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TechSmith ソフトウェアに関するエンドユーザー使用許諾契約書 – CAMTASIA® for Windows 
および Mac 

発効日:  2021 年 4 月 

 
このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下「EULA」といいます) は、本 EULA 内で詳細を定義する 
TechSmith「ソフトウェア」に関して、本社を 2405 Woodlake Drive, Okemos, Michigan 48864 に置く 
TechSmith Corporation (以下「TechSmith」といいます) とユーザーが代表となる企業または組織 (ラ
イセンスの購入に関して企業または組織が関与しない場合はユーザー本人) (以下「ユーザー」ま

たは「ユーザーの」といいます) との間で法的に拘束される使用許諾契約書です。 
  
本 EULA で使用される定義 

a) 「コンピューター」とは、デジタル形式またはそれに類する情報を取得し、連続した命令に基づい

てその情報を処理することにより、特定の結果を得ることができる、仮想的または物理的な電子

計算機のことです。 

b) 「コンテンツ」とは、「ソフトウェア」の入力および出力として用いられる、ビデオ、音声、データ、音

楽、静止画、クイズ、およびその他あらゆる形式の素材のことです。 

c) 「デバイス」とは、ストレージ デバイスを含む (物理的または仮想的な) コンピューターのハードウ

ェア システム、または本ソフトウェアを実行可能なモバイル デバイスです。ハードウェア パーテ

ィションまたはブレードは 1 つのデバイスとみなされます。 

d) 「内部ネットワーク」とは、特定の企業またはその他の事業体の従業員および個々の請負業者

だけがアクセスできる非公開の専有ネットワーク リソースのことです。「内部ネットワーク」には、

インターネットの一部または一般に公開されているその他のネットワーク コミュニティ (メンバー

シップやサブスクリプションに基づくグループ、団体、およびそれに類する組織) は含まれません。 

e) 「ライブラリ コンテンツ」とは、Camtasia® ライブラリに組み込まれたすべてのメディア アセット、同

ライブラリに表示されるすべてのメディア アセット、または TechSmith の Web サイトまたは

TechSmith によって認定された使用許諾元の Web サイトからアクセス可能なあらゆるメディア ア
セットのことです。具体的には、TechSmith またはその他の第三者のメディア アセットは、既知ま

たは将来的に既知と成り得るデジタル静止画像、音楽、オーディオ ファイル、アニメーション、ク

リップアート、合成写真、フォント、グラフィック、イラストレーション、動画シーケンス、写真、効果

音、ビデオ、ビデオ予告編、データ、クイズ、アンケート調査、その他の視覚表示、およびすべて

の関連メタデータおよびその他の素材で構成されるメディア アセットを含みますが、これらに限

定されるものではありません。 

f) 「リセラーおよびディストリビューター」とは、TechSmith が認定するパートナー、電子販売業者、

またはポータルのことであり、TechSmith は「リセラーおよびディストリビューター」との間で本ソフ

トウェアの販売経路を管理します。 
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g) 「ソフトウェア」とは、上記のコンピューター ソフトウェアのコピー、および関連メディア、ライブラリ 
コンテンツとオプションのオンライン サービス、および印刷物のことで、「オンライン」または電子

的なマニュアル、および使用許諾を受けた第三者のコンテンツが含まれる場合があります。本

ソフトウェアはソースコードを含みません。「ソフトウェア」は、Windows および Mac オペレーティ

ング システムのみで使用または実行され、他のシステムでは操作できません。 

h) 「ユーザー コンテンツ」とは、ユーザーが「ソフトウェア」を使用して作成するコンテンツのことです。 
 

1.  ライセンスの付与 
ユーザーのライセンスに対して異なる条件を規定する個別の契約、または本 EULA の修正もしくは

補遺に記載されている場合を除き、TechSmith は、設計およびドキュメントに従う方法で「ソフトウェ

ア」をインストールして実行するための永久的、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、制限

付きのライセンスをユーザーに付与します。ここで付与されるライセンスは、すべての場合におい

て、ライセンス料の支払いおよび本 EULA の遵守を条件として付与されます。 
 

2. 許諾される使用の範囲 

2.1 一般条項およびクロス プラットフォームでの使用。本 EULA に別段の記載がなく、ユーザ

ーが本 EULA の条項に同意する場合、ユーザーには、一度に 1 人のみ使用するために「ソ

フトウェア」の 1 つのコピーを 1 人の割り当てられた個人ユーザーの許諾されたデバイス (使
用を許諾された 1 台目のデバイス) にインストールして実行する権利が許諾されます。ただ

し、「ソフトウェア」がマルチユーザー プログラム (サイト ライセンスなど) として使用許諾され、

ユーザーが本 EULA のすべての条項に同意する場合、「ソフトウェア」によって要求されたと

きにユーザーが有効な承認済みかつアクティベーション済みの「ソフトウェア」キーを提示す

ることを条件に、同じ割り当てられた個人ユーザーのために「ソフトウェア」の第 2 コピーを 2 
台目の使用を許諾されたデバイスにインストールして実行できます。割り当てられた個人ユ

ーザーは、使用を許諾されたデバイスを 2 台同時に使用することはできません。ユーザー

は「ソフトウェア」の Camtasia® Windows 版と Camtasia® Mac 版の両方をインストールおよび

使用する権利が許諾されます。ただし、ユーザーは「ソフトウェア」を複数同時に使用するの

ではなく、1 人のユーザーが一度に「ソフトウェア」の 1 つの言語の 1 つのバージョンを 1 つ
のプラットフォーム上で使用する権利が許諾されます。「ソフトウェア」のコンポーネントは単

一のユニットとしてライセンスが許諾され、ユーザーはコンポーネントを分離または仮想化し

て別々のデバイスにインストールすることはできません。「ソフトウェア」は、お客様の社内業

務または個人使用のいずれかにのみライセンスが許諾されています。本契約に基づき使用

許諾された「ソフトウェア」は、ユーザーの見積書または注文書に記載されているライセンス 
モデルに従ってのみ使用できます。 

2.2 サーバーからの配布。本 EULA の条項に同意する限りにおいて、ユーザーは、本書で許

可される使用を行うために、ユーザーの内部ネットワーク内のデバイスに「ソフトウェア」をダ

ウンロードしてインストールする目的で、同内部ネットワーク内の 1 台以上のコンピューター

用ファイル サーバー上に「ソフトウェア」のイメージをコピーする権利が許諾されます。 

2.3 サーバーでの使用。本 EULA の条項に同意する限りにおいて、ユーザーは、本 EULA の
許可に基づき、ユーザーの内部ネットワーク内のコンピューターから「ソフトウェア」の使用を

個人が開始する目的に限定して、「ソフトウェア」のコピーを同内部ネットワーク内の 1 台以
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上のコンピューター用ファイル サーバーにインストールする権利が許諾されます。同時に使

用するユーザー数ではなく、「ソフトウェア」を当該コンピューター用ファイル サーバー上で使

用可能なユーザーの総数は、ユーザーが注文したライセンスで許可された数を超えること

はできません。 

一例として、以下の場合は「ソフトウェア」のインストールまたはアクセスは (直接またはコマ

ンド、データ、または命令経由のいずれかを問わず) 許可されません。(i) ユーザーの内部ネ

ットワークの一部ではないコンピューターまたはデバイスをサーバーまたはクライアントとす

る使用。(ii) 一般利用が可能な Web ホスト ワークグループまたはサービスに対するソフトウ

ェアの有効化。(iii) TechSmith によって許諾された方法以外の「ソフトウェア」の機能の個人

または団体による使用、ダウンロード、複製、またはその他の利用。(iv) ユーザーが注文し

たライセンスで許可された数を超えるユーザー数によってアクセス可能なシステム、ワーク

フロー、またはサービスの 1 コンポーネントとしての使用。(v) 個人ユーザーによって開始さ

れる以外の操作 (例: サーバーによる自動処理)。 

2.4 バックアップ コピー。本 EULA の条項に同意する限りにおいて、ユーザーは「ソフトウェア」

のバックアップとして、適切な数のコピーを作成できます。ただし、バックアップ コピーをイン

ストールすることや、アーカイブの目的以外に使用することはできません。 

2.5 第三者のコンテンツとソフトウェアの完全性。特定第三者のコンテンツおよび「ソフトウェ

ア」の完全性保護の目的で、「ソフトウェア」の使用がデジタル著作権管理システムによる影

響を受ける場合があります。ユーザーが使用を許諾されるコンテンツまたは「ソフトウェア」

にコピー防止機能が装備されている場合、ユーザーはそのような防止機能を無効化するた

めに設計されたコンピューターまたはハードウェアを使用することはできません。第三者の

コンテンツまたは「ソフトウェア」で明示的に許可される場合を除き、すべての第三者のコン

テンツおよび「ソフトウェア」に含まれる商標、商号、製品名、ロゴ、著作権情報、凡例、記号、

ラベル、または透かしを除去または変更することはできません。 

2.6 複数環境/マルチ プラットフォーム/デュアル メディア ソフトウェア。ユーザーが複数の環

境、プラットフォーム、オペレーティング システム、または言語に対応した方法または複数の

メディアで「ソフトウェア」を受け取るライセンスを有する場合、受け取ったメディアのタイプや

サイズにかかわらず、ユーザーの使用する 1 台のコンピューターに適する環境、プラットフォ

ーム、オペレーティング システム、言語またはメディアを一度に 1 つだけ使用できます。なお、

本 EULA に従い、1 つのプラットフォーム上で「ソフトウェア」の 1 つの言語の 1 つのバージョ

ンを使用する権利のみが許諾されます (同時に複数のバージョンを使用することはできませ

ん)。本 EULA に別段の記載がない限り、他方のメディアを別のコンピューター上で使用した

りインストールしたりすることはできません。他方のメディアを別のユーザーに貸し付け、貸

与、リース、ライセンスの供与、配布、その他の形で譲渡することはできません。 
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3. その他の権利と制限  
本 EULA でユーザーに付与されるライセンスは、ユーザーが以下のすべての条件に従うことを条

件としています。 

a) リバース エンジニアリング、逆コンパイル、および逆アセンブルに関する制限。「ソフトウ

ェア」のリバース エンジニアリング、逆コンパイル、翻訳、ローカリゼーション、または逆

アセンブルを行うことはできません。 

b) コンポーネントの分離。「ソフトウェア」は、単一の製品として使用許諾されます。そのコン

ポーネントを分離して複数のコンピューター上で使用することはできません。配布の目的

で、「ソフトウェア」のバンドルを解除することや、再パッケージ化することはできません。 

c) 貸与またはその他の配布の禁止。本 EULA に別段の記載がない限り、いかなる目的で

も「ソフトウェア」またはそれに関連するアクセス コードまたはライセンスの賃貸、使用許

諾、譲渡、譲与、時分割共有、ホスティング、貸与、二次使用許諾、配布、またはリース

を行うことはできません。 

d) ソフトウェア ライセンスの第三者への譲渡禁止。TechSmith の書面による事前の同意が

ない限り、ユーザーは、いかなる場合も本 EULA を第三者へ譲渡することはできません。

かかる承認を受けた被譲渡者は、本 EULA の条項に拘束されることに書面によって同意

する必要があります。TechSmith の書面による事前の同意がない限り、ユーザーは、「ソ

フトウェア」の使用許諾を短期間または一時的に譲渡することはできません。ただし、ユ

ーザーがマルチユーザー プログラム (サイト ライセンスなど) として「ソフトウェア」の使用

を許諾され、本 EULA のすべての条項に同意する場合、「ソフトウェア」によって要求され

たときにユーザーが有効な承認済みかつアクティベーション済みの「ソフトウェア」キー

を提示することを条件に、ユーザーの注文書で許可されたライセンスの総数を超えない

限り、許可されたユーザーを別の許可されたユーザーに代行させたり置き換えたりする

ことが許可されます (たとえば、退社する従業員の「ソフトウェア」へのアクセスは、新し

い従業員に資格情報を提供することで、廃止して置き換えることができます)。 

e) ソフトウェア キーの配布または販売の禁止。TechSmith の書面による事前の明示的な

許可がない限り、ユーザーは、「ソフトウェア」および「ソフトウェア」に関連する「ソフトウ

ェア」キーのコピーを、オンライン オークション サイトまたはその他のサイト上で、形式ま

たは方法を問わず、コピー、複製、配布、使用、掲載、変更、改作、派生物の準備、また

は表示を行うことはできません。本項の要件、条件、または制限事項に反して配布、譲

渡、または掲載された場合、本 EULA は無効となり、本 EULA が終了する場合があります。 
 

4.   ライセンス コンプライアンス 

4.1 TechSmith は、詐欺および著作権侵害防止のため、「ソフトウェア」のダウンロードまたは

インストールの回数などの情報を収集します。情報の収集は「Call-home」システムを介して

行われ、収集された情報は TechSmith または第三者のクラウド サーバーに送信されて、

TechSmith またはライセンス コンプライアンス サービスを提供するベンダーによって保管ま

たはさらなる処理が行われる場合があります。かかる情報には、IP アドレス、コンピューター

とセッション ID、およびインストールされた「ソフトウェア」のライセンス キーに関する情報が

含まれる場合があります。 
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4.2 「ソフトウェア」には、不正な使用やコピーを防止するために設計された技術が含まれてい

ます。該当する文書に記載されている検証、インストール、およびライセンス管理プロセスに

従わない場合、かかる技術によって「ソフトウェア」の使用が妨げられる場合があります。さら

に、「ソフトウェア」を違法にコピーしたユーザーに関するデータを取得し送信する目的で、

TechSmith は監視および調査のための技術を使用しています。このデータ収集は、合法的に

使用許諾された「ソフトウェア」のユーザーに対しては行われません。ユーザーが当社のソフ

トウェアの違法コピーを使用している場合、本書に記載されているデータの収集および送信

の対象となります。違法版の使用を止め、TechSmith または認定されたリセラーおよびディス

トリビューターに問い合わせて、合法的に使用許諾されたコピーを取得することをお勧めしま

す。 
 

5.  解約 

5.1 ユーザーが本 EULA のいずれかの条項に従わない場合、TechSmith は本 EULA を解約す

ることがあります。解約の条件には、ユーザーによる「ソフトウェア」またはそれに関連する

「ソフトウェア」キーの無許可の複製、コピー、配布、変更、改作、派生物の作成、または表示

が含まれますが、これらに限定されません。そのような場合、ユーザーは解約時に「ソフトウ

ェア」およびそれに関連する「ソフトウェア」キーのすべてのコピーとすべてのコンポーネントを

破棄し、TechSmith に対して書面による破棄の証明を提供する必要があります。 

5.2 ユーザーが本「ソフトウェア」のライセンス料金を支払った後に (TechSmith の返品とキャン

セルのポリシーおよび手続き方法、および TechSmith により認定されたリセラーおよびディス

トリビューターの該当する返品とキャンセルのポリシーに従って) その返金を要請しない場合

や、本「ソフトウェア」をインストールした場合、コピーした場合、またはその他の形で使用した

場合、ユーザーは本 EULA に合意し、本 EULA の条項に拘束されることに同意したものとみな

されます。 

 
6.  知的所有権 
6.1 本 EULA は「ソフトウェア」のアクセスおよび使用権を許諾するためのものであり、販売を承諾

するものではありません。「購入」、「リセラー」、または本書に記載された同様の文言の使用にか

かわらず、ユーザーは本 EULA に基づき、ユーザーにいかなる所有権も譲渡されないことに同意

するものとします。ユーザーは、「ソフトウェア」(「ソフトウェア」に組み込まれているソース コードま

たはオブジェクト コード、画像、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、およびアプリ

などを含むが、これらに限定されない)、付属印刷物、および「ソフトウェア」のすべての複製物に

関するすべての著作権、および企業秘密、特許、商標に関する権利を含むが、これらに限定され

ないすべての権利、権限、および権益は、国内外に問わず、TechSmith、そのサプライヤー、また

は使用許諾元に帰属することに同意します。 
6.2 「ソフトウェア」は、アメリカ合衆国著作権法と国際著作権条約、およびその他の知的財産に関

する法律や条約によって保護されています。TechSmith とそのサプライヤー、または使用許諾元

は、「ソフトウェア」に関するすべての知的財産権を現在および将来にわたって留保します。「ソフト

ウェア」は、ユーザーに対して非独占的かつ譲渡および移転不可能な制限付きの個人的な使用

権が許諾されるものであり、販売されるものではありません。 
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7.   差止命令による救済  
ユーザーは、ユーザーが「ソフトウェア」を不正に使用した場合や、本 EULA の条項に違反した場

合、かかる使用または違反が TechSmith の持続的収益力に壊滅的かつ重大な影響を及ぼす可

能性があり、その結果 TechSmith に直接的で修復不能な被害や損害が生じる可能性があること

に同意するものとします。両当事者は、そのような場合に、本 EULA の違反による損害賠償を請求

する権利を TechSmith が有することに同意し、ユーザー、ユーザーの従業員、代理人、コンサルタ

ント、または独立契約者による「ソフトウェア」の誤用の継続、コピー、または本 EULA のその他の

条項への継続的な違反を防止するため、契約またはその他の証書もしくは実際の損害の証明を

提示することなく、TechSmith が所轄の裁判所から一時的差し止め命令、または仮差し止め命令

を得る権利を有することに同意するものとします。 
 

8.   米国政府の制限付き権利  
本ソフトウェアおよびマニュアルは「制限付き権利」が適用された状態で提供されます。米国政府

による使用、複製、または情報開示は、DFARS 252.227-7013 の「技術データおよびコンピューター 
ソフトウェアにおける権利」(Rights in Technical Data and Computer Software) 条項の (c)(1)(ii) 補助

条項、または 48 CFR 52.227-19 の「権利」(Rights) に記された制限が適用されます。製造元は次の

とおりです。TechSmith Corporation, 2405 Woodlake Drive, Okemos, MI 48864。ユーザーは、本 
EULA に従って付与されるライセンスの条件として、以下の場合に「ソフトウェア」をダウンロード、

またはその他の方法によって輸出または再輸出することができないことを承認および同意するも

のとします。(i) 米国政府の輸出禁止対象国 (またはその国民) への輸出、または (ii) 米国財務省

の「特定国籍業者リスト」 (List of Specially Designated Nationals) または米国商務省の「輸出拒否リ

スト」 (Table of Denial Orders) に記載されている人物への輸出。「ソフトウェア」を使用することによ

り、ユーザーは前記の条項に同意し、ソフトウェアがそれらの国民またはリストに記載されている

人物の管理下にないことを表明および保証するものとみなされます。 
 

9.   限定保証  
TechSmith は、本ソフトウェアが該当する文書および仕様に実質的に準拠し、購入日から 90 日間

にわたって正常に機能することを保証します。本ソフトウェアが以下の条件を満たす場合、この保

証は適用されません。(i) TechSmith またはその認定代理人以外によって変更されている、(ii) 
TechSmith が提供する指示に従ってインストール、操作、修理、または保守されていない、または 
(iii) 誤用、過失、または事故の対象となっている。 
上記の段落で明示的に規定されている場合を除き、適用法によって許される範囲において、

TechSmith とそのサプライヤーおよび使用許諾元は、明示的か黙示的かを問わず、商品性と特定

目的への適合性、正確性、平穏享有権、第三者の権利への非侵害性に関する暗黙的保証を含

むが、それらに限定されないその他すべての保証を排除します。 
 

10.  返品、返金について  
TechSmith とそのサプライヤーまたは使用許諾元の全責任、および本書に記載されている限定保

証違反に対するユーザーへの唯一の救済策は、TechSmith の選択により、以下のいずれかとしま

す。(a) 支払われたライセンス料金の払い戻し。または (b) TechSmith の限定保証を満たさないこと

を理由に返却ポリシーに従って TechSmith に返品される「ソフトウェア」の修復または交換。「ソフト

https://support.techsmith.com/hc/ja/articles/203732668-TechSmith-Return-Policy
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ウェア」の障害の原因が、事故、不正使用、または誤用である場合、この限定保証は無効となりま

す。交換後の「ソフトウェア」の保証期間は、元の保証期間の残り日数または 30 日間のうちのい

ずれか長い期間とします。米国以外では、認可を受けたサプライヤーからの購入証明書がない限

り、これらの救済措置および TechSmith による製品サポート サービスは提供されません。 
 
 
11.  責任の制限  
TechSmith がかかる損害の可能性について通知されていた場合でも、責任の理論にかかわらず、

また原因がソフトウェアの使用または使用不能もしくはその他のいずれであるかにかかわらず、

TechSmith は以下について一切責任を負いません。(a) 間接的、偶発的、典型的、特別的、または

派生的な損害、(b) データの損失または破損、もしくはビジネスの中断または損失、または (c) 収
益、利益、信用、または予想される売上または貯蓄の損失。TechSmith、その関連会社、役員、取

締役、従業員、代理店、サプライヤー、および使用許諾元がユーザーに対して負担する責任の総

額は、保証、契約、不法行為 (過失を含む)、またはその他のいずれに基づく場合も、請求の原因

となった「ソフトウェア」に支払われたライセンス料金を超えないものとします。このソフトウェアに

対する責任の制限は累積的であり、事案ごとではありません。本契約のいかなる条項も、適用法

の下で制限または除外できない責任を制限または除外するものではありません。 
 
12.  コンテンツ、ライブラリ コンテンツ、および免責  

12.1 コンテンツの作成およびバックアップ コピーをはじめ、ユーザー コンテンツに関する責任

はユーザーのみにあり、コンテンツの使用および配布はユーザー自身の裁量およびリスクに

おいて行われるものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。そのようなユーザー コン

テンツの使用および配布に関連して発生した請求または訴因については、ユーザーのみが

責任を負うものとします。本契約に別段の記載がある場合にかかわらず、TechSmith は、ユ

ーザー コンテンツまたはその他のあらゆるコンテンツまたはライブラリ コンテンツの削除また

は正確性、格納の失敗、(オンライン サービスによって処理されるかどうかを問わず) ユーザ

ー コンテンツまたはその他のあらゆるコンテンツまたはライブラリ コンテンツの転送または転

送の受信、または「ソフトウェア」の使用あるいはそれに関連するセキュリティ、プライバシー、

ストレージ、またはその他のコミュニケーションの通信に関して、いかなる義務または責任も

負いません。「ソフトウェア」の特定機能を利用することで、ユーザーはユーザー コンテンツに

対する「ソフトウェア」のアクセス レベルを制限できます。ユーザー コンテンツへの適切なアク

セス レベルの適用については、ユーザーのみが責任を負うものとします。ユーザーはさらに、

TechSmith、その関連会社、子会社、役員、取締役、従業員、コンサルタント、代理人、サプラ

イヤー、使用許諾元、リセラー、およびディストリビューターを、以下の事項から防御、補償、

および保護することに同意するものとします。その事項とは、ユーザーの「ソフトウェア」およ

びコンテンツの使用および配布、ユーザーによる本 EULA の違反、またはユーザーあるいは

他の使用者による「ソフトウェア」および、あらゆる種類の知的所有権の契約、または特許、

商標、著作権、または企業秘密に関する任意の個人または団体の権利を含み、これに限定

されないその他の権利の侵害または違反行為、および、ユーザー コンテンツの公開または

配布から生じたプライバシーの侵害、中傷、誹謗、または個人のパブリシティ権の侵害など

を含み、これらに限定されないすべての事由に起因する、国内外を問わない第三者からの

すべての請求、責任、損害、および合理的な弁護士費用を含む費用です。 
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12.2 コンテンツおよびライブラリ コンテンツの所有権、使用許諾、および制限。 

12.2.1 所有権。「ソフトウェア」によって表示、再生、録画、録音、または入手されるすべて

のコンテンツまたはライブラリ コンテンツに付属または関連する権利および知的所有権は、

それぞれのコンテンツまたはライブラリ コンテンツの所有者に帰属します。これらのコンテン

ツまたはライブラリ コンテンツは、著作権またはその他の知的所有権に関する法律および条

約によって保護されている場合があり、それらのコンテンツまたはライブラリ コンテンツを提

供または表示する第三者の使用許諾条項が適用される場合があります。本 EULA は、「ソフ

トウェア」、本 EULA、またはその補遺に明示されている内容を除いて、ユーザーに対し、それ

らのコンテンツまたはライブラリの使用に関するいかなる権利も付与しません。「ソフトウェア」

を使用してユーザー コンテンツを再生または録画、録音する場合、その対象は、著作権が付

属しないコンテンツ、知的所有権がユーザー自身に帰属するコンテンツ、またはユーザーが

再生、録画、録音、または表示することを公認または法的に許可されているコンテンツに限

定されます。 

12.2.2 ライブラリ コンテンツの使用許諾。TechSmith およびそのサプライヤーおよび使用許諾

元 (具体的には、Shutterstock および Storyblocks を指すが、これらに限定されない) は、「ソフ

トウェア」のみを使用してユーザー コンテンツを作成するために必要なあらゆる状況において、

画像と同期または時間経過に関連するライブラリ コンテンツの使用、録画、再現、配布、公

開表示、変更、派生物の作成、改変、コピー、構成、リンク、アーカイブ、送信、公開上演、修

正、その他の使用、およびライブラリ コンテンツに関するすべての機械的またはその他の副

次的権利に関して、本項、第 22 項、および後述の補遺の追加条項、条件、または制限に従

うことを条件として、ユーザーに対して、非排他的、世界的、全額支払い済み、著作権料無料

の使用権をここに明示的に許諾します。 

12.2.3 ライブラリ コンテンツの制限。本 EULA でユーザーに付与されるライブラリ コンテンツの

ライセンスは、さらにユーザーが以下のすべての条件に従うことを条件としています。 

a. ライブラリ コンテンツは、オンライン オークションまたはその他のオンライン操作、

モバイル、ワイヤレス、または他のストレージ メディア デバイスを通じた方法を

含むが、これらに限定されないいかなる方法でも、単独で使用、再販、売買、配

布、二次使用許諾、リース、または貸与しないものとします。単独とは、「ソフトウ

ェア」の使用に関連して作成されたユーザー コンテンツの一部ではない状態を

指します。 

b. ライブラリ コンテンツまたはその一部を、商標、サービス マーク、商品名、また

はロゴの一部として使用することはできません。 

c. ライブラリ コンテンツを TechSmith と競合する目的で使用することはできません。 

d. ライブラリ コンテンツは、Web サイトのテンプレート、ソフトウェア プログラムまた

はサービス、ビデオ ゲーム、ゲーム コンソールなどを含み、これらに限定されな

い形式で、製品、プログラム、サービス、または多重配布または使用許諾を目

的としたあらゆる電子形式の一部として使用することはできません。 

e. ライブラリ コンテンツは、中傷、ポルノ、名誉毀損、不道徳、わいせつ、詐欺また

は違法行為、他者の知的所有権またはパブリシティ権に対する侵害、プライバ
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シーの侵害、またはライブラリ コンテンツに関連する人物または財産の評判を

落とすものと合理的に判断できる方法で使用することはできません。 

f. ライブラリ コンテンツに埋め込まれている著作権表示、商標またはその他の所

有権の表示、および/または通知に関する表示を削除することはできません。 

g. ライブラリ コンテンツを単独に、複数箇所のコンピューターに同時にインストー

ルまたはダウンロードすることはできません (「ソフトウェア」の使用に関連して作

成されたユーザー コンテンツの一部としての場合を除く)。また、単独に、ライブ

ラリ コンテンツのコピーをネットワーク サーバーまたは Web サーバーに掲載し

て、他のユーザーに使用させることはできません。 

h. ライブラリ コンテンツを単独に、電子ファイル形式で表示して、ダウンロードまた

はモバイル デバイスを通じた配布を可能にすることや、ピアツーピアまたは類

似のファイル共有方法で共有可能にすることはできません (「ソフトウェア」の使

用に関連して作成されたユーザー コンテンツの一部としての場合を除く)。 

i. TechSmith が何らかの方法でユーザー コンテンツを保証、後援、承認、または

共同制作しているという誤った印象を与えるような方法でライブラリ コンテンツを

使用することはできません。 

j. 本契約、または本項、第 22 項、および後述の補遺に記載された何らかの追加

条項、条件、または制限で明示的に付与されていないあらゆる権利は、

TechSmith とそのサプライヤーまたは使用許諾元が留保します。 

12.2.4 ユーザー コンテンツに関するユーザーの表明および保証。ユーザーは以下を表明お

よび保証するものとします。(a) ユーザーは、すべてのユーザー コンテンツの所有者、被使

用許諾者、または認定ユーザーであること、および (b) 以下のコンテンツのアップロード、録

画、公開、掲載、リンク、または他の方法による送信または配布を行わないこと。(i) 暴力ま

たは何らかの違法行為を擁護、推進、扇動、指示、支援、またはその他の方法で助長する

コンテンツ。(ii) 著作権、特許権、商標、サービス マーク、商品名、企業秘密、または第三者

または TechSmith のその他の知的所有権、または国内外にかかわらず何らかの団体のパ

ブリシティまたはプライバシーに関する権利を侵害または妨害するコンテンツ。(iii) ユーザー

識別情報またはメッセージもしくは他の通信の送信元を他のユーザーに誤認させようとした

り、なり済ましたり、その他の方法で他のユーザーまたは団体によるユーザーの認知情報

を不正に変更しようとしたりするコンテンツ、または実質的に誤っているか、誤解を招くか、

または不正確なコンテンツ。(iv) 不適切、迷惑、虐待、冒涜、中傷、名誉毀損、脅迫、憎悪、

非常識、下品、不作法、ポルノ、またはその他の好ましくない行為または不法行為に該当す

るコンテンツまたは活動を促進、勧誘、または包含するコンテンツ。(v) 未成年に対して有害

なコンテンツ。(vi) ウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、または、いずれかのシステム、

データ、情報、または他者の財産に対して損害を与え、有害な干渉を行い、通信を密かに

傍受し、またはそれらを強奪するその他の同様のあらゆるソフトウェア、データ、またはプロ

グラムを含むコンテンツ。または (vii) 法律、規則、条例、または (輸出規制、不正競争、非差

別、または虚偽広告を管轄する法規を含むがこれらに限定されない) 規制に違反するコンテ

ンツ。 
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13.  クイズ機能およびアップロード機能 

13.1 クイズ機能。 

「ソフトウェア」には、ユーザーがオンライン クイズを作成および管理できるオプション機能が

含まれています (以下「クイズ機能」といいます)。コンテンツをクイズ機能用に設定して送信

することにより、ユーザーは、ユーザーのコンテンツが処理のために TechSmith のサーバー

に送信されることを認め、ユーザーは TechSmith に対して、クイズ サービスをユーザーに提

供するために必要に応じてコンテンツを複製、配布、表示、またはその他の方法で使用する

ための無制限、永久的、非排他的、全額支払い済み、著作権料無料の使用権を許諾するも

のとします。さらにユーザーは TechSmith に対して、かかるクイズ コンテンツまたはデータを

使用して、「ソフトウェア」の品質を向上する権利を付与するものとします。またユーザーは、

ユーザー コンテンツを視聴する各視聴者に対して、「ソフトウェア」を通じてユーザー コンテン

ツにアクセスし、クイズの機能を通じて、許可されたコンテンツを使用、複製、配布、表示、お

よび再現するための非排他的ライセンスをここに付与するものとします。 

13.2 アップロード機能。 

「ソフトウェア」には、ユーザーが他の TechSmith の製品およびサービスまたは第三者の製品

およびサービスにコンテンツをアップロードできるオプション機能が含まれています (以下「ア

ップロード機能」といいます)。アップロード機能を設定および使用することにより、TechSmith 
の製品またはサービス、または選択した第三者の製品またはサービスによって処理すること

を目的として TechSmith がコンテンツを共有することに明示的に同意するものとします。ユー

ザーは TechSmith に対して、アップロード機能をユーザーに提供するために必要に応じてコ

ンテンツを複製、配布、表示、またはその他の方法で使用するための無制限、永久的、非排

他的、全額支払い済み、著作権料無料の使用権を許諾するものとします。第三者の製品ま

たはサービスの使用には、その当事者の該当する使用条件またはサービスが適用されます。 

13.3 コンテンツの使用許諾の終了。 

ユーザーがクイズ機能またはアップロード機能 (総称して「オンライン サービス」といいます) 
を使用する際にコンテンツに付与された上記ライセンスは、ユーザーが「ソフトウェア」からコ

ンテンツを除去または削除した後、商業上合理的な期間内に終了します。ただし、ユーザー

は、コンテンツを上書きおよび完全に削除する TechSmith の内部プロセスに従って除去また

は削除されたユーザー コンテンツのサーバー上コピーが表示、配布、または再現されること

なく TechSmith によって保持される場合があることを理解し、これに同意するものとします。 

 

13.4 TechSmith によるユーザー コンテンツへのアクセス。 

ユーザーは、オンライン サービスが自動化 (ユーザー コンテンツがソフトウェア ツールおよび 
TechSmith サーバーを使用してアップロード ) されること、および以下の場合を除き、

TechSmith の従業員がユーザー コンテンツに対してアクセス、表示、または視聴を行わない
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ことを承認するものとします。(a) ユーザーが要求したオンライン サービスを提供するために

合理的に必要な場合、(b) サポート リクエストへの対応を目的とする場合、(c) 詐欺、セキュリ

ティ、または技術に関する問題の検出、防止、または対処を目的とする場合、(d) TechSmith 
によって法的要件または訴訟手続きに準拠するために誠実に必要または推奨されると判断

した場合、 (e) 本 EULA を施行する場合 (潜在的な違反の調査を含む)。 TechSmith は、ユー

ザーにオンライン サービスを提供するために必要な氏名や電子メール アドレスなどの特定

情報を収集し、要求されたオンライン サービスをユーザーに提供するため、この情報を 
TechSmith の Web サーバーまたは第三者のサーバーへ送信する場合もあります。 

14.  効力の存続。ユーザーが自発的に同意した本 EULA に記されている条件、制限、および義務

は、本 EULA が満了、解約、または中止された以降も存続し、本質的な目的にかなうために必要な

範囲でユーザーとその従業員、代理人、後継者、相続人、および譲受人に適用されるものとします。 
 

15.  統合。本 EULA および当該ライセンス注文および補遺は、本 EULA の主旨に関する両当事者

間の合意および了解事項を示すものであり、了解事項に関して両当事者間で過去になされたあ

らゆる種類および性質のすべての討議、表明、および修正に優先します。 
 

16.  修正。両当事者の正式な代理人によって書面に記載される場合を除き、一方的に本 EULA を
修正すること、変更すること、およびいずれかの契約条項を放棄することはできません。 

 

17.  譲渡。本 EULA に特に定められていない限り、本 EULA および本 EULA に基づく権利と義務を、

書面による TechSmith の事前の同意なしにユーザーから他者へ譲渡することはできません。 
 

18.  便益。本 EULA で禁止されている場合を除き、本 EULA は、それぞれの両当事者間の後継者、

および譲受人を拘束するとともに、その便益のために効力を発するものとします。 
 

19.  見出し。本 EULA に含まれている見出しは参照を目的として挿入されているものであり、本 
EULA の範囲または本 EULA のいずれかの条項の意図を定義、制限、拡張、または記述するもの

ではありません。 
 

20.  分離可能性。本 EULA のいずれかの条項が違法、法的強制不能、または無効、あるいは所轄

の裁判所によってそのように宣言された場合でも、本 EULA のその他の条項は完全な効力を存続

します。ただし、他方の当事者に対する本 EULA の経済的便益に著しい影響が及ぶ場合には、そ

のような分離可能性は無効となります。 
 

21.  合意の権限。ユーザーは、本 EULA によってユーザーが拘束されること、および本 EULA の条

項により拘束されることに合意する個人がその権限を有することを、TechSmith に対して保証およ

び表明するものとします。 
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22.  第三者の受益者地位。ユーザーは、TechSmith のサプライヤーおよび使用許諾元 (「ソフトウ

ェア」の入手元が TechSmith 以外の場合、TechSmith を含む) が本契約の受益者たる第三者であ

り、サプライヤー、使用許諾元、または TechSmith は、それぞれの技術、当該のソフトウェアまた

はコンテンツに関してここに記載された義務を履行する権利を有することを承認し同意するものと

します。 
 
23.  第三者の確認表示および条項。本 EULA の条項に基づいて使用許諾される「ソフトウェア」は、

第三者のコンポーネント、コンテンツ、著作権保護された他の素材、および特定の「オープン ソー

ス」または「フリーウェア」のライセンスが適用されるオープン ソース ソフトウェア (以下「オープン ソ
ース ソフトウェア」といいます) を使用または包含している場合があります。それらのコンポーネン

ト、コンテンツ、または著作物に関する確認表示、使用許諾条項、および追加の免責事項は、「ソ

フトウェア」の「オンライン」電子マニュアル (3rdPartyLicensing.txt ファイルを含み、これに限定され

ない) に含まれているか、その他の形式でこれに付属、または本 EULA の補遺として含まれており、

ユーザーによるコンポーネント、コンテンツ、その他の著作物、またはオープン ソース ソフトウェア

の使用は、それぞれの条項に準拠するものとし、本 EULA のいかなる内容も、ユーザーの権利を

制限することはなく、そのような第三者のコンポーネント、コンテンツ、その他の著作物、およびオ

ープン ソース ソフトウェアに適用される第三者の条項より優先される権利を付与することもないも

のとします。 
 
24.  準拠法および管轄。本 EULA は、抵触法に関する原則の適用を除き、米国連邦法の適用外に

おいてはアメリカ合衆国ミシガン州の法律に準拠するものとします。ユーザーは、米国ミシガン州

裁判所および米国ミシガン州インガム郡所在の米国連邦地方裁判所が独占的裁判権を持つこと

に同意します。本契約書は英語によって提供され、英語版があらゆる点で優先され、本契約書の

英語以外のすべての言語版は便宜的な目的にのみ提供されるものとします。本契約の両当事者

はあらゆる手続きにおいて文書の直接送達を放棄するものとします。また、そのような手続きに関

する文書送達がすべて書留郵便により行われ、郵便料金前払いで米国郵便に預託されてから 5 
営業日後に完了したものとみなされることに同意します。ユーザーは、本 EULA の下で TechSmith 
によって任意の管轄区域で起こされた法的措置に関して、不便宜法廷地に基づいた異議申し立

てや裁判地に対する異議申し立てを行わないものとします。本 EULA は、国際物品売買契約に関

する国際連合条約に準拠しないものとし、その適用は明示的に除外されます。ユーザーが公的な

立場で「ソフトウェア」を使用する米国の連邦政府、州政府、地方自治体で、上記で準拠する法律、

所轄または裁判所の条項について法的に承認できない場合は、これらの条項は適用されません。

そのような米国連邦政府機関には、本 EULA およびそれに関連する活動に関して、米国法 (抵触

法を考慮せず) および、連邦法に欠く場合および連邦法の許す範囲で、ミシガン州の法律に準拠

するものとします (法の選択を除く)。 
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Apple Mac Store ライセンスに関する補遺 
前述の EULA および前述の補遺に矛盾する条項がある場合でも、ユーザーが「ソフトウェア」のラ

イセンスを Apple の Mac App Store を通じて取得した場合は (ただしユーザーが「ソフトウェア」のラ

イセンスを Apple の Mac App Store を通じて入手した場合に限り)、ユーザーには以下の条項およ

び条件が適用されます。 

1. 確認。ユーザーは、EULA と EULA に対する本補遺が TechSmith とユーザーとの間の

みに適用され、Apple, Inc. (「Apple」) は本 EULA の当事者ではないことを確認します。

ユーザーは、本ソフトウェアおよびそのコンテンツの責任は TechSmith のみにあるこ

とを確認します。 

2. ライセンスの範囲。ユーザーが前述の EULA および本補遺の条項に従うことを条件

として、TechSmith はユーザーに対して、本ソフトウェアをユーザーが所有または管

理する任意の Mac 製品のみにインストールし、Mac App Store に適用される条項で

定められた Apple Usage Rules の許可に基づいて個人的使用目的で実行する、非独

占的かつ移転不可能な権利を許諾します。なお、ソフトウェアはファミリー共有を経

由してユーザーと関係するアカウントによって使用されることができます。 

3. メンテナンスとサポート。ユーザーは、Apple には本ソフトウェアのメンテナンスまた

はサポートを提供する義務が一切ないことを確認します。 

4. 保証。ユーザーは、本 EULA および本補遺で有効に放棄されていない限りにおいて、

法律によって明示か黙示かを問わず、製品保証に関する責任は TechSmith のみに

あることに合意します。本ソフトウェアが該当する保証のいずれかを満たしていない

場合、ユーザーは Apple に通知する権利を有し、Apple は本ソフトウェアのライセン

ス料金をユーザーに返金するものとします。ユーザーは、適用法によって許される

限りにおいて、Apple には本ソフトウェアに関してその他のいかなる保証義務もない

ことを確認し、何らかの保証の不適合に起因するその他すべての請求、損失、責任、

破損、費用、または支出に対する責任は、適用される限りにおいて TechSmith のみ

にあることを確認します。 

5. 製品に関する申し立て。両当事者は、本ソフトウェアの所有または使用に関連してユ

ーザーまたは本ソフトウェアに関係するいかなる第三者が行う申し立てへの対応責

任は、Apple ではなく TechSmith のみにあることに合意します。この請求には、(i) 製造

物責任に関する申し立て、(ii) 本ソフトウェアが該当する法規制要件を満たしていな

いことの申し立て、および (iii) 消費者保護、プライバシー、または同等の法律に関す

る申し立て、該当する場合は HealthKit および HomeKit による本ソフトウェアの使用

に関連するものを含み、これらに限定されません。本  EULA はユーザーへの 
TechSmith の責任を適用法によって許される範囲を超えて制限しないことがあります。 



 

 14 

6. 知的所有権。両当事者は、第三者から本ソフトウェアまたはユーザーの本ソフトウェ

アの所有および使用がその第三者の知的所有権を侵害しているとの申し立てがな

された場合、Apple には、知的所有権に関するその申し立ての調査、抗弁、解決、お

よび免責を行う義務がないことを認識します。 

7. 合法性。ユーザーは、(i) ユーザーが米国政府の輸出禁止対象国または米国政府

が「テロ支援国家」に指定した国に所在していないこと、および (ii) ユーザーが米国

政府の禁止または制限対象者のリストに記載されていないことを表明および保証す

るものとします。 

8. 第三者との契約条件。ユーザーは、本ソフトウェアを使用する際に該当する契約条

件に従う必要があります。 

9. 第三者の受益者地位。両当事者は、Apple およびその子会社が本 EULA および本

補遺の受益者たる第三者であり、ユーザーが本 EULA および本補遺の条項に同意

することにより、Apple が受益者たる第三者として、ユーザーに対して本 EULA および

本補遺をユーザーに強制する権利を有することを確認し、これに合意し、かつその

権利を受け入れたものとみなされます。 

10. Apple の最小条項統制。ユーザーは、本 EULA および本補遺のいずれかの条項が 
Apple の開発者用エンド ユーザー使用許諾契約の最小条件の該当する記載に矛

盾または対立する場合、Apple の開発者用エンド ユーザー使用許諾契約の最小条

件の記載が適用されることを確認し、これに合意します。 
   

前述の条項と条件に同意しない場合、ユーザーには、使用許諾される「ソフトウェア」をダウンロード、

インストール、または使用する権利がありません。 
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Shutterstock のコンテンツ使用に関する補遺 

前述の EULA に矛盾する条項がある場合でも、ユーザーがライブラリ コンテンツに含まれている 
Shutterstock のコンテンツを使用する場合、以下の付加条項が適用されるものとします。 
 

1. 定義 
a. ここで使用される「コンテンツ」とは、総称して画像、映像、音楽のことです。

Shutterstock の「Editorial Use Only」 (編集上の使用のみ) と表示したコンテンツはこ

の契約のコンテンツとして使用できません。 

b. 「派生著作物」とは、プラットフォームを使用して作成された作業生産物のことです。

ただし、そのような作業生産物にはコンテンツとは別のクリエイティブ要素素材を含

みます。 

c. ここで使用される「映像」とは、静止画を除く、あらゆる動画、アニメーション、フィル

ム、ビデオ、または Shutterstock Premier Web サイトからライセンスを入手できるあ

らゆる形式で録画されたその他のオーディオ/視覚的な表示のことです。 

d. ここで使用される「画像」とは、Shutterstock Premier Web サイトからライセンスを入

手できる「アイコン」のことです。 

e. 「音楽」とは、特定の楽曲、マスター録音、その他すべての形式の現在知り得るもし

くは以下に記載する、Shutterstock からライセンスを入手できるサウンドまたはサウ

ンドのシリーズを含むすべての録音のことです。 

f. 「プラットフォーム」とは、TechSmith の画面録画とビデオ編集ツール一式 (具体的に

は「ソフトウェア」) のことです。 

2.  使用制限事項と義務 
   以下の場合、コンテンツのいかなる項目も使用できません。 

i. 単に派生著作物に組み込まれた場合は除きます。 

ii. ポルノ、中傷、または違法のコンテンツとともに使用される場合、または第三者の

商標または知的所有権を侵害する方法で使用される場合。 

iii. 描かれているいかなる人物 (以下「モデル」といいます) に対して、一般人が攻撃

的な態度と感じる方法で表現されている場合。次のようにモデルが描かれている場

合を含みますが、それに限定されません。a) ポルノ、「アダルト ビデオ」、大人の娯

楽施設、エスコート サービス、デート サービスなどに関連する場合。b) たばこ製品

の広告または販売促進に関連する場合。c) 政党、候補者、選出された公務員、また

は意見を支持する場合。d) 身体的または精神的な疾患のために苦しんでいる、ま

たは投薬している場合。e) 不道徳または犯罪行為に関与する場合。 



 

 16 

iv. 商標、サービス マーク、またはロゴ、または第三者の商標またはその他の知的

所有権を侵害する方法として使用する場合。 

v. オンライン オークションまたはその他のオンライン操作、モバイル、ワイヤレス、ま

たは他のストレージ メディア デバイスを通じた方法を含むが、これらに限定されない

方法で単独で再販、売買、配布、二次使用許諾、リース、または貸与する場合 (単
独とは、「ソフトウェア」の使用に関連して作成されたユーザー コンテンツの一部で

はない状態を指します)。 

a. ユーザーは、音楽の所有権を主張しないものとし、または別の方法で、派生著作物

と同期しているとしても「ユーザー作成型」コンテンツ配信プラットフォーム (YouTube 
など) で音楽を登録しないものとし、追加の楽器やボーカルで変換、編集、再度のミ

キシング、再録音、または変更されていても、楽曲または楽曲やサウンド録音の一

部としても音楽を配布しないものとします。 

b. 派生著作物に盛り込まれている場合を除き、コンテンツのみ、またはコンテンツをバ

ンドルの一部としてまとめて、あるいはいかなる方法でも販売、譲渡、共有、譲与ま

たは二次使用許諾しないものとします。 

c. 音楽が商業的に合理的な映画、ビデオ、テレビ シリーズで組み込まれて使用される

場合、またはその他の視聴覚作品として製作物に適用される場合、明らかに次の

形式で Shutterstock へのクレジットを添付するものとします。 

「’[音楽のタイトル]’ performed by [アーティスト], used under license from 
Shutterstock"」 

なお、ユーザーは広告、宣伝またはプロモーション目的のために制作に使

用された音楽のクレジットを提供する必要はありません。 

 

前述の条項に同意しない場合、ユーザーには、使用許諾される「ソフトウェア」をダウンロード、イン

ストール、アクセス、または使用する権利がありません。 
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