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 –
Snagit® for Windows および Mac
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、ユーザーが代表となる企業または組織、または
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「被使
用許諾者」といいます) と、本社を 2405 Woodlake Drive, Okemos, Michigan 48864 に置く
TechSmith Corporation (以下「TechSmith」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.
「認定ユーザー」とは、(i) 個人の立場で本ソフトウェアのライセンスを取
得した場合はそのユーザー、または (ii) 企業やその他の営利団体、政府機関、非
営利団体、教育機関など、被使用許諾者の組織やグループの一部として本ソフ
トウェアを使用し、アクセスする権利を提供されている特定の個人のことです
。 被使用許諾者は、すべての認定ユーザーの行為および不作為について、かか
る行為または不作為が被使用許諾者によってなされた場合、その行為または不
作為が本 EULA の違反を構成するか、または本 EULA の下で被使用許諾者に責任
を生じさせる範囲内で責任を負うものとします。
b. 「コンテンツ」とは、本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、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、認定ユーザーのみがアクセスできる被使用許
諾者の非公開専有ネットワーク 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. 「被使用許諾者のコンテンツ」とは、被使用許諾者およびその認定ユーザ
ーによる本ソフトウェアの使用から生じるコンテンツ、または被使用許諾者お
よびその認定ユーザーが本ソフトウェアに入力したコンテンツのことです。
f.
「指示」とは、サイト ライセンスの補遺、修正、見積、または本ソフトウ
ェアまたは本 EULA を参照する類似の文書を含むがこれらに限定されない、本
EULA に付随する文書で、TechSmith と、企業または営利団体、政府機関、非営
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利団体、または教育機関である被使用許諾者によって締結または合意されたも
ののことです。 指示には、認定ユーザーの数、被使用許諾者による本ソフトウ
ェアの使用条件、または本ソフトウェアの範囲と使用を定義するその他の条件
が定められている場合があります。
g.
「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。
h. 「ソフトウェア」とは、上記のコンピューター ソフトウェア アプリケー
ションのコピーおよび関連メディア、およびオプションのオンライン サービス
(具体的にはここで定義される共有機能) のことで、「オンライン」または電子
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。本ソフトウェアは、
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。
1.
ライセンスの付与
本契約で付与されるライセンスは、該当するライセンス料の支払い、および被使用許諾者
とその認定ユーザーが本 EULA を遵守することを条件として付与されます。 2 人以上の認
定ユーザーを許可する指示に定められている場合を除き、TechSmith は本契約により、設
計および本 EULA に従う方法で 1 人の認定ユーザーが本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
スを被使用許諾者に付与します。
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。2 人以上の認定ユーザ
ーを許可する指示に別段の定めがある場合を除き、被使用許諾者は、1 人の認定
ユーザーが使用するために、1 台のデバイスに本ソフトウェアの 1 つのコピーを
インストールして実行することを許可されます。 本 EULA のすべての条項に従い
、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
とを条件として、同じ認定ユーザーが使用するために、2 台目のデバイスに本ソ
フトウェアの 2 つ目のコピーをインストールすることができます。本ソフトウェ
アの Windows 版と Mac 版の両方をインストールして使用できます。いかなる場
合も、1 人の認定ユーザーがインストールした本ソフトウェアの許可されたコピ
ーを同時に複数のデバイスで使用することはできません。本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、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。本ソフトウェアは、被
使用許諾者の内部目的にのみ使用できます。
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2.2
サーバーからの配布。被使用許諾者が本 EULA の条項に従うことを条件と
して、認定ユーザーのデバイスに本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、本ソフトウェアのイメージを内部ネットワーク上に配置すること
ができます。ただし、認定ユーザーの総数は、被使用許諾者が購入したライセン
スの数を超えることができません。
2.3
サーバーでの使用。被使用許諾者が本 EULA の条項に従うことを条件とし
て、本ソフトウェアは、認定ユーザーが同じ内部ネットワーク内のデバイスから
使用する場合に限り、内部ネットワークにインストールすることができます。か
かる内部ネットワーク上で本ソフトウェアを使用できる認定ユーザーの総数 (同
時に使用できる認定ユーザーの数ではない) は、被使用許諾者が購入した認定ユ
ーザーの数を超えることができません。
上記は、以下による本ソフトウェアの (直接またはコマンド、データ、指示を介
した) インストールまたはアクセスを許可するものではありません。(i) 被使用許
諾者の内部ネットワークの一部ではない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
対する本ソフトウェアの有効化。(iii) 被使用許諾者および本 EULA によって許可さ
れた方法以外の本ソフトウェアの機能の認定ユーザーによる使用、ダウンロード
、複製、またはその他の利用。(iv) 被使用許諾者が購入したライセンスで許可さ
れた数を超える認定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) 個々の認定ユーザーによ
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
第 2 コピーの使用制限。被使用許諾者の指示で 2 人以上の認定ユーザーが
許可されている場合、本書の第 2.1 項で許可されたソフトウェアの 2 番目のコピ
ーは、ライセンスが規定されているのと同じ認定ユーザーの利益のためにのみ使
用されなければならず、許可された認定ユーザーの総数を増やすために使用する
ことはできません。
2.5
バックアップ コピー。TechSmith は、かかるバックアップ コピーがインス
トールされないこと、またはアーカイブ目的以外に使用されないことを条件とし
て、本ソフトウェアの合理的な数のバックアップ コピーを作成することを許可し
ます。
2.6
第三者のコンテンツとソフトウェアの完全性。特定の第三者のコンテンツ
および本ソフトウェアの完全性保護の目的で、本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。かかる第三者のコンテ
ンツまたは本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
コンテンツまたは本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ために、コピー
プロテクトを無効にできる、または無効にするために設計された技術もしくはハ
ードウェアを使用することは固く禁じられています。
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2.7 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。本ソフ
トウェアは、一度に 1 つのデバイス上で、1 つの環境、プラットフォーム、オペ
レーティング システム、言語、または媒体にのみ展開することができます。本
EULA に別段の記載がない限り、本ソフトウェアを別のデバイス上で使用またはイ
ンストールすることはできません。
3.
その他の権利と制限
さらに本 EULA で付与されるライセンスは、被使用許諾者が以下の条件を常に遵守し、各
認定ユーザーにも以下の条件を遵守させることを条件とします。

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の禁止。
本ソフトウェアは、いかなる目的であれ、リバース エンジニアリング、逆コン
パイル、翻訳、ローカライズ、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。本ソフトウェアは単一の製品として使用許諾され
ており、その構成部品を複数のデバイスで使用するために分離することはでき
ません。また、本ソフトウェアをバンドル解除または再パッケージ化して配布
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。本ソフトウェアは、タイム シェアリング
、ホスティング、貸与、サブライセンス、配布、リースなどの目的でレンタル
、ライセンス、割り当て、譲渡、または使用することができません。また、本
ソフトウェアに関連するアクセス コード、ソフトウェア キー、またはライセン
スをここで禁止されている目的で使用することはできません。
d. ソフトウェア ライセンスの譲渡の禁止。本書に記載されている場合を除き
、本ソフトウェアおよび本契約で付与されたライセンスは、TechSmith の書面に
よる事前の同意なしに、いかなる状況下においても第三者に割り当てまたは譲
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。本ソフトウェアおよび
本ライセンスは、ここに規定されている場合を除き、TechSmith の書面による事
前の同意なしに、短期的または一時的に割り当てまたは譲渡することはできま
せん。 本ソフトウェアが 2 人以上の認定ユーザー (サイト ライセンスなど) に
よる使用のための指示に基づいて使用許諾されている場合、被使用許諾者の組
織は、既存の認定ユーザーが本ソフトウェアを使用しなくなった場合、または
本ソフトウェアにアクセスできなくなった場合に、既存の認定ユーザーから新
しい認定ユーザーへ個々のライセンスを再配置することができ、その再配置が
許可された認定ユーザーの総数を増加させないものとします。
e. ソフトウェア キーの配布または販売の禁止。本ソフトウェアおよび本ソフ
トウェアに関連するソフトウェア キーは、TechSmith の書面による事前の明示
的な許可なく、コピー、複製、配布、使用、掲載、変更、改作してはならず、
また、いかなる当事者も、本ソフトウェアおよび本ソフトウェア キーの派生物
を作成したり、いかなる形式または方法であれ、オンライン オークション サイ
トまたはその他のいかなる種類の公開サイトに表示したりしてはならないもの
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とします。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、本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本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。
4.2
本ソフトウェアには、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。本ソフトウェアの検証、インストール、またはライセンス
管理プロセスに従わない場合、かかる技術により、本ソフトウェアの使用ができ
なくなることがあります。さらに、本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および送信する目的で、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、有効かつ合法的な本ソフトウェア
のインストールに対しては行われません。 ユーザーが本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
本 EULA の条件のいずれかに従わなかった場合、TechSmith は本 EULA を解
約することができます。これには、本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、表示、または派生物の
作成が含まれますが、これらに限定されません。そのような場合、被使用許諾者
は解約時に本ソフトウェアおよびそれに関連するソフトウェア キー (すべての構
成部品を含む) のすべてのコピーを破棄し、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、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。
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6.
知的所有権
6.1
本 EULA は本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。被使用許諾者は、本 EULA における「購入」また
は「再販業者」などの言葉の使用にかかわらず、本 EULA またはその他の方法で被使用許
諾者またはその認定ユーザーに所有権が伝達されないことを認めるものとします。本ソフ
トウェア (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、オーディオ、音楽、テキスト、および本ソフトウェアに組み込まれたアプリを含むが
これらに限定されない)、オンライン ドキュメント、および本ソフトウェアのコピーに対
するすべての著作権、企業秘密権、特許権、および商標権を含むすべての権利、権原、お
よび利益は、TechSmith またはそのサプライヤーまたは使用許諾元が所有しており、今後
も TechSmith またはそのサプライヤーまたは使用許諾元が単独で所有するものとします。
6.2
本ソフトウェアは、米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、本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。本ソフトウェアは、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。
7.
差止命令による救済
本ソフトウェアが不正に使用された場合や、本 EULA の条項に違反した場合、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ります。そのような場合、TechSmith は本
EULA の違反に対する損害賠償を請求する権利を有し、被使用許諾者とその認定ユーザー
、従業員、代理人、コンサルタント、または独立契約者による本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、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、2405 Woodlake Drive, Okemos, MI 48864 に所在する
TechSmith Corporation です。 本 EULA に従って付与されるライセンスの条件として、被使
用許諾者は、被使用許諾者自身およびその認定ユーザーに代わって、以下の場合に本ソフ
トウェアをダウンロードまたはその他の方法で輸出または再輸出することができないこと
に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。本
ソフトウェアを使用することにより、被使用許諾者は上記に同意するものとし、被使用許
諾者もその認定ユーザーも、かかる国の居住者または管理下にある人物ではなく、かかる
国の国民でもなく、かかるリストに記載されていないことを表明し、保証するものとしま
す。
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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被使用許諾者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
に返品される本ソフトウェアの修復または交換。本ソフト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。交換後の本ソフ
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、認可を受けた国際リセラーまたはディストリビューターから
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本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。本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.

コンテンツおよび免責

12.1
被使用許諾者は、自らおよびその認定ユーザーに代わって、被使用許諾者
のコンテンツのバックアップ コピーを作成および保存する義務、被使用許諾者の
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コンテンツの使用および配布を含むがこれに限定されない、被使用許諾者のコン
テンツに関連して発生する可能性のあるあらゆる請求または訴因に対して単独で
責任を負うものとします。 被使用許諾者およびその認定ユーザーは、本ソフトウ
ェアおよび被使用許諾者のコンテンツの使用に適用されるすべての法律を遵守す
る必要があります。本規約と異なる規定がある場合でも、TechSmith は、被使用許
諾者またはその認定ユーザーが被使用許諾者のコンテンツまたはその他のコンテ
ンツの削除または正確性、被使用許諾者のコンテンツまたはその他のコンテンツ
の保存、送信、または送信の受信の失敗 (オンライン サービスで処理されている
かどうかにかかわらず)、または本ソフトウェアの使用に起因または関係するその
他の通信のセキュリティ、プライバシー、保存、または送信について、一切の責
任を負いません。本ソフトウェアの特定機能を利用することで、本ソフトウェア
は被使用許諾者のコンテンツへのアクセスを制限できるレベルを指定することが
可能です。被使用許諾者の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、被使用許諾者のみが責任を負うものとします。被使用許諾者は、自身および
その認定ユーザーに代わって、被使用許諾者のコンテンツの使用および配布、本
ソフトウェアの誤用または本 EULA または適用法の違反、または被使用許諾者ある
いは認定ユーザーによる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むがこれに限
定されないその他の権利の侵害または違反行為、および被使用許諾者のコンテン
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むが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請求から 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、以下の事項について防御、補償、および保護する
ことに同意するものとします。
12.2 コンテンツの所有権、使用許諾、および制限。
12.2.1 所有権。本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
れのコンテンツの所有者に帰属します。これらのコンテンツは、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、本ソフトウェア、本 EULA、またはその補遺を含む指
示に明示されている内容を除いて、それらのコンテンツの使用に関するいかなる
権利も付与しません。本ソフトウェアは、被使用許諾者のコンテンツを複製また
は記録するために使用することができますが、その対象は、著作権が付属しない
コンテンツ、被使用許諾者またはその認定ユーザーが所有または使用許諾してい
るコンテンツ、または被使用許諾者またはその認定ユーザーが複製、記録、また

Page 8 of 13

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の複製に限定され
ます。
12.2.2 被使用許諾者のコンテンツに関するユーザーの表明および保証。被使用許
諾者は、自身およびその認定ユーザーに代わって、被使用許諾者のコンテンツの
所有権を所有していること、または被使用許諾者または認定ユーザーであること
を表明し、保証するものとし、以下のような被使用許諾者のコンテンツのアップ
ロード、記録、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
わないものとします。(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) 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。
13.

共有機能

13.1
共有。
本ソフトウェアには、認定ユーザーが他の 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被使用許諾者のコンテンツを共有できるオプションのオンライン
サービス機能 (以下「共有機能」といいます) が含まれています。 共有機能を設定して使
用することにより、被使用許諾者は自身およびその認定ユーザーに代わって、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
。 被使用許諾者は、自身およびその認定ユーザーに代わって、共有機能を提供するため
に必要な場合に限り、被使用許諾者のコンテンツを複製、配布、表示、およびその他の方
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、著作権料無料のライ
センスを TechSmith に付与するものとします。 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。
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13.2
TechSmith による被使用許諾者のコンテンツへのアクセス。
共有機能の使用は自動化されたプロセス (被使用許諾者の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など) であり、以下の場
合を除き、TechSmith の従業員が被使用許諾者のコンテンツに対してアクセス、表示、ま
たは視聴を行うことはありません。(a) 要求に応じて被使用許諾者のコンテンツを共有す
る共有機能を促進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、この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、要求されたサービスを提供するため、この情報を
TechSmith の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。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被使
用許諾者とその認定ユーザー、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 および該当するすべての命令は、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。TechSmith は、その Web サイトに修正版を掲載することにより、本 EULA を
修正することができます。被使用許諾者が修正の発効日以降も本ソフトウェアを継続して
使用することにより、被使用許諾者の同意が確認されるものとします。 本 EULA に別段の
記載のない限り、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 を修正したり、変更したり、いずれかの契約条項を放棄したりすることはでき
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被使用許諾者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
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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。被使用許諾者は、本 EULA によって被使用許諾者およびその各認定
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
が被使用許諾者に代わって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。
22.
第三者の受益者地位。被使用許諾者は、TechSmith のサプライヤーおよび使用許
諾元 (本ソフトウェアのライセンスが TechSmith 以外から入手された場合、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本ソフ
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、本ソフトウェアの「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、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、被使用許諾者の権利を
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米国ミシガン州の法律に準拠するものとします。被使用許諾者は、自
身および認定ユーザーに代わって、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、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。 米国内の連邦、
州、または地方政府機関である被使用許諾者が公的な立場で本ソフトウェアを使用してお
り、上記の支配法、管轄権または裁判地条項を法的に受け入れることができない場合、被
使用許諾者は、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、被使用許諾者 (本補遺では
「ユーザー」といいます) が本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。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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
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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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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、使用許諾される本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。

Page 13 of 13

