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エンドユーザライセンス契約 

Sentinel 8.1 
 

重要: ライセンサはこの認可されたソフトウェアをライセンス取得者(個人、または別の法人の従業員またはその法人の代

理人としてその法人を代表する者としての元の購入者)に提供し、ライセンス取得者は以下に規定された条項への同意に基

づいてこれを使用するものとします。これらの条項はライセンスソフトウェアの以前のリリースに付随したエンドユーザ使

用許諾契約と異なる場合があります。これらの条項には、本ソフトウェアの使用について追加の制限が含まれている場合が

あるため、条項を注意深く読み、十分に理解してから使用してください。質問がありましたら、MICRO FOCUSの法務部門（

LEGALDEPT@MICROFOCUS.COM）にお問い合わせください。本使用許諾契約の条項に同意されない場合は、本ライセンスソフト

ウェアの使用を認可されません。インストール時に［受諾］ボタンをクリックするか、同様の受諾メカニズムを使用す

るか、またはライセンスソフトウェアをコピーまたは使用することによって、使用権者は、本使用許諾契約を読んでこれを

理解し、その条項に従うことに同意したことを認めることになります。ライセンス取得済みソフトウェアは使用を許諾され

るもので、販売されるものではありません。 

 

 

本エンドユーザライセンス契約(「ライセンス契約」)における用語の意味を以下に示します。 

「ドキュメント」はライセンスソフトウェアに付属するライセンサユーザドキュメントです。 

 

「ライセンス取得者」はライセンスソフトウェアをライセンサからまたはライセンサの販売店または販売代理店から合法的

に取得する単一の法人または個人です。 

 

「ライセンスオプション」は本ライセンス契約の付録1で規定されるライセンスオプションです。 

 

「ライセンサ」は、NetIQ Corporation, a Micro Focus companyです。  

 

「ライセンスソフトウェア」はライセンサによってライセンス取得者に提供される上記のライセンサコンピュータプログラ

ムのオブジェクトコードのバージョン、そのドキュメント、およびその他の補完的な資料を指し、これにはこれらに関する

ソフトウェアセキュリティキーが含まれますがこれに限定されるものではありません。 

ドキュメントは電子的手段により提供される可能性があり、また、英語以外の言語で提供されない可能性があります。アク

ティブ化またはライセンスソフトウェアの使用に必要な場合には、ライセンスソフトウェアにライセンスキーが付随

します。ライセンスソフトウェアには、使用権者が以下の第6項に記載されているような追加サポートおよび保守、または

そのいずれかの購入によって受け取る本ライセンスソフトウェアへの更新の使用も含まれ、その使用はこの使用許諾契約に

より管理されるものとし、このような更新に異なるエンドユーザ使用許諾契約が含まれる、または付属している場合には、

本使用許諾契約の第17項で規定されているように、本使用許諾契約を双方の合意により修正する必要はなく、そのエンドユ

ーザ使用許諾契約が本使用許諾契約より優先され、そのソフトウェアライセンスの使用を管理するものとします。本使用許

諾契約は、以下の第6項および第7項（またはこれらのいずれか）に基づいてライセンサによって提供されない限り、使用権

者にライセンスソフトウェアを更新する権利を付与しません。  

 

「製品注文書」は、(i)ライセンス取得者により、購入するライセンスソフトウェアそれぞれのライセンスを記載して発行

され、(ii)ライセンサによって受け入れられたドキュメントです。ライセンサは、ライセンサの受諾を書面で確認するか、

ライセンスソフトウェアをライセンス取得者に提供するかのいずれかの方法のうち、早く完了した方により製品注文書を受

諾したものとします。製品注文書には、書面による見積書またはそのような意図で言及されている場合にはソリューション

オーダーも含まれ、これらはライセンサが購入された使用許諾対象の個々のソフトウェアライセンスを記述して発行し、使

用権者が見積書の有効期限内に受諾してライセンサに返送し、使用権者が見積書に基づいて注文書またはその他の受諾を確

認する書類をライセンサに発行し、使用権者が見積書に規定されているすべての料金をライセンサに支払うか、またはその

いずれかの方法によって使用権者が受け入れる必要があります。個々の製品注文書は個別の契約を構成し、それぞれに本使

用許諾契約を組み込むものとします。本使用許諾契約の条項と製品注文書の条項に矛盾がある場合、製品注文書の条項が優

先されます。本使用許諾契約または製品注文書に関連して使用権者が発行した購入注文書または同様のドキュメントに含ま

れている条項は適用されないものとし、発行されたそれらのドキュメントは注文されたライセンスソフトウェア、使用許諾

数、および支払い価格を特定する管理目的のみとし、その他の法的効果はないものとします。この段落で意図するライセン

サとは、ライセンス取得者がライセンスソフトウェアを購入する購入元のライセンサまたは場合によってはライセンサの認

可販売代理店を意味しますが、ライセンサの認可販売代理店によって受け入れられた製品注文書の矛盾するまたは追加され

た条項は、その条項がライセンサによって書面で同意されていない限り無効であるとします。  

 

「保証期間」はライセンスソフトウェアをライセンス取得者に提供した日から90日間です。 

 

 使用許諾の付与と使用許諾条件。製品注文書に記載された当該の払い戻しできない使用許諾料金の支払いに対し、およ

び本ライセンス契約で規定された条項にライセンス取得者が従うことを条件に、ライセンサは、個人的な使用と便宜の

ためにのみライセンスソフトウェアを使用するための個人的で、永続的な(ライセンス取得者がサブスクリプション/期
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間使用許諾を購入した場合を除く)、譲渡できない、再販できない、非排他的な使用許諾をエンドユーザとしてのライ

センス取得者に付与します。ライセンス取得者によるライセンスソフトウェアの使用と運用およびライセンスソフトウ

ェアに対して提供されるライセンス許諾は、ライセンス取得者がライセンスソフトウェアの実行に必要な有効なライセ

ンスキーを所有していることを前提としています。使用権者は、ライセンスキーまたはメディアの紛失または破損、代

替ライセンスキーまたはメディアまたは新しいライセンスキーまたはメディアの提供について、ライセンサが責任を負

わないことに同意するものとします。ただし、使用権者が該当の使用許諾のサポートおよび保守について有効期

限内で、該当する年間サポートおよび保守契約で規定された範囲内で、ライセンサが必要に応じてそのような代替品を

提供するために十分な権利を該当するサードパーティ販売業者から受けている場合にはその限りではありません。該当

する使用許諾のサポートおよび保守の有効期限が切れている場合でも、代替または新規のライセンスキーまたはメディ

アをライセンサの当該新規ライセンスのその時点での定価で購入できる場合があります。  

その他のライセンスオプションは、付録1で規定または定義されているように、または付録1の説明に従ってライセンサ

から入手できます。ライセンスソフトウェアの使用権者が購入する当該ライセンスオプションおよびライセンス数は製

品注文書に明記されるものとし、それ以外の場合にはライセンサにより書面で特定されるものとします。ライセンスソ

フトウェアは、付録2にある「ソフトウェア固有の条件」で規定されているように追加の条項にも拘束されます。条項

に矛盾がある場合、以下の優先順位に従って解決するものとします。付録2、付録1、本使用許諾契約の本文。  

 使用に関する制限事項。本ライセンス契約の付録1または付録2において別途具体的に認められている場合を除き、ライ

センス取得者は以下を行わないことに同意するものとします。 

2.1 ライセンサが要求する該当する追加料金をライセンサに支払わずに内部使用目的でのライセンスソフトウェアの全

部または一部をコピー、配布すること。ただし、以下の場合を除く。(i)合理的な数のアーカイブバックアップコ

ピーの作成 (ii)ライセンサにより書面によって明示的に許可された場合 (iii)ライセンサから使用権者に電子的形

式で提供されたドキュメントの合理的な数のコピーの作成。使用権者は、ライセンスソフトウェアに表示されるす

べての著作権およびその他の専有権の通知（すべてのサードパーティ販売業者の通知を含む）を複写し、添付する

ものとします。 

2.2 タイムシェアリング、ファシリティマネジメント、アウトソーシング、ホスティング、サービス機関にこのライセ

ンスソフトウェアを使用すること。またはその他のアプリケーションサービス（ASP）またはデータプロセッシン

グサービスをサードパーティに提供するために使用すること。その他同様の目的で使用すること。 

2.3 ライセンスソフトウェアを修正または修正する手段を他者に提供すること。 

2.4 ライセンスソフトウェアの二次創作物の作成、またはライセンスソフトウェアの変換、逆アセンブル、再コンパイ

ルまたはリバースエンジニアリング、またはこれらの行為を行おうとすること（このような行為を該当する法律が

明示的に認めている範囲を除く）。 

2.5 ライセンスソフトウェアまたはドキュメントに表示または埋め込まれた専有権の通知またはラベルの改変、破壊、

またはその他の方法での削除。 

2.6 本使用許諾契約で具体的に認められている方法以外でのライセンスソフトウェアの使用。 

 

 監査。ライセンサまたは監査官(以下で定義)はライセンス取得者が本ライセンス契約に準拠していることを確認する権

利があります(Micro Focus使用許諾コンプライアンス特権- 

http://supportline.microfocus.com/licensing/licVerification.aspxを参照してください)。ライセンス取得者は以

下のことに同意するものとします。 

A. 内部の予防手段を実装し、ライセンスソフトウェア、関連サポートおよび保守の不正なコピー、配布、インストー

ル、使用、アクセスを防止し、また、本ライセンス契約の条項違反を防止します。 

B. ライセンスソフトウェアを含むメディアを廃棄する前にライセンスソフトウェアのコード、プログラムおよびその

他の専有権情報をすべて破壊または消去するために必要な手順をすべて実行します。 

C. ライセンス取得者が本ライセンス契約を遵守していることを保証するのに十分な記録を保管します。これには、ラ

イセンスソフトウェアのシリアル番号とライセンスキーおよび、ライセンスソフトウェアがインストールされてい

るまたはライセンスソフトウェアのアクセス元のすべてのマシンのハイパーバイザのログ(該当する場合)、位置情

報、モデル(プロセッサの数とタイプを含む)およびシリアル番号、ライセンスソフトウェアにアクセスしているユ

ーザの名前(法人名を含む)および人数が含まれます。また、ライセンサの要求に応じて、レコードおよびアカウン

ト、特にコピー数(製品およびバージョンごと)およびライセンス取得者の使用許諾とライセンスソフトウェア、関

連のサポートおよび保守の展開と合理的に関連するネットワークアーキテクチャに基づいて、測定基準およびレポ

ートを提供および認証します。 

D. ライセンサの要求に応じて、ライセンス取得者は、ライセンサまたはライセンサ独自の判断で選出した独立した監

査官(「監査官」)に要求の7日以内に、ライセンサまたは監査官が提供したアンケートに記入して提出し、またラ
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イセンサが要求する書式でライセンス取得者の責任者が署名し、提供する情報の正確さを保証する旨の書面を提出

します。 

E. ライセンサの代表または監査官は、ライセンス取得者の通常の営業時間中にライセンス取得者のコンピュータおよ

びレコードを検査および監査して、ライセンス取得者のソフトウェア製品および関連保守の使用許諾条件の遵守を

確認できます。ライセンサ(該当する場合には監査官)の書面による署名付きの機密文書の提示に応じて、ライセン

ス取得者はこのような監査に全面的に協力し、必要な補助を提供し、レコードおよびコンピュータにアクセスする

ものとします。 

F. ライセンス取得者がライセンスソフトウェアを使用許諾なしでインストール、使用、またはアクセスしている、ま

たはある時点で上記のような状態であった場合、または付与された使用許諾をこれ以外の方法で違反した場合(「

順守違反」)、差し止めによる救済を含むがこれらに限定されないライセンサが持っている他の権利および賠償に

影響を与えることなく、ライセンス取得者は30日以内に十分な使用許諾またはサブスクリプション、関連サポート

および保守を購入し、順守違反を是正するものとします。その際、このような状況ではない場合に適用できる値引

きは受けられないものとし、順守違反開始から料金の支払いまでの期間の追加の使用許諾として、ライセンサの現

在(追加購入の日付)の定価、12カ月のサポートと保守の料金、および金利(月々1.5%の複利または該当する法律に

よって認められた最大利率の低い方)を支払うものとします。前記の金利は、順守違反開始時に請求書が発行され

ていない場合でも支払うものとします。5%以上の重要なライセンス不足が見つかった場合、使用権者はその他の支

払うべき金額に加えてこの監査に対する妥当な費用もライセンサに賠償するものとします。この第3項の義務はラ

イセンス取得者の不履行とすべてのサードパーティの不履行の両方に適用されるものとします。  

 ドキュメント。ライセンサが推奨するライセンスソフトウェアの使用方法と用途を記述したライセンサの標準ドキュメ

ントの電子コピー1部がライセンサによって、追加費用なしでライセンス取得者に対して提供されるか、ライセンサの

Webサイトで閲覧可能とされます。印刷されたドキュメントのコピーをライセンサまたはその認定販売店から購入でき

る場合があります。標準ドキュメントの追加コピーはライセンサのWebサイトで閲覧できる場合があります。 

 ライセンス期間。ライセンスソフトウェアの本ライセンス契約およびライセンス取得者の使用許諾は無期限です。ただ

し、サブスクリプション/期間使用許諾がライセンス取得者によって購入された場合(この場合、使用許諾の期間は、付

録1または付録2で指定されているように製品注文書で規定されるか、それ以外の場合にはライセンス取得者とライセン

サの間で書面によって同意されます)を除きます。また、この第5項で記述されているように中途終了される場合があり

ます。ライセンス取得者がサブスクリプション/期間使用許諾を購入した場合、ライセンスソフトウェアに対するライ

センス取得者の使用許諾は、そのサブスクリプション/期間の満期に自動的に終了します。ライセンサは、下記の場合

に書面による終了の通知をライセンス取得者に渡すことによって、ライセンスソフトウェアに対する本ライセンス契約

およびライセンス取得者の使用許諾をただちに終了することができます。(i)ライセンス取得者が本ライセンス契約の

条項を違反し、ライセンサからライセンス取得者に通知した日から10日以内に違反を是正しなかった場合。(ii)ライセ

ンス取得者が清算された、管財人を指名した、または破産または倒産などの処理を申請または開始した場合。終了はラ

イセンサが持っている他の権利および救済手段に影響を与えることなく行われるものとします。契約終了の場合には、

使用権者は、いかなる目的のためにもライセンスソフトウェアまたはライセンスソフトウェアのコピーを保持、アクセ

スまたは使用する権利がなくなり、所持または管理しているライセンスソフトウェアのすべてのコピーを破棄または消

去し、ライセンスソフトウェアのすべてのコピーを破棄または消去したという書面による証明書をライセンサに送付す

るものとします。終了によって使用権者は、これまでに支払われたあらゆる種類の料金を払い戻しまたは精算する権利

を与えられないものとします。その性格上継続が妥当と考えられる第3、8、9、10、11、12、13項およびその他の項に

含まれている当事者の権利および義務は、本使用許諾契約の終了または満了後も効力を維持します。 

 サポートと保守。ライセンス取得者がサポートおよび保守サービス(またはこれらのいずれか)を購入した場合、ライセ

ンサとライセンス取得者の間で交わされた該当する年間サポートおよび保守契約、製品注文書、またはその他の書面に

よる契約に別途指定がない場合には、ライセンス取得者の最初のサポートまたは保守の期間はライセンスソフトウェア

のライセンス取得者への配信時に始まり、その後1年間(サブスクリプション/期間使用許諾の期間が1年未満の場合には

その期間)続きます。ライセンス取得者がいずれかのライセンスソフトウェアのサポートおよび保守(またはそのいずれ

か)を購入した場合、ライセンス取得者はこの条項に基づきそのライセンスソフトウェア製品のライセンス取得者が使

用許諾されたユニットすべてのサポートおよび保守サービス(またはそのいずれか)を購入しなければならないことに同

意したものとします。ライセンサが提供するサポートおよび保守サービス(またはこれらのいずれか)は、書面で当事者

が別の同意をしていない限り、ライセンサの現在適用可能な標準年間サポートおよび保守契約(またはこれらのいずれ

か)に従うものとします。  

 限定保証。 ライセンサは保証期間中、(i)ライセンスソフトウェアがメディアを介して提供される場合、メディアは通

常使用に影響する素材上または製造上の欠陥がなく、(ii)使用権者に送付するライセンスソフトウェアのコピーはドキ

ュメントのすべての主要条件を満たしていることを保証します。上記の保証の(i)を満たしていないことに対する唯一

かつ排他的な救済策として、ライセンサの唯一の義務は、ライセンス取得者が保証期間内に欠陥メディアをライセンサ

に返送した場合にライセンスソフトウェアが配信された欠陥メディアを無償で修復または交換することとします。上記

の保証の(ii)を満たしていないことに対する唯一かつ排他的な救済策として、ライセンサは、ライセンスソフトウェア

を無償で修理または交換して保証に準拠するようにするか、または、ライセンサがこの救済策が経済的または技術的に

可能でないと合理的に判断した場合、使用権者は、該当のライセンスソフトウェアについて使用権者が支払った使用許
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諾料金および保守料金の全額払い戻しを受ける資格を与えられるものとします。この払い戻しによって、そのライセン

スソフトウェアを使用するライセンス取得者の使用許諾は終了します。この第7項で規定される保証は、ライセンスソ

フトウェアの欠陥が以下の結果として生じた場合には適用されないものとします。(a)ライセンスソフトウェアが、ド

キュメント、本ライセンス契約に従って、またはライセンスソフトウェアが設計され、ライセンサによって使用許諾さ

れたプラットフォーム上で使用されなかった場合、または(b)ライセンスソフトウェアがライセンス取得者またはサー

ドパーティによって変更、修正または変換された場合(ただし、ドキュメントで指定されている場合を除く)、または

(c)ライセンス取得者の機器の誤動作、または(d)事故または誤用、または(e)認可されていない人によるサービス、ま

たは(f)ライセンサが提供しなかったその他のソフトウェアをライセンス取得者が使用した、またはライセンスソフト

ウェアの用途として設計されておらず動作を許諾されていないソフトウェアを使用した場合、または(g)サードパーテ

ィソフトウェア(本文中で定義)、または(h)ライセンス取得者へのメディアの初期配信後に発生したその他の原因(ライ

センサによる直接原因でない場合)。上記は、本保証の下で使用権者が保持する完全かつ全体的な救済策を示していま

す。ライセンサは保証期間外に行われた保証請求に対して責任を負わないものとします。上記の保証は、更新を含む無

償のライセンスソフトウェアには適用されないものとします。ただし、このようなソフトウェアによる問題は該当のサ

ポート条項の下でサポートを受けられる場合があります。  

 保証の免責条項。ライセンスソフトウェアをあらゆる運用環境でテストすることはできないため、ライセンサは、ライ

センスソフトウェアに含まれている機能がライセンス取得者の要件を満たすこと、ライセンスソフトウェアの操作が中

断されないこと、またはライセンスソフトウェアにエラーがないことを保証しません。本ドキュメントおよび法律で認

められている範囲で規定されている場合を除き、商品性、品質、特定の目的への適合性に関する暗黙的保証を含むがこ

れらに限定されない、明示的または暗黙的、法的またはそれ以外のその他のあらゆる保証をライセンサ側およびそのサ

ードパーティ販売業者は行いません。ライセンス取得者は、ライセンス取得者の意図した結果を達成するためのライセ

ンスソフトウェアの選択、ライセンスソフトウェアのインストールと使用、およびライセンスソフトウェアから得られ

る結果についてライセンス取得者が責任を負うことを認めるものとします。  

 責任の制限。 ライセンサの責任は、該当の請求を生じさせたライセンスソフトウェアに対して使用権者が支払った合

計金額に制限されるものとします。この制限は、契約違反、保証の違反、不注意、厳格責任、虚偽表示およびその他の

不法行為を含むがこれらに限定されないあらゆる訴訟原因に適用されます。いかなる場合も、ライセンサは、間接的損

害、特別損害、偶発的損害、結果的損害、懲罰的損害などの損害、および利益、契約、データ、またはプログラムの損

失、または失われたデータまたはプログラムの回復に要した費用について、事前に損害発生の可能性を知らされていた

場合であっても責任を負わないものとします。ライセンサの責任の制限は包括的なものです。本ライセンス契約のライ

センス取得者の救済策がライセンス取得者の排他的救済策です。 

ライセンサのサードパーティ販売業者は、直接的であれ間接的であれ、特別、偶発的または結果的利益、契約、デ

ータ、またはプログラムの傷害、損失または損傷、またはこれらのデータまたはプログラムを回復するための費用につ

いて、事前に損害発生の可能性を知らされていた場合であっても責任を負わないものとします。  

使用権者は、本使用許諾契約を締結する際、本使用許諾契約で明示的に規定されている以外の何らかの表明（書面でも

口頭でも）に依拠した場合、または依拠しなかった場合に、その表明についてライセンサに対する救済請求権はないこ

とに同意します。 

使用権者はさらに、この項の責任の制限が本使用許諾契約の重要な要素であり、この制限がないと価格およびここで規

定されるその他の条項が大きく異なることになることを認めます。 

本使用許諾契約もこの第9項のあらゆる内容も、法律によって認められていない範囲までライセンサまたはそのサード

パーティ販売業者の責任を除外または制限するものではありません。  

 高リスクの使用法。ライセンスソフトウェアはフォールトトレラントではなく、また、ライセンスソフトウェアの障害

が直接的または間接的に人命の損失、人体の傷害、重大な物理的損害または環境破壊に直結する可能性のある、フェー

ルセーフ性能が必要な危険な環境（原子力施設、航空機管制システム、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、

兵器システムを含むがこれらに限定されない運用）で使用するために設計、製造されたものではなく、そのような用途

も想定していません。ライセンサおよびその販売業者は高リスク状況でのライセンスソフトウェアの使用に対して責任

を負わないものとします。  

 所有権。 ライセンサ(またはその提携先)および該当する場合にはライセンサのサードパーティ販売業者は、ライセン

スソフトウェアおよびその完全または部分的コピーのすべての所有権を所有し、保持します。このような所有権にはす

べての特許権、著作権、商標、取引上の秘密、サービスマーク、関連営業権およびこれに関係する機密情報が無制限に

含まれます。本使用許諾契約は、ライセンスソフトウェアについて、ここで指定される使用許諾以外のいかなる専有権

も使用権者に譲渡しません。  

 サードパーティソフトウェアおよびコンポーネント。ライセンスソフトウェアは、ライセンス取得者がサードパーティ

の条項に従ってサードパーティから直接使用許諾される必要がある特定の指定されたサードパーティソフトウェアプロ

グラムが付属し、これを必要とする場合があります(たとえば、Adobe AcrobatやMicrosoft Internet Explorer)(「サー

ドパーティソフトウェア」)。サードパーティソフトウェアは、そのサードパーティの条項の下、そのサードパーティ

とライセンス取得者の間での直接の使用許諾の下でのみサードパーティソフトウェアのライセンサによって提供されま
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す。したがって、本使用許諾契約の下でのライセンサと使用権者の責任、義務および権利はこのようなサードパーティ

ソフトウェアには適用されません。また、ライセンサは、サードパーティ販売業者によってライセンサに提供された特

定のランタイムまたはその他の要素を一部のライセンスソフトウェアに埋め込んでいます(「サードパーティコンポー

ネント」)。このようなサードパーティコンポーネントがライセンスソフトウェアメディアにロードされていてもかま

いません。サードパーティコンポーネントは本使用許諾契約に従って使用権者に使用許諾されます。サードパーティコ

ンポーネントは、オープンソースソフトウェアを含んでいてもかまいません。その詳細（該当する場合）は(i)該当す

るライセンスソフトウェアに付属しているファイル内または(ii)該当するドキュメントにあります。使用権者は、ラ

イセンスソフトウェアを使用する際にのみライセンスソフトウェアのサードパーティコンポーネントにアク

セスできます。使用権者は、ライセンスソフトウェアを使用せずにサードパーティコンポーネントに直接アクセスま

たはアクセスの試行を行うことはできません。本ライセンス契約で規定されるライセンスソフトウェアに適用可能なす

べての制限、制約および義務がライセンス取得者によるサードパーティコンポーネントの使用に適用されるものとしま

す。サードパーティソフトウェアおよびサードパーティコンポーネントはこれらをライセンサに提供するそれぞれのサ

ードパーティ販売業者の所有物です。このようなサードパーティ販売業者は、サードパーティソフトウェアおよびサー

ドパーティコンポーネントのすべてのコピーをどのような方法で作成された場合でも所有します。使用権者はサードパ

ーティソフトウェアおよびサードパーティコンポーネントの所有権に異議を唱えないことおよびそのサードパーティ販

売業者に属している商標またはサービスマークを使用しないことに同意します。使用権者は、このようなサードパーテ

ィ販売業者が、本使用許諾契約においてライセンスソフトウェア（サードパーティコンポーネントを含む）の知的所有

権を保護し、その特定の使用を制限するためのすべての条項で意図されたサードパーティ受益者であることに同意しま

す。本使用許諾契約のどの項目も、ライセンスソフトウェアに含まれるオープンソースコードに対する該当のオープン

ソース使用許諾の下、使用権者が持つ権利または義務、または使用権者が影響される条件を制約、制限またはそれ以外

の方法で影響を与えるものではないものとします。 

 米国政府のエンドユーザへの通知。ライセンスソフトウェアおよびドキュメントは、48 C.F.R. §12.212または48 

C.F.R. §227.7207でここに適用可能な意味で使用されている場合、48 C.F.R. §2.101で定義されている「市販コンピ

ュータソフトウェア」と「市販コンピュータソフトウェアドキュメント」から構成される「市販品」とみなされます。

これらの項に合わせて、ライセンスソフトウェアおよびドキュメントは、(i)市販品としてのみ、(ii)本使用許諾契約

に従って付与される権利としてのみ米国政府のエンドユーザに使用許諾されます。製造者は、ライセンサである、また

はライセンサを代表する、Micro Focus (US), Inc., 700 King Farm Blvd., Suite 125, Rockville, MD 20850です。 

 使用許諾料金および支払条件。使用権者は、請求書または当事者によって書面で合意された日付の30日以内にライセン

スソフトウェアに対する該当のエンドユーザ使用許諾料金を支払うことに同意します。エンドユーザ使用許諾料金は、

上記の第7項または以下のソフトウェア固有の条件の規定を除いて払い戻しできません。これは、源泉徴収税を含むが

これに限定されない控除なしで支払われるものとします。エンドユーザ使用許諾料金には、該当する輸送費、付加価値

税などの適用される税金は含まれないものとし、このような支払いはすべて使用権者が支払うまたは返済するものとし

ます。未払いの期限超過額には、月々1.5%の複利または該当する法律によって認められた最大利率の低い方の金利が生

じるものとします。使用権者は、訴訟が提起されたかどうかに関係なく、このような金利および関連する回収費用を支

払う責任があるものとします。ライセンサは、このような期限超過残高、金利および回収費用が支払われない場合、追

加の製品注文書の受理を拒否できます。 

 関連サービス。使用権者は、適切なハードウェアをすべて取得し、サポートソフトウェア（オペレーティングシステム

を含む）をすべてインストールし、ライセンスソフトウェアを適切にインストールして実装し、ライセンスソフトウェ

アに関するトレーニングを行う責任があるものとします。ライセンス取得者がライセンサを雇ってライセンスソフトウ

ェアについてのサービスを実行する場合(たとえば、インストール、実装、保守、コンサルティングおよびトレーニン

グサービス)、ライセンス取得者とライセンサは、ライセンサによる書面による同意がない場合には、そのサービスに

ついてのライセンサのその時点での標準の条件、条項および料金に従うものとします。 

 プライバシー。ライセンスソフトウェアに、ライセンスソフトウェアのユーザに通知せずにまたは認識されずに、使用

権者が展開したライセンスソフトウェアを実行しているコンピュータからデータを収集、またはこのようなコンピュー

タを制御または監視する機能が含まれている場合、(i)使用権者は、ライセンスソフトウェアのユーザに関するデータ

の収集について単独で責任を持ち、あらゆる責任を負います。これは、このようなユーザへの通知、すべてのデータ収

集、プライバシーおよびその他の法令、法律、業界規格およびこのような動作に適用可能なその他の権利に準拠するこ

とを含むがこれらに限定されません。(ii)使用権者は、損害、請求、損失、和解、弁護士費用、弁護料、訴訟費用およ

びこのような活動に関連するその他の経費またはこれに関する請求を賠償するものとし、ライセンサは免責されるもの

とします。法律で認められている範囲で、本ライセンス契約を締結することによって、ライセンス取得者は、以下につ

いて明示的に同意します。(i)ライセンサが時折ライセンス取得者に情報を送信し、本ライセンス契約の下で提供され

る製品かどうかに関係なく、ライセンサが提供する様々な製品を広告すること、(ii)ライセンサの顧客リスト、販売促

進資料およびプレスリリースにライセンス取得者の名前を使用すること、および(iii)内部セキュリティおよび使用許

諾目的のためにライセンスソフトウェアがインストールされたコンピュータシステムの情報(製品バージョン、シリア

ル番号など)をライセンサが収集および使用すること。ライセンサはこの情報を使用してこのソフトウェアを利用して

いる個人を特定しません。 
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 その他。 ライセンサは、本ライセンス契約(全体または一部)を会社のライセンサの企業グループのメンバーまたはラ

イセンスソフトウェアの知的所有権の購入者に委託することができますが、それ以外の場合には、いずれの当事者も本

ライセンス契約、これにより割り当てられる権利(ライセンス取得者の資産の支配権の変更、この資産のすべてまたは

実質的にすべての売却等の移譲は割り当ての意味に含まれるものとします)、またはいずれかの側によって委任された

義務を委託することはできず、そのような試みは無効になります。  

使用権者がライセンスソフトウェアを北米で取得した場合、ユタ州の法律によって本使用許諾契約が管理され、これに

よって付与される使用許諾および対象の当事者は、本使用許諾契約に基づくまたは付与される使用許諾または使用許諾

される製品に関する訴訟において、ユタ州にある州裁判所または連邦裁判所の排他的管轄権に従うことを同意します。

それぞれの当事者は、対人管轄権に基づく異議またはフォーラムノンコンビニエンス（インコンビニエントフォーラム

）を含むこの裁判地に反対するために所有している権利を放棄します。当事者は、統一コンピュータ情報取引法（

Uniform Computer Information Transaction Act）または任意の州で、任意の形式で採用されたその派生法（「UCITA」

）が本使用許諾契約に適用されないことに同意します。UCITAが適用できる範囲で、当事者は、そこに含まれているオ

プトアウト条項に従ってUCITAの適用性をオプトアウトします。使用権者がライセンスソフトウェアをフランス、ドイ

ツまたは日本で取得した場合、本使用許諾契約は、使用権者がライセンスソフトウェアを取得した国の法律によって管

理されます。残りの国では、本使用許諾契約は英国の法律によって管理されます。前記の該当する法律は、その法律の

条項の矛盾に関係なく、また、国際物品売買契約に関する国連条約に関係なく適用されるものとします。北米での取引

以外、本使用許諾契約、これの下で付与される使用許諾、および当事者は、前記のように適用される法律を決定した国

の裁判所の排他的管轄権に従うものとします。論争が生じた場合、勝訴した当事者は、本使用許諾契約を施行するため

に負った妥当な費用、必要な支出および弁護士の料金を他方の当事者から徴収する権利を有するものとします。  

本使用許諾契約はこれに加えて、コンピュータソフトウェアおよびテクノロジの輸出または再輸出に関して、米国、英

国またはEUの法律、規制およびその他の制約に従います。使用権者は、このような適用可能な制約に反してライセンス

ソフトウェアまたはその派生品を輸出または再輸出しないことに同意します。特に、ただしこれに限定されないが、ラ

イセンス取得者は、ライセンサの製品およびテクノロジ(またはこれらのいずれか)が米国輸出管理規則(「EAR」)に従

うことを認め、また、ライセンス取得者はEARに準拠することに同意します。ライセンス取得者は、ライセンサの

製品を、(1)米国または該当する輸出管理規則で指定された国、(2)核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケット、宇

宙ロケット、気象観測ロケット、または無人航空機の設計、開発、製造のために、ライセンサの製品を利用しようと

していると、ライセンス取得者が知っているまたは知るに足る理由があるエンドユーザ、(3)該当する政府機関より輸

出管理規定に参加することを禁止されたエンドユーザに対して、直接的または間接的に、輸出または再輸出することは

できません。ライセンスソフトウェアをダウンロードまたは使用することにより、使用権者は前述の条項に同意したも

のとし、使用権者がかかる国に滞在していない、その管理下にない、またはその国民もしくは居住者ではない、かかる

リストに載せられていないことを表明および保証するものとします。 

ライセンサは、オンラインおよび印刷されたセールスおよびマーケティング資料において、投資家向けの活動、分析の

ための活動および広報活動の目的でライセンサの使用権者として使用権者を名前およびロゴ（またはこれらのいずれか

）で特定してもかまいません。ライセンス取得者の名前またはロゴのその他の使用法、またはライセンスソフトウェア

のライセンス取得者の使用法の記述は、ライセンス取得者の事前の同意に従うものとします。ライセンスソフトウェア

のインストールの8週間以内に、ライセンサの書面による要求に基づいて、ライセンス取得者は、ライセンスソフトウ

ェアの使用法の書面による記述を入力してライセンサに提供します。これには、事業の課題、ソフトウェアソリューシ

ョン、およびライセンスソフトウェアのインストールによって実現した結果が含まれます。この情報提供は、ライセン

サの代表者との会議中（当事者によって同意された適切な時期に開催）に、使用権者の代表者（ライセンスソフトウェ

アおよびインストール後のそのパフォーマンスに精通している人）によって行われるものとします。この会議は電話で

行われてもかまいません。この情報提供はライセンサ社内および機密店舗で、使用できます。この情報のその他の使用

法はライセンス取得者の事前の同意に従うものとします。 

製品注文書を除いて、本使用許諾契約は、ライセンスソフトウェアの使用許諾に関する当事者間の完全で排他的な契約

文書であり、ライセンスソフトウェアに関する当事者間の以前のエンドユーザ使用許諾契約およびライセンスソフトウ

ェアに組み込まれたエンドユーザ使用許諾契約を含むがこれに限定されない、すべての提案、通信、購入注文書、およ

び以前の合意（口頭であれ、書面であれ）に優先されます。ライセンサの従業員、代理人、または代表には、ライセン

スソフトウェアに関する口頭による陳述または保証によりライセンサを拘束する権限はありません。本使用許諾契約に

明示的に含まれていない陳述または声明も本使用許諾契約の補足、変更、または修正も当事者を拘束しません。た

だし、本使用許諾契約のライセンサおよび使用権者の正当に権限を与えられた代表者によって書面で締結された場合は

除きます（ライセンサの販売店または販売代理店を除く）。本使用許諾契約に基づく権利の放棄は、拘束を受ける当事

者の正式の代表者が書面に署名した場合に限り有効となります（ライセンサの販売店または販売代理店を除く）。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、本使用許諾契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみな

されることはありません。本使用許諾契約のいずれかの条項が無効または実行不可能な場合、その無効性または実行不

可能性を排除するため、その条項は必要な限度で解釈の変更、制限、修正、または必要な場合本契約から分離されるも

のとし、本使用許諾契約のその他の条項はこれに影響されることなく有効であることとします。それぞれの当事者は、

本使用許諾契約の締結において、あらゆる表現、契約、保証またはその他の確約に頼らないこと（本使用許諾契約およ

び製品注文書で繰り返されているものを除く）、および第17項がなければ行使できるすべての権利および救済策を放棄

することを認めます。この第17項のどの項目も悪意不実表示の責任を排除するものではありません。 
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使用権者がイタリアに存在する場合、製品注文書を発行することによって、使用権者は、以下の使用許諾契約の条項を

読み、明示的に承認したことを宣言します: 5.ライセンス期間、6.サポートと保守、7.限定保証、8.保証の免責条項、

9.責任の制限、10.高リスクの使用法、16.プライバシー、17.その他、付録1、および付録2。 

 

付録1、ライセンスオプション 

ライセンスオプション 

定義 

以下において「Sentinel」はライセンスソフトウェアを指します。 

「コレクションポイント」とは、Sentinelがライセンス取得者からデータを収集または受信するインタフェースを意味しま

す。たとえば、コネクタやエージェントなど、デバイスからデータをキャプチャするSentinelインタフェースがあります。 

「イベント」とは、ライセンス取得者の環境内での動作を記述するデバイスによって作成される単一の記録を意味します。 

「1秒あたりのイベントの合計数(合計EPS)」とは、ライセンス取得者のすべてのSentinelコレクションポイントによって受

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。任意のコレクションポイントによって

受信されるすべてのイベント(バックアップを目的として1つのSentinelシステムから別のシステムに転送されたイベントを

除く)は、そのコレクションポイントまたはSentinelインフラストラクチャの他のコンポーネントによってフィルタリング

またはドロップされるとしても、この測定に加算されます。合計EPSは、特定の1日に収集されたイベントの総数を86400(1

日の秒数)で除算しても算出できます。  

「保存された1秒あたりのイベント数(保存されたEPS)」とは、ライセンス取得者に関してライセンスソフトウェアにより実

際に保存されたイベントの総数を、フィルタリングし、秒あたりで平均化した値です。コレクションポイントで受信され、

メカニズムによりフィルタリングされて保存されなかったイベントは、この測定値にカウントされません。保存されたEPS

は、保存されたイベントのバッチごとに、ライセンスソフトウェアによって自動的に計算されます。特定のバッチのイベン

ト総数を、そのバッチ内で保存が行われた時間の秒数で割ったものが、保存されたEPSになります。 

「インスタンス」とは、ライセンスソフトウェアの実行に必要な最初のライセンスソフトウェアのコピー、およびメモリま

たは仮想メモリに格納またはロードされるライセンスソフトウェアの各追加コピー(または部分的なコピー)を意味します。 

「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、イベントのソースとなる任意のタイプまたはクラスのソフトウェアまたはハードウェアエンティティを

意味します(ネットワーク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)。 

 複数のイベントソースがイベントを管理コンソール/デバイス/ソフトウェアまたはsyslogサーバ(「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)に送信する場合は、各1次ソース/起点ソースが別々のデバ

イスとしてカウントされます。 

 複数の関連するソフトウェアコンポーネントが、常に単一の製品としてパッケージされ、単一のインスタンスとし

て展開される場合(単一のオペレーティングシステムインスタンスのコンポーネントとしてなど)、そのコンポーネ

ントは単一のイベントソースと見なされることがあります。たとえば、あるデータベースがオペレーティングシス

テム上で実行しており、そのオペレーティングシステムが仮想プラットフォーム上でホスティングされている場合

には、3つの起点デバイスがあるとすることもできますが、各実行可能ファイルはオペレーティングシステムに同

梱されているので、それらは単一のデバイスと見なされます。 

「デバイスタイプ」とは、デバイスのタイプまたはクラス(オペレーティングシステム、ファイアウオール、アンチウィル

スソフトウェア、ユニバーサルアダプタなど)を意味します。 

「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。 

「ライセンス取得者」とは、法人を指し、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。民間セクタのライセンス取得者には、企業、組合、企業合同などがあります。ただし、別個の納税者番号または会

社登録番号を持つ、ライセンス取得者の子会社や関連会社は除きます。公的セクタのライセンス取得者には、特定の政府機

関や行政機関などがあります。 
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「Sentinelサーバ」とは、中央環境設定データベースをホストし、すべてのデータを管理および格納するSentinelの基本イ

ンスタンスまたはインストールされたコピーを意味します。「Sentinelサーバ」は、コレクタマネージャおよび相関エンジ

ンサービスをホストすることもありますが、その場合これらはSentinelサーバの一部と見なされます。Sentinelサーバで使

用可能にされる機能セットは、購入したライセンスにより異なります。 

「リモートコレクタマネージャ」とは、Sentinelサーバと同じプラットフォーム上で実行していない、別個にホストされて

いるコレクタマネージャサービスのインスタンスを意味します。「リモートコレクタマネージャ」は、すべてのデータを

Sentinelサーバに送信するように設定されています。 

「リモート相関エンジン」とは、Sentinelサーバと同じプラットフォーム上で実行していない、別個にホストされている相

関エンジンサービスのインスタンスを意味します。「リモート相関エンジン」は、Sentinelサーバからのすべてのデータを

分析して、結果をSentinelサーバに戻すように設定されています。 

「サーバコンポーネント」とは、リモートコレクタマネージャおよびおよびリモート相関エンジンのコンポーネントを意味

します。 

ライセンスソフトウェアの「非実働」使用は、開発およびテストのみを目的としてライセンスソフトウェアをインストール

することと定義されます。非実働インスタンスによって収集されるデータは、特定の開発またはテスト作業を行うという目

的にのみ使用され、ライセンス取得者のIT環境への実際の脅威を検出するために使用されることはありません。 

「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、レポート

およびその他のプラグイン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。 

「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、ライセンス取得者が内部使用向けに作成するコレクタ、

アクション、レポート、ソリューションパックおよび他のプラグインの派生成果物を意味します。 

「ソリューションパック」とは、ライセンスソフトウェアの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iTRAC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。 

「タイプIデバイス」とは、Sentinelによって監視される、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)であるデバイスを意味します。 

「タイプIIデバイス」とは、Sentinelによって監視される、個別のデスクトップコンピュータまたはハンドヘルド/携帯デ

バイス上のアプリケーション(デスクトップマシン対応のウィルススキャンなど)またはオペレーティングシステムであるデ

バイスを意味します。 

「タイプIIIデバイス」とは、Sentinelによって監視される、脆弱性スキャナデバイスまたはソフトウェアであるデバイス

を意味します。 

「タイプIVデバイス」とは、Sentinelによって監視される、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デバイスが含まれます。 

「タイプVデバイス」とは、Sentinelによって監視される、メインフレームセキュリティ論理パーティション(LPAR)である

デバイス(RACF、ACF2、またはTopSecretによって監視されるIBM z LPARなど)を意味します。 

「識別情報」とは、人、コンピューティングホスト、またはアプリケーション/サービスなどのエンティティまたはエンタ

ープライズリソースを指します。識別情報管理システム内で、識別情報を使用してそのエンティティとそれに関連する追加

情報を識別して表されます。 

「識別情報トラッキング」とは、ユーザアカウントのプロビジョニングおよびプロビジョニング解除に対する、およびその

アカウントが実行した動作に対する、識別情報に基づく監視を指します。 

「標準インストール環境」とは、ライセンサにより提供されたものではないオペレーティングシステムの上に展開されてい

るSentinelのインスタンスを指します。 
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「ソフトウェアアプライアンス」とは、仮想マシン環境(仮想マシンイメージで配信される場合)またはベースハードウェア

(ISOイメージで配信される場合)で実行するように設計された、ライセンスソフトウェア、オペレーティングシステム、お

よびその他のソフトウェアコンポーネントを含む内蔵型のインストール環境です。 

ライセンスオプション 

エンタープライズEPS/デバイスライセンス: ライセンス取得者のSentinel展開は、1秒あたりのイベントの合計数(合計EPS)

レートが製品注文書に明記された合計購入済み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。 

1日の平均が過去30日以内でライセンスされたEPSの少なくとも2倍を超える場合、またはライセンスされている数を超える

デバイスからイベントが収集されている場合、ライセンスを超過していることになります。 

タイプIデバイス、タイプIIデバイス、タイプIIIデバイス、およびタイプIVデバイスからイベントを収集する権利は、購入

したデバイスの累積数まで、エンタープライズEPS/デバイスライセンスに含まれています。タイプVデバイスからイベント

を収集する権利は、エンタープライズEPS/デバイス資格に含まれていません。イベントを収集するタイプVデバイスご

とに、ライセンスを個別に購入する必要があります。タイプIIデバイスの場合、中央コンソールにイベントをレポートする

個々のアンチウィルスまたはアンチマルウェアエージェントは、エンタープライズEPS/デバイスライセンスに該当する個別

デバイスとしてはカウントされず、中央管理コンソールのみがカウントされます。 

エンタープライズEPS/デバイスライセンスは、他のSentinelライセンスオプションとは別個のものであり独立しています。

エンタープライズEPS/デバイスライセンスは、他のライセンスオプション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。 

エンタープライズEPS/デバイスライセンスは、Sentinel 7、Security Manager 6、およびこれらの製品の後続バージョンま

たは別のライセンスオプションからこれらのバージョンに変換したバージョンに適用されます。 

インスタントライセンス: ライセンス取得者のSentinel展開は、ライセンス取得者が資格を持つ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。各インスタンスは、メモリまたは仮想メモリに保存またはロー

ドされたSentinelサーバの別個のインストールとして定義されます。特定のインスタンスが非実働での使用のために割り当

てられている場合、そのインスタンスは別個にライセンスを付与されます。 

リモートコレクタマネージャおよびリモート相関エンジンなどの追加のサーバコンポーネントのライセンスは、インストー

ルされたサーバコンポーネントのインスタンスごとに別個に付与されます。 

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デバイス、タイプIIデバイス、タイプIIIデバイス、タイプIVデバイス、およびタイプVデバイスのライセンスは、

Sentinelサーバによってイベントが収集されるデバイスごとに別個に付与されます。 

インスタンスライセンスは、他のSentinelライセンスオプションとは別個のものであり独立しています。インスタンスライ

センスは、他のライセンスオプション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。 

インスタンスライセンスは、バージョン7より前のSentinelに由来する資格に対してのみ適用されます。 

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: 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、ライセンサからライセンス許諾を受け

た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。ライセンスは、Identity ManagerのEULAおよび製品注文書で定義

されたユーザ、管理対象の識別情報、またはFTES (つまり、固有のディレクトリオブジェクト)ごとに付与されます。たと

えば、ライセンス取得者がBlackboard Integration Module for Identity Managerを展開すると、Sentinelを使用して

Blackboard Integration Module自体からイベントを収集する許可だけでなく、Blackboardから直接イベントを収集する許可

がライセンス取得者に与えられますが、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)購入した数以上のユーザ、管理対象の識別情報、またはFTES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

センサからライセンス許諾を受けた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。 
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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、他のSentinelライセンスオプションとは別個のものであり独立

しています。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は、他のライセンスオプション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。 

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、識別情報トラッキングに由来する資格、または別のライセンス

オプションからそのようなバージョンへの変換による資格に適用されます。 

デバイスライセンス: ライセンス取得者のSentinel展開は、製品注文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。 

デバイスライセンスは、他のSentinelライセンスオプションとは別個のものであり独立しています。デバイスライセンス

は、他のライセンスオプション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。 

デバイスライセンスは、バージョン6.0より前のSecurity Managerに由来する資格に対してのみ適用されます。 

Compliance Management Platformライセンス: ライセンス取得者が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、ライセンサからライセンス許諾を受けた

Identity Manager Integration Modules (ライセンサの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。ライセンスは、ライセンサのIdentity ManagerのEULA

および製品注文書で定義されたユーザ、管理対象の識別情報、またはFTES (つまり、固有のディレクトリオブジェクト)ご

とに付与されます。たとえば、ライセンス取得者がBlackboard Integration Moduleをライセンサから展開すると、

Blackboard Integration Module自体からイベントを収集する許可だけでなく、Blackboardから直接イベントを収集する許可

がライセンス取得者に与えられますが、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、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)購入した数以上のユーザ、管理対象の識別情報、またはFTES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

ンサからライセンス許諾を受けた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。 

Compliance Management Platformライセンスは、他のSentinelライセンスオプションとは別個のものであり独立して

います。Compliance Management Platformライセンスは、他のライセンスオプション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。 

Compliance Management Platformライセンスは、Compliance Management Platformに由来する資格に対してのみ適用されま

す。 

 

保存されたEPSのライセンス: この評価用/初期ライセンスオプションでは、25EPS以下の保存されたEPSに対してライセンス

取得者のSentinel展開がライセンス許諾されます。この制限を超えるとイベントデータにフラグが付き、評価の完了時また

はそのような制限を超過した時点でアクセス不能になります。上記のいずれかのライセンスオプションに基づくSentinelの

非評価ライセンスキーを適用すると、そのようなデータがアクセス可能になります。 

いずれかのバッチにおいてバッチ当たりの平均が25EPSを超過すると、保存されたEPSのライセンスは超過になります。 

タイプIデバイス、タイプIIデバイス、タイプIIIデバイス、およびタイプIVデバイスからイベントを収集する権利は、「保

存されたEPSのライセンス」に含まれています。タイプVデバイスからイベントを収集する権利は、保存されたEPSのエンタ

イトルメントに含まれておらず、このライセンスの下ではタイプVデバイスの使用は許諾されません。 

保存されたEPSのライセンスは、初期ライセンスまたは評価用ライセンスとしてのみ利用可能です。Sentinelの非評価ライ

センスキーを適用すると、保存されたEPSのライセンスは適用されなくなります。保存されたEPSのライセンスは、他のライ

センスオプション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。 

付録2、ソフトウェア固有の条件 

サードパーティソフトウェアの制限情報 

SLES®アプライアンスのライセンス。Sentinelソフトウェアアプライアンスには、SUSE® Linux Enterprise Server (SLES)製

品が含まれます。SLESの使用について、ライセンス取得者は次の制限事項を認め同意します。ライセンスソフトウェアと共

にライセンス取得者が受け取るSLESのコピーに付随することのあるSLESライセンス契約で付与されるライセンスの定めにか

かわらず、ライセンス取得者は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、ライセンス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。別個の使用許諾条項が付随した個々のコンポーネントについては、ライセンス取得者
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の使用許諾に関する権利はそのような使用許諾条項によって定義されます。本契約が、ライセンス取得者が持つ権利や

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ライセンス取得者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。 

SLE High Availability Extensions®アプライアンスライセンス。Sentinel HAソフトウェアアプライアンスには、SUSE® 

Linux Enterprise High Availability Extension (SLES HAE)製品が含まれます。SLE HAEの使用について、ライセンス取得

者は次の制限事項を認め同意します。ライセンスソフトウェアと共にライセンス取得者が受け取るSLE HAEのコピーに付随

することのあるSLE HAEライセンス契約で付与されるライセンスの定めにかかわらず、ライセンス取得者はSLE HAEを汎用的

な高可用性プラットフォームとして使用せず、ライセンス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。SLE HAE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

個の使用許諾条項が付随した個々のコンポーネントについては、ライセンス取得者の使用許諾に関する権利はそのような使

用許諾条項によって定義されます。本契約が、ライセンス取得者が持つ権利や義務、またはこうしたオープンソース使用許

諾条項においてライセンス取得者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。 

SUSE WebYastライセンス。Sentinel には、SUSE WebYast製品が含まれます。このEULAに同意することにより、ライセンス取

得者はSUSE WebYastエンドユーザライセンス契約

(https://www.suse.com/licensing/eula/download/webyast/webyast_english.pdfに記載)の条項に同意したとみなされ

ます。 

第三者に関する注記。Oracleは、Java SE Platform製品に関し、ライセンス取得者が次の事項に同意することを求めていま

す。商用または製品化の目的で商用機能を使用する場合は、個別のライセンスをOracleから取得することが必要です。「商

用機能」とは、www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.htmlでアクセス可能なJava SEドキュメン

トのTable 1-1 (Commercial Features in Java SE Product Editions)で指定されている機能のことです。  

またOracleは、ライセンスソフトウェア(「第三者のコード」)に含まれる、またはライセンスソフトウェアで使用する、

Oracle Technology Network Development and Distribution License 

(http://www.oracle.com/technetwork/licenses/distribution-license-152002.htmlに記載)に従うドライバおよびJavaコ

ードを使用するために、ライセンス取得者が当該ライセンスの条項に同意することを求めています。ライセンス取得者は、

こうした第三者のコードを配布したり、ライセンスソフトウェアとは別に第三者のコードを使用したりすることはできませ

ん。第三者のコードに適用される条項について、Oracleは、本契約の第三者の受益者になります。 

プラグインとアドオン: Sentinelは、特定のビルトインまたはアドオンのモジュラープラグインと共に提供され、製品の基

本機能を拡張できる他のモジュラープラグインやアドオンをサポートします。これには、ライセンス取得者の作成による「

許可された派生成果物」が含まれます。それらすべてのコンポーネントには、プラグインまたはアドオンに別個のライセン

ス許諾が提供されている場合を除き、本使用許諾契約が適用されます。別個のライセンス許諾が提供されている場合は、当

該のライセンス条項が適用されます。特に、一部のアドオンは別のSKUとして販売されており、その使用には追加のライセ

ンス条項が適用されます。 

許可された派生成果物を作成するライセンス。プラグインソフトウェア開発キットを使用し、Sentinelの特定の部分をカス

タマイズして、許可された派生成果物を作成することができます。許可された派生成果物の作成および使用は、開発者使用

許諾契約(http://www.novell.com/developer/novell_developer_license_agreement.html)に規定されているライセンス条

項に従うものとします。ライセンス取得者が許可された派生成果物を作成できる数に制限はありませんが、作成した許可さ

れた派生成果物によって収集されるすべてのイベントおよび接続されるデバイスにも、次のライセンス条項が適用され

ます。 

ライセンスオプション。ライセンスソフトウェア取得の方法と時期に従って、次のライセンスオプションおよび資格のいず

れか1つがライセンス取得者に付与されます。 
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