Ontrack® EasyRecovery™エンドユーザー使用許諾契約書―
ホーム、プロフェッショナルおよびプレミアム版
本ウェブサイトからソフトウェアをインストールする前に本契約書をよくお読みください。
本エンドユーザー使用許諾契約は、Ontrack EasyRecovery コンピューターソフトウェア（そ
の更新版およびアップグレード版を含みます）（以下「本ソフトウェア」といいます）および
関連するユーザーガイド、インストールガイドまたは補足ガイド（以下「本ドキュメンテー
ション」といいます）に関し、お客様（以下「お客様」といいます）と KLDiscovery Ontrack,
LLC（所在地：9023 Columbine Road, Eden Prairie, MN 55347（USA））（以下「Ontrack」
または「当社」といいます）の間の、法的かつ拘束力を有する契約です（以下、本契約による
ライセンスを「本ライセンス」といいます。）。
全ユーザーに対する重要なお知らせ：
このウェブサイトから本ソフトウェアをインストールすることにより、お客様は、本ライセン
スの条件に法的に拘束されることに同意したものとします。本ライセンスの条項には、特に、
第 18 条に規定される責任の制限条項が含まれます。
本ライセンスの条件にご同意いただけない場合、お客様に対し、本ソフトウェアおよび本ド
キュメンテーションの使用を許諾することはできませんので、お客様は直ちにインストールを
中止しなければなりません。

1. ライセンスの付与

本ライセンスの条件（使用料の支払いを含む）に従うことを条件として、

Ontrack は、お客様が個人的な目的（お客様が消費者である場合）またはお客様の内部の事業目
的（お客様が事業者ユーザーである場合）で、本ライセンスの条件に従って、所定数のコン
ピューターまたはワークステーション（お客様ご購入の本ソフトウェアのバージョンに制限が
記載されます）にて、本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションにアクセスし、これらを
使用するための、非独占的、譲渡不可、撤回可能かつ限定的なライセンスをお客様に付与しま
す。
2. ライセンスの制限 お客様は、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。
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（a） 本ソフトウェアに表示または組み込まれている製品識別情報、著作権表示またはその他
の財産権表示を削除、変更、隠蔽又は難読化すること。
（b） 本ソフトウェアまたは本ドキュメンテーションを他者に販売、リース、レンタル、コ
ピーまたは配布すること。
（c） 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルまたは改変
を行わせ、又はそれらを許可すること（ただし、かかる制限が適用法令により明示的に禁止さ
れている行為を除きます）。
（d） 競合分析を目的として本ソフトウェアを使用すること。
（e） 本ソフトウェアを第三者（お客様の顧客を含みます）に再使用許諾すること。
Ontrack は、お客様に合理的な期間を設けて事前に通知した上で、通常の営業時間中に、お客様
が上記の制限を遵守されているかを判断するためにお客様による本ソフトウェアの使用状況を
監査する権利を留保します。お客様は、バックアップまたは記録保管の目的のためにのみ、本
ソフトウェアのコピーを 1 部作成することができます。
本ソフトウェアのサポートは、Ontrack が提供するものとし、以下のリンクからアクセス可能で
す。techsupport@ontrack.com.
3.

料金 本ソフトウェア（の特定のバージョン）の使用に関する本ライセンスの対価として支

払うべき料金（以下「本料金」といいます）は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードする
前に、前払いするものとします。お客様は、本ソフトウェアの使用権を更新する場合、本ライ
センス期間の終了前に、本料金を支払うことに同意するものとします。お客様が本ライセンス
期間の終了前に更新のための本料金を支払わない場合、Ontrack は、かかる本料金が全額支払わ
れるまで、お客様による本ソフトウェアの使用を停止する権利を留保します。
4. 使用許諾期間

お客様は、購入時に合意した更新可能な使用許諾期間の間、本ソフトウェア

および本ドキュメンテーションにアクセスし、これらを使用する権利を取得しています。お客
様がその時点で有効な Ontrack の条件により使用権の更新を行わない限り、お客様の本ライセン
スおよび関連する権利は使用許諾期間の終了時に自動的に失効します。お客様が本ライセンス
の条件を遵守しない場合にも、お客様の本ソフトウェアの使用に係る本ライセンスは終了する
こととなります。
5.

解除

お客様が本ライセンスに対する重大な違反または継続的な違反を行った場合で、お客

様が、当該違反を是正するよう要求する書面による通知の送達を受けてから 7 日以内に当該違反
を是正しなかった場合（当該違反が是正可能な場合）、Ontrack は、お客様に対する書面による
通知により直ちに本ライセンスを解除することができます。解除と同時に、お客様に付与され
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た権利はすべて終了するものとし、お客様は、コンピューター機器から本ソフトウェアをアン
インストールし、本ドキュメンテーションを破棄するものとします。
6. 解約
お客様が消費者である場合、本ライセンスを解約し、使用料の全部または一部の返金を受ける
制定法上の権利を有する場合があります。本ソフトウェアの公式再販業者である Cleverbridge の
規約（www.cleverbridge.de）をご確認ください。
7. トライアル版のライセンス

本ソフトウェアのトライアル版を Ontrack またはその公式再販

業者から取得した場合、本ソフトウェアは、製品の評価のためにのみ、本ライセンスの条件に
従って一定期間に限り使用することができます。本ソフトウェアの全機能を使用するには、本
ソフトウェアの完全な使用権をご購入いただく必要があります。本ソフトウェアのトライアル
版の有効期間の満了または終了と同時に、お客様に付与された権利はすべて終了し、お客様は、
完全な使用権を購入した場合を除き、本ソフトウェアの一切の使用を中止するものとします。
完全な使用権を購入しないこととした場合、本ソフトウェアのトライアル版（その一切のコ
ピーを含みます）はアンインストールするかまたは破棄しなければなりません。
8. 非商用のライセンス

本ライセンスは、消費者または事業者ユーザーの内部使用目的に限定

して本ソフトウェアの使用権を付与するものです。商業目的またはサービス提供目的での使用
は禁止されています。すなわち、お客様は、お客様の顧客向けサービスを実施するために本ソ
フトウェアを使用することはできません。本ソフトウェアとは別に、商用・サービス提供者向
けの使用権を含む技術者用版およびツールキット版の本ソフトウェアが販売されています。
9.

個 人 デ ー タ 保 護

Ontrack は 、 Ontrack の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー

（https://www.ontrack.com/ja-jp/privacy/ にて閲覧可能）および以下の条件に従ってお客様の個
人データを処理するものとします。
Ontrack は、（i）お客様から電子メール、電話またはその他の方法でご連絡いただいた時、およ
び（ii）当社が本ライセンスに基づく義務を履行することを目的とする場合に、個人データを収
集します。当社が個人データを処理する目的には、（i）本ソフトウェアおよび本ドキュメン
テーションをお客様に提供すること、（ii）本ソフトウェアの性能についてのご意見を頂くこと、
および（iii）しかるべき法的許可を得た上でダイレクトマーケティングを行うことが含まれます。
当社は、（Ontrack が一員となっている）KLDiscovery グループの他の事業体（Ontrack のプライ
バシーポリシーにこれらの事業体が記載されています）ならびに（i）適用法令の実際の違反ま
たは違反の疑いを通報する目的の場合には、司法当局および規制当局、（ii）Ontrack の会計士、
監査人、弁護士およびその他外部の専門家アドバイザー、および（iii）決済サービス提供者、運
送・宅配業者、技術提供者、コンプライアンスサービスを提供する処理者等、第三者である処
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理者に個人データを開示することができます。他の事業体への開示は、適用法令に従って、
Ontrack がお客様に対する契約上の義務を履行するため、または正当な事業目的のために行われ
ます。Ontrack は、Ontrack のプライバシーポリシーに記載されている安全対策を実施しており、
個人データを受領する可能性のある事業体はいずれも、高度な保護を徹底するための安全対策
を実施する契約上の厳格な義務を負っています。
お客様は、いかなる場合にも、（i）ご自身の個人データの性質、処理または開示に関する情報
にアクセスし、これを取得する権利、（ii）ご自身の個人データを訂正する権利、（iii）正当な
根拠に基づき、ご自身の個人データの削除または処理の制限を要請する権利、（iv）正当な根拠
に基づき、ご自身の個人データの処理に反対する権利、（v）ご自身の個人データを他の管理者
に移転するよう要請する権利、（vi）個人データの処理への同意を撤回する権利、および（vii）
しかるべきデータ保護機関に苦情を申し立てる権利を有しているものとします。
10.

第三者による使用

お客様が第三者（以下「コンサルタント」といいます）との間で、お

客様のためにネットワークの管理、監視、実装、コンサルティングまたはその他外注サービス
等のサービスを実施する契約を締結した場合、コンサルタントは、かかる契約を履行する際に、
お客様の利益のためにのみ、お客様から使用許諾を受けた本ソフトウェアおよび本ドキュメン
テーションを使用することができます。ただし、お客様は、コンサルタントが本ソフトウェア
および本ドキュメンテーションを本ライセンスの条件に従って使用することを保証するものと
します。上記にかかわらず、コンサルタントは、お客様のライセンスに基づいて自らの内部の
事業目的で本ソフトウェアを使用することは認められません。お客様は、本ソフトウェアおよ
び本ドキュメンテーションの使用に関するコンサルタントの行為および不作為について Ontrack
に対して責任を負うものとします。
11. 譲渡 お客様は、Ontrack から書面による明示的な同意を得ずに、本ライセンスに基づく権
利または義務を他の者に譲渡または移転することはできません。Ontrack の同意を得ずに使用権
を譲渡しようと試みた場合、当該譲渡の試みは無効となるものとします。
12.

著作権・所有権

お客様は、世界中における本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーショ

ンに対する一切の知的財産権が Ontrack に帰属し、または Ontrack から使用許諾されたものであ
ることを認め、これに同意します。本ソフトウェアに関してお客様に付与された権利は、（販
売されたのではなく）使用許諾されたものであり、お客様は、本ソフトウェアまたは本ドキュ
メンテーションに関して、本ライセンスの条件に基づく使用権以外の権利を一切取得しません。
本ソフトウェア、そのソースコードおよび本ドキュメンテーションは、Ontrack による本ライセ
ンスの提供を承認した Stellar Information Technology Pvt. Ltd.（以下「Stellar」といいます）の独
自の製品であり、著作権法およびその他知的財産法により保護されています。Stellar は、いかな
る場合にも、本ソフトウェアまたは本ドキュメンテーションに関する一切の権利、権原、利益
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（知的財産権を含みます）を保持するものとします。その他一切の文書は、Ontrack 独自の著作
物です。
Ontrack は、本ライセンス所定の本ソフトウェアの使用権を付与するために必要な、本ソフト
ウェアおよび本ドキュメンテーションに関する一切の権利を有していることを確認します。
13.

商標

本 ラ イ セ ン ス に 記 載 さ れ る 「 Ontrack 」 、 「 EasyRecovery」 な ら び に そ の 他 の

「Ontrack」のブランド名および製品名は、米国およびその他の国における KLDiscovery Ontrack,
LLC の商標または登録商標です。その他のブランド
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（c） Ontrack が合理的な努力を行っても上記のいずれかを達成できない場合（上記のいずれか
を達成するための費用が商業上、極めて高額となる場合を含みます）、Ontrack は、お客様に書
面にて通知することにより、以下を選択することができます。
（i）

お客様による本ソフトウェアの使用を直ちに終了すること。

（ii） お客様が本ソフトウェアを速やかにアンインストールし、削除し、その使用を中止する
こと、および
（iii） Ontrack は、お客様が本ソフトウェアに関し、本ライセンスに基づき Ontrack に支払った
本料金（終了前に本ソフトウェアを使用できた場合には使用期間分の本料金を合理的な範囲で
差し引きます）について、（Ontrack の選択により）クレジットを発行するかまたは返金するこ
と。
（d） IP 請求が以下のいずれかに全面的または部分的に起因する場合、Ontrack は、その IP 請
求に関して、本第 14 条に基づく責任または義務を一切負わないものとします（かかる IP 請求に
関し防御を行う義務も負わないものとします）。
（i）

Ontrack から書面による明示的な承認を得ずに、本ソフトウェアを改変した場合。

（ii） 本ライセンスまたは Ontrack の指示に従わずに本ソフトウェアまたは本ドキュメンテー
ションをインストールまたは使用した場合。
（iii） Ontrack から提供され、または Ontrack が明示的に承認したものでないソフトウェア、
ハードウェアまたはデータと本ソフトウェアを組み合わせてインストールまたは使用した場合。
（iv） お客様が本ソフトウェアを違法に使用した場合。
本第 14 条の規定は、IP 請求またはその他知的財産権の実際の侵害もしくは侵害の疑いに対する
お客様の唯一かつ独占的な救済手段を定めるものです（救済手段の発生原因が契約によるか、
不法行為によるか、過失その他によるかを問いません）。
15. 補償 お客様は、（i）ご自身による本ソフトウェアおよび/または本ドキュメンテーション
の不正使用、または（ii）本ライセンスに対する違反に起因または関連する請求、訴訟、法的手
続き、損失、損害および経費および費用（訴訟費用および合理的な弁護士費用を含みますが、
これらに限定されません）について、Ontrack を防御し、Ontrack に補償し、Ontrack に損害を与
えないものとします。
16.

輸出制限

お客様は、指定された国もしくは法域または個人もしくは企業への製品・サー

ビスの販売の禁止に関する米国およびその他の国のあらゆる法令（以下「輸出法令」といいま
す）を全面的に遵守することに同意し、本ソフトウェアが（1）輸出法令に違反して直接または
間接的に輸出されず、（2）輸出法令により禁止されている目的（核兵器、化学兵器または生物
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兵器の拡散を含みますが、これらに限定されません）で使用されないようにします。本ソフト
ウェアまたはその基盤となる情報もしくは技術はいずれも、（i）米国が商品の輸出を禁止して
いる国（またはその国民もしくは居住者）、または（ii）米国財務省の特別指定国民リストもし
くは米国商務省の輸出禁止対象者リストに掲載されている者に対してダウンロードしたり、ま
たは輸出もしくは再輸出したりすることはできません。お客様は、本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、上記について同意したこととなり、かかる国に所在してお
らず、かかる国の管理下になく、かかる国の国民もしくは居住者ではなく、かかるリストに掲
載されていないことを表明し保証したこととなります。
17.

保証

本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションは、「現状有姿で」お客様に提供さ

れます。通常の動作環境下で使用された場合、本ソフトウェアは、概ね本ドキュメンテーショ
ンの記載どおりに機能します。お客様が消費者である場合、お客様の制定法上の権利は、本第
17 条の規定により影響を受けることはありません。お客様が事業者ユーザーである場合、お客
様は、法律上のまたはその他による明示または黙示の保証を一切受けないものとし、Ontrack は、
商品性および特定目的への適合性に関する黙示的保証を否認します。Ontrack は、本ソフトウェ
アが権利を侵害していないこと、本ソフトウェアがお客様の要望に合致していること、または
本ソフトウェアの動作が中断されないこと、本ソフトウェアにエラーもしくはウイルスが存在
しないことを保証しません。また、Ontrack は、お客様のハードドライブに極めて深刻な不具合
がある場合等には、本ソフトウェアの使用によってお客様のデータが復旧することを保証しま
せん。
お客様は、本ソフトウェアをダウンロードまたは使用する際に、あらゆる危険を負担します。
お客様は、本ソフトウェアをご使用になる前に、本ソフトウェアをダウンロードするご自身の
コンピューター機器が既に損傷している可能性があること、またはお客様が復旧を希望される
データが既に復旧できないほど破損しているかもしくは削除されている可能性があることを認
めます。そのため、Ontrack は、本ソフトウェアの使用によってお客様のあらゆるデータが復旧
すると保証することはできません。
お客様は、Ontrack に対し、（i）本ソフトウェアを使用するためのコンピューター機器を所有し
ていることまたはそれを所持する法的権利を有していること、（ii）本ソフトウェアを合法的な
目的のためだけに使用するものとすること、（iii）本ライセンスを有効に締結しており、本ライ
センスを締結するための法的権能および権限を有していること、（iv）（a）本ソフトウェアの
販売、再販売、リース、配布、使用許諾、リバースエンジニアリングを行わず、その他の方法
で本ソフトウェアを商業的に利用せず、指定されていない第三者に本ソフトウェアを提供しな
いこと、または（b）本ソフトウェアのセキュリティを変更せず、Ontrack のシステムへのアクセ
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スまたはその侵害を試みようとしないこと、並びに（v）お客様が、Ontrack または第三者が本ラ
イセンスに関して行った約束、誘引または表明に依拠していないことを表明し、保証します。

18. 責任の制限
18.1 お客様が消費者である場合の責任の制限
お客様が消費者である場合、当社は、国内での個人的な使用のみを目的として、本ソフトウェ
アおよび本ドキュメンテーションを供給します。本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーショ
ンを商業目的で使用された場合、Ontrack は、お客様に対して一切責任を負いません。
Ontrack は、当社による本ライセンスの違反または過失により、お客様が被った損失または損害
のうち、予測可能であった損失または損害に限り、以下に記載される金額を上限として責任を
負います。予測可能な損失または損害とは、当社による違反の結果であることが明らかな損失
もしくは損害または当社がお客様に本ライセンスを付与した時点で予想されていた損失もしく
は損害をいいます。
本ライセンスに基づくかまたは本ライセンスに関連する Ontrack の責任総額は、その責任が契約
によるか、不法行為（過失を含みます）によるか、またはその他によるかを問わず、いかなる
場合であっても、お客様が支払った使用料または 100 米国ドルのいずれか高い方の金額を上限
とするものとします。ただし、本規定は、以下の（a）から（c）に規定される種類の損害には
適用されません。
本ライセンスのいかなる規定も、以下の各事項に関する当社の責任を制限または排除しないも
のとします。
（a） 当社の過失による死亡または人身傷害
（b） 詐欺または悪意の不実表示
（c） その他、適用法令により排除または制限できない責任
18.2 お客様が事業者ユーザーである場合の責任の制限
お客様が事業者ユーザーである場合、当社は、お客様の事業における内部使用のみを目的とし
て本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションを供給します。Ontrack は、状況の如何を問わ
ず、以下のいかなる事項についても、本ライセンスに起因または関連する責任（契約によるか、
不法行為（過失を含みます）によるか、制定法上の義務の違反によるか、またはその他による
かを問いません）を一切負わないものとします。
（a） 利益、売上、事業または収益の喪失
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（b） 事業の中断
（c） 予想した貯蓄の喪失
（d） データまたは情報の喪失または損壊
（e） 事業機会、信用または評判の喪失
（f）

間接的または派生的な損失または損害

以下に記載される損害を除き、本ライセンスに基づくかまたは本ライセンスに関連する当社の
責任総額は、その責任が契約によるか、不法行為（過失を含みます）によるか、またはその他
によるかを問わず、いかなる場合であっても、お客様が支払った使用料または 100 米国ドルの
いずれか高い方の金額を上限とするものとします。
本ライセンスのいかなる規定も、以下の各事項に関する当社の責任を制限または排除しないも
のとします。
（a） 当社の過失による死亡または人身傷害
（b） 詐欺または悪意の不実表示
（c） その他、適用法令により排除または制限できない責任
本ライセンスは、本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションの供給に関する当社の義務お
よび責任の一切を規定するものです。
19.

雑則

お客様が消費者である場合、本ライセンスは、お客様が拠点とする法域の法律に準

拠し、同法に従って解釈されるものとし、いかなる紛争もその法域内の裁判所にて審理される
ものとします。お客様が事業者ユーザーである場合、本ライセンスは、ミネソタ州法に準拠し、
各当事者は、ミネソタ州の裁判所の専属的管轄権に服します。各当事者は、自己およびその関
係会社を代表して、本ライセンスに起因または関連する訴訟またはその他法的手続きについて
陪審裁判を受ける権利について、認識の上で、自発的かつ意図的に、法律により認められる最
大限の範囲で放棄します。上記の権利放棄は、あらゆる訴訟または法的手続き（契約によるか、
不法行為によるかその他によるかを問いません）に適用されます。各当事者は、自己およびそ
の関係会社を代表して、相手方当事者またはその関係会社の従業員、役員または取締役を、当
該訴訟または法的手続きの当事者としないことに 同意します。本ライセンスは、お客様と
Ontrack との完全な合意であり、本ライセンスは、その対象事項に関して書面または口頭により、
過去に交わされたかまたは今後交わされる契約（お客様の購入注文条件を含みます）に優先し
ます。
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当社は、本ライセンスの条項をいつでも変更することができ、その変更を当社のウェブサイト
上で公表します。重大な変更を行う場合には、その変更の実施前にお客様に通知いたします。
お客様がその変更の実施後、本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションの使用を継続する
場合、お客様は、変更に同意したこととなります。
当社が本ライセンスのいずれかの規定をある時点で行使しなかったとしても、当社がかかる規
定もしくはその他の規定について権利放棄したものとみなされず、かかる規定を将来行使する
権利をその後放棄したものとみなされないものとします。
本ライセンスのいずれかの規定が適用法令に違反している場合、かかる規定は、その違反して
いる範囲について無効とみなされるものとし、本ライセンスのその他の規定は引き続き完全な
効力を有するものとします。
20.

米国政府により制限された権利

本ソフトウェアには、連邦調達規則（Federal Acquisition

Regulation）（以下「FAR」といいます）第 2.101 条、第 12.212 条および第 27.405-3 条ならびに
国防総省調達規則―補足（Defense Federal Acquisition Regulations Supplement）（以下「DFARS」
といいます）第 227.7202 条および第 252.227-7014 条第 a 項第 1 号における「商業用コンピュー
ターソフトウェア」および関連ドキュメンテーションが含まれます。本ソフトウェアは、
Ontrack およびその第三者ライセンサーの専有財産です。お客様は、いかなるユーザー（米国政
府の従業員、職員、代表者または代理人を含みますが、これらに限定されません）も、本ライ
センスに基づき明示的に承認された場合に限って本ソフトウェアの使用が許可されるよう確保
するものとします。FAR 第 12.212 条及び DFARS 第 227.7202 条に従って、お客様または政府機
関もしくは政府団体は、本ライセンスに明示された商業的ソフトウェア使用権以外に、本ソフ
トウェアの所有権、使用権またはその他権利を一切取得しないものとします。 FAR および
DFARS の適用上、請負業者・製造業者は、KLDiscovery Ontrack, LLC（所在地：9023 Columbine
Road, Eden Prairie, MN 55347）です。
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