となった本ソフトウェアの対価として支払った支払総額の 1.25 倍の金額を限度とし
ます(また、お客様が本ソフトウェアを無償で取得した場合は、50 米ドルを限度とします)。前述の除外や制限は、人命または身体的損害に
関連するクレームには適用されません。損害の例外または制限が認められない管轄区域では、 NetIQ の責任はそれらの管轄区域で認められ
る最大限の範囲で制限または除外されるものとします。
一般条項
期間。本契約は、お客様が合法的に本ソフトウェアを取得した日に有効となり、お客様が本契約の条件に違反した場合に自動的に終了しま
す。本ソフトウェアがサブスクリプションに基づいてお客様に提供される場合は、本ソフトウェアを所有または使用するお客様の権利は、
該当するサブスクリプション期間の終了時に終了します。本契約または該当するサブスクリプション契約期間が終了次第、本ソフトウェア
および複製物をすべて廃棄するか、または NetIQ に返却の上、お客様のシステムから本ソフトウェアを消去するものとします。
検証。NetIQ は、15 日前までに事前の通知を行い、その費用を負担することにより、お客様の業務時間内にお客様によるソフトウェアおよ
びマニュアルの使用に対する年次監査を行い、この使用許諾契約に対する準拠を検証できます。お客様は、ソフトウェアの不当な複製、配
布、インストール、使用、またはアクセスを防ぐ手段を社内で実装することに同意するものとします。また、お客様はこの使用許諾契約に
準拠していることを証明できる記録を保持することに同意し、 NetIQ の要求に応じて、この記録に基づく、複製の数（製品およびバージョ
ンごと）および、ソフトウェアの使用許諾および展開に合理的に関連するネットワークアーキテクチャを含むメトリクスおよびレポートを
提供およびその内容を保証するものとします。お客様は NetIQ または権限を与えられた代理人に、監査を実行するために記録、ハードウェ
ア、および従業員へのアクセスを提供するものとします。 NetIQ または権限を与えられた代理人が、お客様の機密情報を保護することを書
面によって合理的に同意することを前提とし、お客様はこのような監査に全面的に協力し、必要な支援および記録およびコンピュータへの
アクセスを提供するものとします。監査により、お客様が現在または過去にライセンス許諾を受けずに本ソフトウェアのインストール、使
用、またはアクセスを行っていたことが明らかになった場合、不足分ライセンスへの対応に十分なライセンスをすぐに取得するものとしま
す。5%以上の重大なライセンスの不足が発見された場合、お客様は NetIQ に監査で発生した費用を払い戻し、それ以外の場合に適用される
値引きの利益を受けることなく、30 日以内に必要とされる追加ライセンスを取得するものとします。

ベンチマークテスト。このベンチマークテストの制限条項は、お客様がソフトウェア開発者またはライセンサーである場合か、お客様がソ
フトウェア開発者またはライセンサーの指示によるか、またはその代理として本ソフトウェアのテストを実施する場合に、お客様に対して
適用されます。お客様は、NetIQ からの不当に留保されない書面による事前許可を得ることなしに、本ソフトウェアのベンチマークテスト
の結果を第三者に公表または開示できません。お客様が本ソフトウェアに機能上類似または競合する製品 (以下「類似製品」という)のライ
センサであるか、またはそのようなライセンサの代理であり、さらに、お客様がこの制限条項に違反して本ソフトウェアのベンチマーク情
報を公表または開示した場合は、類似製品のエンドユーザ使用許諾契約に矛盾する規定があっても、 NetIQ は、NetIQ が提供できる他の救
済策に加えて、類似製品のベンチマークテストを実施し、そのベンチマーク情報を開示および公表する権利を有するものとし、お客様は、
これにより、上記の権利を NetIQ に許諾する権限を有することを表明するものとします。
オープンソース。本契約のいかなる内容も、本ソフトウェアに含まれる任意のオープンソースコードに適用できるオープンソースライセン
スの下で、お客様が所有する権利または義務、あるいはお客様が準拠する条件に対して、制約、制限、または他の方法による影響を与えな
いものとします。
移譲。本契約は、NetIQ からの書面による事前許可なしに、お客様が移譲または譲渡することはできません。お客様は、お客様と Novell,
Inc.との以前の契約またはソフトウェアに関連して、その一部またはすべてを Novell, Inc.から NetIQ Corporation に移譲または譲渡する
ことに関する異議を放棄し、これに同意するものとします。
法令および法域。本契約は、米国テキサス州法により管理されます。本契約に関する法的措置はすべて、テキサス州およびヒューストン市
の管轄裁判所にのみ提訴することができます。ただし、お客様の主たる住居のある国が、欧州連合または欧州自由貿易連合の加盟国である
場合、本契約は、その国の法令により管理され、法的措置は、すべて、その国の管轄裁判所にのみ提訴できます。
完全合意。本契約および製品スケジュールは、お客様と NetIQ の間の完全な理解および合意を規定したものであり、お客様と NetIQ の権限
のある代表者によって合意された書面による場合に限り、修正または変更できます。ライセンサー、卸売業者、販売店、小売店、再販売業
者、販売員、従業員には、本契約を変更したり、本契約の条項に相違するか追加される表明もしくは約束を行う権限はありません。
権利放棄。本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません 。
契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とはみなされません。
可分性。本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、
その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されま
せん。
輸出法令準拠。本契約の下で提供される製品または技術情報はすべて、米国の輸出規制および他国の商法の制限を受けます。当事者は、す
べての輸出管理規定に従うこと、および取引対象製品の輸出、再輸出または輸入に必要なライセンスを取得したり、分類を行うことに同意
するものとします。当事者は、現在の米国の輸出除外リストに掲載されている団体にも、米国の輸出管理規定で指定された輸出禁止国また
はテロリスト国にも、輸出または再輸出を行わないことに同意するものとします。当事者は、本ソフトウェアまたは取引対象製品を、禁止
されている核兵器、ミサイル兵器、または生物化学兵器の最終用途に使用しないものとします。 NetIQ 製品を米国から輸出する前に、商務
省産業安全保障局の Web ページ(www.bis.doc.gov)を確認してください。NetIQ は、お客様の要望に応じて該当する規制に関連する情報を提
供します。ただし、NetIQ は必要な輸出承認を取得しなかったことに対しいかなる責任も負わないものとします。また、お客様は米国の輸
出法規に従わなかったことから生じるいかなるクレームまたは損害賠償からも NetIQ を保護かつ免責することに同意することとします。
米国政府の権利制限。米国政府による使用、複製、開示は、FAR 52.227-14 (June 1987) Alternate III (June 1987)、FAR 52.227-19 (Ju
ne 1987)、もしくは DFARS 252.227-7013 (b)(3) (Nov 1995)、または該当するこれらの修正条項に定める制限事項に従うことを条件としま
す。請負業者/製造者は NetIQ Corporation, 1233 West Loop South, Suite 810, Houston, Texas 77027, U.S.A.
およびその他です。国際物品売買契約に関する国連条約の適用は、明示的に除外されています。
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