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使用許諾契約および品質保証規定書
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使用許諾契約書
重要 - 以下の契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書 (以下、「本契約書」) は、CommVault から提供されるサ
ービスおよび上記のソフトウェア製品 (以下、「本ソフトウェア」) に関してお客様 (個人または法人のいずれであるかを問わない) と
CommVault Systems, Inc. (以下、「CommVault」) との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアには、コンピュータ ソフ
トウェア、関連した媒体、およびオンライン ドキュメントまたは電子ドキュメントが含まれます。本ソフトウェアをインストール、複製もしく
は使用することまたは当該サービスを受けることによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意するものとします。本契
約書の条項に同意しない場合、本ソフトウェアをインストールまたは使用することはできません。お客様は、本ソフトウェアのすべての
ユーザーに本契約書の規定を通知する必要があります。
本契約書は、本契約書に定める条項に基づいて、お客様 (ユーザー) の本ソフトウェアの非独占使用を許諾します。お客様は、お
客様に提供される本ソフトウェアに対する更新、機能拡張、保守リリース、パッチ、バグ修正、またはその他の変更はすべて、使用可
能になった時点で、品質保証規定、排他的救済方法、および責任の限定を含め、本契約書または当時最新の契約書に定める
条項に従うことに同意します。本契約書は、CommVault の判断により、適宜変更される可能性があり、変更内容については
www.commvault.com で開示するものとします。本契約書に別段の定めがない限り、お客様が本契約書の条項を順守するという
条件で、本契約書に基づく使用は永久的に許諾されるものとします。本契約書に明示的な別段の定めがない限り、本契約書は
解約されるまで有効であるものとします。お客様は、本ソフトウェアおよび関連ドキュメントのすべての複製を破棄することにより、いつ
でも本契約を終了することができます。本契約は、お客様が本契約書に定められている条項に違反した場合、CommVault からの
予告なしに直ちに解除されます。契約の終了時は、お客様は、お客様が所有するまたはお客様の管理下にある本ソフトウェアのす
べての複製物を破棄する必要があります。
許諾事項:(i) お客様は、すべての製品につき購入ライセンス数と同数の、または容量ベースで本ソフトウェアのライセンス許諾を受け
る場合は購入最大容量の範囲内で、本契約書に記載のバージョンまたはそれ以前のバージョンの本ソフトウェアを使用することがで
きます。(ii) お客様は、本ソフトウェアをインストールしたコンピュータと同じコンピュータ上で原本の代用として使用する場合に限り、バ
ックアップ目的としてのみ、本ソフトウェア、ドキュメント、または本ソフトウェアに関連するその他のユーザー情報を複製することができま
す。(iii) お客様は、電子形式で提供されているドキュメントを内部使用目的で複製または印刷することができ、これらの用途にのみ、
CommVault の商標を使用することができます。ただし、お客様は、お客様が作成するいかなる複製物または部分的な複製物にも、
すべての特許、著作権、商標、およびその他の表示を組み込む必要があります。
非許諾事項:(i) お客様は、本契約書に明示的に記載されていない目的のために本ソフトウェアの複製を作成することはできません。
(ii) お客様は、事前に CommVault の書面による同意を得ずに第三者に対し、本ソフトウェアの商用ホスティング サービスの提供、
販売、サブライセンス、貸与、貸し出し、リースを行うことはできません。(iii) お客様は、いかなる方法においても、逆コンパイル、逆ア
センブル、リバース エンジニアリング、変更など、法律によって明示的に禁じられている行為を本ソフトウェアに対して行うことはできま
せん。(iv) お客様は、お客様の本ソフトウェアの使用権を譲渡することはできません。(v) お客様は、地域法、連邦法、またはその他
の法律や規則に違反して本ソフトウェアを使用することはできません。(vi) お客様は、本契約書で認められている以外の目的で本ソ
フトウェアを使用することはできません。(vii) お客様は、CommVault の商標の除去、破棄、削除、改変、またはその他の変更を行う
ことはできません。

お客様に提供されているソフトウェアがベータ版、デモ、テスト、評価目的で提供されているか、または「再販不可 (Not for Resale)」
と明記されている場合を除き、ここに記述されているように、お客様は、本ソフトウェアを内部のデータ センタ業務のみに使用し、本ソ
フトウェア、ドキュメント、またはソフトウェアに関連するその他のユーザー情報に対するアクセスを、内部データ処理業務のために、そ
のようなアクセス権を持つ必要性が明らかである従業員のみに制限することに同意するものとします。お客様は、本ソフトウェア、ドキ
ュメント、または本ソフトウェアに関連するその他のユーザー情報へのアクセスを、製品のリサーチ、開発、サポート、販売、マーケティン
グ、または内部データ処理業務に直接関係しない業務に携わるいかなる人物にも認めないことに同意するものとします。また、お客
様は、本ソフトウェア、ドキュメント、または本ソフトウェアに関連するユーザー情報を、いかなるコンピュータ ハードウェア、または本ソフ
トウェアと同様の機能を提供する、または提供することを目的としている、または同じ特長や機能を持つものを含めた（ただしこれに限
定されない）ソフトウェア プログラム、変換ユーティリティ、または本ソフトウェアの使用から別のプログラムへのユーザーの変換作業を可
能にし、促進することを目的としたソフトウェアに関する補助機能の開発または設計を支援するために使用しないことについても同意
するものとします。CommVault および/またはそのライセンサが保守サービスおよびサポート サービスの一部として提供するソフトウェア
は、別個の条件が定められない限り、本契約書に準拠します。本契約書は、CommVault および/またはそのライセンサによる保守
サービスおよびサポート サービスの提供、またはそれらのサービスの一部として提供されたソフトウェアのサポートを約束するものではあ
りません。サポート サービスが提供される場合、これらのサービスは 本契約書の各条項および CommVault の当時最新のポリシー
に従って提供され、適宜変更される可能性があるものとします。お客様が保守サービスおよびサポート サービスを購入する場合、お
客様は、お客様の使用環境全体でライセンス供与された本ソフトウェアのすべてに対する保守サービスおよびサポート サービスを購
入する必要があります。これらの保守サービスおよびサポート サービスは、ソフトウェアがお客様に出荷された日付に開始されるものと
します。お客様は、お客様個人を特定するような情報でない限り、本ソフトウェアに関してお客様に提供された製品保守サービスお
よびサポート サービスの一部として収集される技術情報、およびお客様が CommVault に提供するその他の技術情報を、
CommVault および/またはそのライセンサがビジネス目的で収集、処理、使用することに同意します。
本ソフトウェア、および本契約書でお客様による作成が認められているすべての複製物に対するすべての権利および知的所有権は、
CommVault および/またはそのライセンサが所有し、アメリカ合衆国およびその他の国の特許、著作権、企業秘密、およびその他の
法律と国際条約規定によって保護されます。ライセンサは、各自のソフトウェアに対する本契約書の第三者の受益者であり、彼らに
有効なその他の権利または救済方法以外に、これらの条項をお客様に強制する権利があります。本ソフトウェアは許諾されるもの
で、販売されるものではありません。本ソフトウェアのライセンス購入は、最終的なものであり、返品および払い戻しすることはできませ
ん。本ソフトウェアの使用許諾は、CommVault またはそのライセンサによる発送の時点で発生します。お客様は、本契約書に明示
的に定義された条項に従って本ソフトウェアを使用するライセンス以外の権利は認められません。本ソフトウェアの構造、シーケンス、
構成、およびソース コードは、CommVault および/またはそのライセンサの重要な企業秘密です。本ソフトウェアの輸出は、アメリカ
合衆国およびその他の国の輸出管理法によって制限される可能性があります。お客様は、これらすべての規則を厳守し、本ソフトウ
ェアの輸出、再輸出、または輸入の許可を得るための責任を負うことに同意します。本契約書は、他の司法管轄区域の法律の適
用性に関する規定に関係なく、アメリカ合衆国ニュージャージー州法に従うものとします。本契約書は、本契約に関するお客様と
CommVault との完全で独占的な合意書であり、契約締結前のすべての合意に優先します。本契約書は、お客様から提出される
いかなる発注書、注文請書、請求書、またはその他のビジネス フォームのすべての条項に優先します。本契約書に基づいてライセ
ンスされている本ソフトウェアのパフォーマンスに関する広告、カタログ、またはその他の出版物や説明書は、口頭であれ書面であれ、
本契約書を構成しないものとします。管轄権を有する裁判所によって本契約書の規定が無効または法的強制力を持たないと判
断された場合、本契約書のその他の規定は存続し、効力を有するものとします。
お客様が容量ベースで本ソフトウェアのライセンス許諾を受ける場合、購入した容量を超えて使用すると本ソフトウェアが正常に動
作しなくなるか、かつ/または本ソフトウェアのパフォーマンスが低下する可能性があります。その場合、使用量を購入容量以下に減
らすか、または追加容量を購入すれば、本ソフトウェアは再び正常に動作するようになります。購入最大容量を超えて使用された場
合、CommVault はお客様に容量ライセンスおよび保守およびサポートの料金を請求する権利を有するものとし、お客様が超過使
用料金を支払わなかったときは、CommVault は自力救済またはその他の利用可能な救済措置を求める権利を有するものとしま
す。お客様は、CommVault がお客様の容量使用状況を確認できるよう、要求に応じて使用報告書を CommVault に提出する
(かつ自動報告機能の利用を妨げない) ものとします。
本契約書の順守を確認するために、合理的な事前告知の上で、CommVault または CommVault の認定された代表者が、お客
様による本ソフトウェアのインストールおよび使用状況を検査および監査する権利を持つものとします。このような検査または監査は、
通常の業務時間内にお客様の施設においてまたは電子的に実施するものとします。このような監査の過程で入手した情報は、本
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契約書および適用される法律の下、CommVault の権利を履行するためにのみ CommVault によって使用されるものとします。この
ような監査で、本契約書の条項で許諾されていない方法で本ソフトウェアをインストール、アクセス、使用、または本ソフトウェアへの
アクセスを許可したことが判明した場合、CommVault は本契約を直ちに解除し、お客様は未払いのライセンス料およびこのような
監査に関連する常識的な費用を CommVault に支払うものとします。この節のいずれの内容も、本契約書または該当法の違反に
関して、CommVault に適用される法律上の権利ないし救済を制限するものではありません。
お客様による本ソフトウェアの使用報告、および本ソフトウェアに関してお客様から CommVault に提供されるその他の使用情報、
結果、コメント、または提案 (以下、総称して「フィードバック」) はすべて、お客様の機密情報とは見なされないものとします。フィード
バックを提供することにより、お客様は、お客様の知的所有権およびその他の所有権に基づき、CommVault のライセンス所有者お
よび顧客にサブライセンスを付与する権利、CommVault が選択する方法でフィードバックを使用および開示する権利、およびお客
様に対する義務を負わずに、CommVault およびそのライセンス所有者が選択する方法および媒体でフィードバックを使用して、
CommVault 製品の展示、実行、複製、製品化、第三者による製品化、使用、販売、およびその他の処理を行う権利と共に、世
界規模で無償の、取り消し不能で非独占的なライセンスを CommVault に供与および譲渡します。お客様はさらに、本ソフトウェア
が、自動的に、本ソフトウェアの使用に関する一定の報告及び調査情報を CommVault に提供することがあることに承諾します。お
客様は、いつでも、このレポート機能を無効化することができます。この報告や情報の全ては秘密情報として保管され、CommVault
のみにより、社内的な目的、かつ／または、お客様が特定されない方法で、使用されるものとします。法律または衡平法の運用に
基づき、お客様が獲得する可能性のある、知的所有権を含む、フィードバックに関するあらゆる権利、所有権、および利益、または
フィードバックに関連する変更や開発の範囲において、お客様は本契約書によって、知的所有権を含む、フィードバックに関するお
客様のすべての権利、所有権、および利益を CommVault に譲渡し、先の権利に関連して CommVault が正当に要求および依
頼する必要な書類を作成することに同意します。本ソフトウェアおよびフィードバックに関連する権利および知的所有権に関して許
諾された上記の規定および権利は、本契約の終了後も存続します。
お客様は、本ソフトウェア及び関連するドキュメントを含む CommVault からお客様に提供された一切の情報が秘密情報とみなされ
ることに同意します。お客様は、この秘密情報を CommVault による事前の書面による承諾なくして開示してはなりません。
本ソフトウェアがお客様に電子的に提供された場合、お客様はソフトウェアまたはメディアを物理的に配布することを要求しないもの
とし、また CommVault はその義務を負いません。お客様は、お客様の本ソフトウェアの購入または使用に伴うあらゆる税金および違
約金、および利子を支払うことに同意します。お客様は、今後のソフトウェア配布が電子的配布に適さない場合があり、物理的に
配布された場合、かかる配布またな以前の購入に対する税金をお客様が負担することを承諾し、同意するものとします。お客様は、
お客様またはお客様の関連会社が CommVault から本ソフトウェアを収録した物理メディアを受領していないことを表明し、保証す
るものとします。税務当局または政府機関が本ソフトウェアの配布またはお客様による購入に関して CommVault に対して税金、
利子、罰金、またはその他の支払を請求する場合、お客様は当該請求、処分、訴訟、責任に対して CommVault を免責し、損
害を与えないことを保証することに同意します。
本契約書で明示的に許諾されていない権利はすべて、CommVault が明示的に保有します。
「再販不可 (Not for Resale)」と明記されているソフトウェア、またはベータ版、デモ、テスト、評価目的で提供されたソフトウェア
お客様に提供されているソフトウェアがベータ版、デモ、テスト、または評価目的で提供されたソフトウェアであるか、または「再販不可
(Not for Resale)」と明記されているソフトウェアである場合、本契約書の規定にかかわらず、次の規定が適用されます。(i) ライセン
ス供与されるのは、CommVault の書面による別段の合意がない限り、30 日間 (以下、「評価期間」) とします。CommVault は、
書面による通知により、本契約書または本契約書に従って供与されたライセンスをいつでも直ちに終了する権利を保有します。(ii)
お客様の本ソフトウェアの使用は、デモ、テスト、または評価目的の使用に限定されます。また、お客様は、本ソフトウェアを再販また
は譲渡することはできません。(iii) お客様は、機密を保持し、ソフトウェアのテスト結果、特徴、パフォーマンスを含む (ただし必ずしも
これらに限定されない)、本ソフトウェアに関するいかなる情報も開示したり一般に利用可能にしたりしないことに同意します。(iv) お
客様は、本ソフトウェアを複製せず、本ソフトウェアの複製を第三者に提供しないことに同意します。(v) お客様は、本ソフトウェアを
実稼動環境または生産データ処理目的で使用せず、本ソフトウェアを実稼動環境または生産データ処理目的で使用する場合は、
すべてお客様のリスクにおいて、データをバックアップし、お客様のコンピュータ プログラムとデータを保護する適切な措置を講じることに
同意します。(vi) お客様は、評価期間の最終日までに、インストールされている本ソフトウェアの複製を、コンピュータ メモリおよび記
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憶媒体から速やかに除去、破棄、および削除し、CommVault によって提供されたすべてのドキュメントおよびその他の資料と共に、
本ソフトウェアを CommVault に返却することに同意します。期間限定ライセンス、サイト ライセンス、ベータ版、評価用、テスト用、
またはデモ用の本ソフトウェアは、いかなる保証も伴わず、現状のままで提供されます。CommVault は、期間限定ライセンス、サイト
ライセンス、ベータ版、評価用、テスト用、またはデモ用の本ソフトウェアに関して、サポート、保守、またはその他の支援を提供する
義務を負わないものとします。お客様に提供されているソフトウェアが、ベータ版、デモ、テスト、または評価目的で提供されたソフトウ
ェアであるか、または「再販不可 (Not for Resale)」と明記されているソフトウェアである場合、いかなる直接損害、実損害、利益損
失、データ損失、またはいかなる特殊な損害、間接的な損害、偶発的な損害、派生的な損害を含む (ただし必ずしもこれらに限
定されない)、いかなる理由によるいかなる損害、借り主からのいかなるクレーム、または第三者からのいかなるクレームに対し、
CommVault がこのような損害の可能性について報告を受けていたとしても、いかなる場合も CommVault は責任を負わないものと
します。
Java サポートに関する注意
本ソフトウェアには、Java で記述されたプログラムのサポートが含まれている可能性があります。Java テクノロジは、障害に対する耐
性のあるものではなく、核施設、航空機航行システム、航空機通信システム、航空管制、直接的生命維持装置、または兵器シス
テムの運用など、Java テクノロジの不具合が死亡、人身障害、身体または環境への深刻な損害の直接的な原因となる可能性の
ある、緊急時の機能を必要とするような危険な環境におけるオンライン制御機器として使用または再販するために、設計、製造、ま
たは意図されたものではありません。本免責条項は、Microsoft Corporation が CommVault に作成を義務付けたものです。
品質保証規定
お客様に提供されているソフトウェアがベータ版、デモ、テスト、または評価目的で提供されたソフトウェアであるか、または「再販不可
(Not for Resale)」と明記されているソフトウェアである場合を除き、CommVault は、CommVault またはそのライセンサによる発送日
から 90 日間 (以下、「保証期間」)、本契約書に従ってライセンスが供与された本ソフトウェアが最新であり、ユーザー ドキュメントに
従って確実に動作することを保証します。保証期間中にお客様が本ソフトウェアに欠陥があると判断した場合は、直ちに
CommVault に書面にて通知し、本ソフトウェアの返品に関する CommVault からの指示に従う必要があります。本契約書のいずれ
の規定も、お客様が適用法令に基づいて保持する権利であって合意により排除、制限、修正できない権利（以下、「排除不可能
な法定権利」といいます。）を、排除、制限、修正することを意図するものではありません。合意により制限、修正することが許されな
い排除不可能な法定権利に関連するものを除き、CommVault のお客様に対する唯一の責任およびお客様の唯一の救済方法
は、(i) この品質保証規定に適合しない本ソフトウェアの修正または交換、(ii) この品質保証規定に適合しない本ソフトウェアに対し
てお客様が支払った金額の返金、のいずれかとします。本ソフトウェアが品質保証規定に適合していると CommVault が判断した
場合、お客様は、CommVault による本ソフトウェアの調査および配送に関するすべての費用を支払うものとします。ユーザー ドキュ
メントは、本契約書でライセンスされている本ソフトウェアのパフォーマンスの独占的な合意書です。
CommVault は、CommVault から提供されるサービスの一切が、CommVault の能力を有する人員により履行されること、および、
このサービスの履行に関し一般的に認められた業界標準に合致する専門的なクオリティを有するものであることを保証します。
次の 4 つの文章は、お客様が、オーストラリアにおいて CommVault のソフトウェアを購入し、かつ、お客様がオーストラリア消費者法
の「消費者」に該当する場合にのみ適用されるものとします：CommVault のソフトウェアは、オーストラリア消費者法に基づく、排除し
得ない保証が付いています。お客様は、オーストラリア消費者法に基づき、重大な障害について交換または返金を受け、かつ、一
切の合理的に予見可能な損失および損害について補償を受ける権利を有します。お客様はさらに、本ソフトウェアが許容品質水
準に達せず、かつ、障害が重大な障害とまでいえない場合は、本ソフトウェアを修理または交換させる権利を有します。
もし、ご質問があり、または、この制限保証規定に基づき請求を行いたい場合には、CommVault にご連絡下さい。
免責事項:CommVault は、本ソフトウェアが連続して、またはエラーなく動作することを保証しません。本契約書に定める本品質保
証規定は、他のすべての保証に代わるものです。CommVault およびそのライセンサは、明示的か黙示的か、事実上か法律の運
用上か、法定かその他かを問わず、その他すべての保証を放棄します。また、CommVault およびそのライセンサは、市販性、特定
目的への適合性、ウイルスに感染しないこと、または知的所有権を侵害しないことに対する、いかなる保証も明示的に排除および
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放棄します。上記の規定が、CommVault およびそのライセンサの全責任であり、保証違反に対するお客様の唯一かつ排他的な
救済方法です。
間接的損害に対する免責:CommVault およびそのライセンサは、いかなる状況においても、代用製品またはサービスの調達にかか
る費用、利益損失、情報またはデータの損失、またはその他のいかなる特殊な損害、偶発的な損害、懲罰的損害、間接的な損
害、または派生的な損害に対し、生じた措置にかかわらず、CommVault はこのような損害の可能性について報告を受け、本品質
保証規定の本質的な目的が履行されていなかったとしても、お客様または第三者に責任を負わないものとします。
責任の限定:CommVault またはそのライセンサが本ソフトウェアまたは一切のサービスに関連する責任を問われる場合、不注意、ま
たは契約違反の有無が原因かどうかにかかわらず、いかなる理由であっても、CommVault およびそのライセンサの責任はいずれも、
本品質保証規定に従っていないことが判明した本ソフトウェアに対してお客様から CommVault に支払われた合計額を超えないも
のとします。CommVault またはそのライセンサがこのような損害の可能性について報告を受け、品質保証規定の本質的な目的が
履行されていなかったとしても、この限定は適用されるものとします。
これらの条項、保証、限定、および救済方法には、お客様および CommVault 間でのリスク分担が含まれます。したがって、
CommVault 製品の価格にはこれらのリスク分担が反映されます。司法管轄区によっては黙示の保証の除外、偶発的な損害また
は派生的な損害の限定または除外、または責任の限定が規制されているため、上記の限定および除外はお客様に適用されなくな
る可能性があります。
アメリカ合衆国政府および DOD
本条項は、連邦政府による、または連邦政府のための本ソフトウェアの取得のすべてに適用されます。発送された本ソフトウェアを
受け取ることにより、お客様は本契約書に従って本ソフトウェアを、この調達に適用される取得規制で使用される用語である「商用
コンピュータ ソフトウェア」と見なすことに同意します。本契約書の条項は、本ソフトウェアの政府による使用および公開に適用され、
相反するいかなる契約条件にも優先するものとします。本契約書が政府の最低限の要求を満たさない場合、または連邦調達法
に反している点がある場合、政府は本ソフトウェアを使用せずに CommVault に返品することに同意します。
1995 年 12 月 1 日以降に発行された要請に応じてアメリカ合衆国政府に提供されたソフトウェアはすべて、本契約書の別項に規
定されている商用ライセンスの権利および制限に準拠します。1995 年 12 月 1 日より前に発行された要請に応じてアメリカ合衆国
政府に提供されたソフトウェアはすべて、FAR, 48 CFR 52.227-14 (1987 年 6 月) または DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (1988
年 10 月) のいずれか該当するものに規定されている「権利の制限」に準拠します。

この項は、Microsoft Windows Pre-Installation Environment (以下、「WinPE」) が含まれている CommVault 1-Touch 製品にの
み適用されます。(i) CommVault 1-Touch 製品のライセンスは、ブート、診断、障害復旧、セットアップ、リストア、緊急サービス、イ
ンストール、ユーティリティ プログラムのテストおよび/または構成に使用が制限されます。汎用オペレーティング システムまたは任意の
オペレーティング システム製品の完全機能版として使用することはできません。(ii) WinPE ソフトウェアは、"現状のまま" で提供され
ます。(iii) 1-Touch 製品には WinPE が組み込まれているため、24 時間連続使用すると事前にお客様に通知することなく、コンピュ
ータ システムを再起動するセキュリティ機能が含まれます。(iv) Microsoft および Microsoft 関連会社は、1-Touch 製品または
WinPE 製品に関していかなる責任も負わないものとします。(v) カスタマ サポートにおける問題はすべて、CommVault が単独で処
理します。

本ソフトウェアには、マイクロソフトが CommVault にライセンス供与するソフトウェアが含まれることがあります。お客様は、本契約書
の下でマイクロソフト製品のライセンスは供与されないことを保証するものとし、本ソフトウェアのライセンス供与の結果として
CommVault から受け取ったマイクロソフト ソフトウェアのコピーをご使用のコンピュータ システムで維持する権利はなく、マイクロソフト
またはその他のサード パーティから既にライセンスされているマイクロソフト ソフトウェアのコピーのみを維持できることを保証するものと
します。マイクロソフトは、本契約書の正当な第三者の受益者であり、本契約書の保証およびその他の規定を強制する権利を有し、
お客様の順守について同様に確認する権利を有するものとします。
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本ソフトウェアには、第三者から CommVault にライセンスされたソフトウェアが含まれることがあります。このライセンサは、本契約書の
第三受益者とされ、本契約書の保証およびその他の規定を強制する権利を有し、お客様の順守について同様に確認する権利を
有するものとします。
Portions copyright©1991,2011Oracle and /or its affiliates. All rights reserved.
本ソフトウェアには、IBM Lotus Domino のデータ ファイルが含まれていることがあります。(c) Copyright IBM Corporation 2007. All
Rights Reserved.
DVD、MO、および UDO 記録ソフトウェアは、PoINT Software & Systems GmbH (www.pointsoft.de) のライセンスを得て開発さ
れています。
Portions copyright 1992-2010 FairCom Corporation.
商標について
CommVault、CommVault およびロゴ、"CV" ロゴ、CommVault Systems、Solving Forward、SIM、Singular Information
Management、Simpana、、"Simpana" ロゴ、CommVault Galaxy、Unified Data Management、QiNetix、Quick Recovery、
QR、CommNet、GridStor、Vault Tracker、InnerVault、QuickSnap、QSnap、Recovery Director、CommServe、CommCell、
ROMS、IntelliSnap および CommValue は、CommVault Systems, Inc. の商標または登録商標です。本契約書に認定されてい
る CommVault の商標の全体または一部を使用することにより、お客様は、www.commvault.com/trademarks に記載されている、
当時最新の CommVault の商標ガイドラインによって拘束されることに同意するものとします。他のすべての第三者ブランド、製品、
サービス名、商標または登録サービス マークは、それぞれの所有者が著作権を所有しており、製品またはサービスを識別するために
使用されています。
特許について

本ソフトウェアは特許登録されております。本ソフトウェアがカバーする特許および出願中の特許に関する情報ついては、
www.commvault.com/patents を参照してください。

著作権について
© 1997-2014 CommVault Systems, Inc. All rights reserved.

6

