
ソフトウェアに関するエンドユーザー使用許諾契約書

 

重要 - 注意してお読みください。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、上記で名称を特

定し、本 EULA 内で詳細を定義する TechSmith の「ソフトウェア」に関して、ユーザーが代表する企業または組織、

あるいはユーザーがライセンスの購入に関して企業または組織を指定しない場合は、個人の能力でユーザー様ご本

人 (以下「ユーザー」または「ユーザーの」といいます) と TechSmith Corporation (住所: 2405 Woodlake Drive, 

Okemos, Michigan 48864) )(以下「TechSmith」といいます) の間で法的に拘束される使用許諾契約書です。 
 

ユーザーが本「ソフトウェア」のライセンス料金またはサブスクリプション料金を支払った後、（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/または 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の該当の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り、コピーしたり、その他の形で使用した場合、ユーザーが本 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見なされます。本 EULA を受諾しない場合、または本 
EULA 
の条項に同意しない場合は、未使用の「ソフトウェア」を入手元に返却して、ライセンス料金全額またはサブスクリプシ

ョン料金全額の返金を受けてください。 
 

「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 

および/またはそのサプライヤ、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。 
 

TECHSMITH は、弊社製品のユーザーのセキュリティとプライバシーの保護に取り組んでいます。本 EULA 

には、TECHSMITH の WEB サイト 
 

http://www.techsmith.co.jp/privacy-policy.html 
 

を参照することにより、弊社のプライバシー ポリシーが取り込まれています。  
 

ユーザーが「ソフトウェア」を使用する際、TECHSMITH 

では、その「ソフトウェア」の使用を支援し、使用状況を評価および検証する目的で、CALL HOME SYSTEM 

という方法または他の方法でユーザーのコンピュータに関する特定の情報を収集する場合があります。この情報は、T

RACKERBIRD および/または TRACKERBIRD 

のパートナー、子会社、または関連団体を含み、これに限定されない TECHSMITH 

および/またはそのパートナー、子会社、または関連団体による、保管あるいはさらなる処理のために TECHSMITH 

の WEB サーバーまたは第三者のクラウド サーバーへ送信されますが、TECHSMITH 

社内のみで使用されます。通常、この情報はユーザー個人が特定されない集計フォームにより収集されますが、「ソフ

トウェア」の購入およびダウンロード/インストールに関連する IP アドレスおよびコンピュータとセッションの ID 

は、TECHSMITH 

の顧客オーダーに関する検証、統計分析、詐欺/著作権侵害行為防止の取り組みの一環として記録される場合があり

ます。例えば、TECHSMITH 
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では、個人を特定しない統計分析と、より良いユーザー体験の提供による「ソフトウェア」の向上を目的として、ソフトウ

ェアのダウンロード/インストールまたは試用版の回数、または使用中のオペレーティング 

システムの種類などの情報を収集する場合があります。TECHSMITH 

では、「ソフトウェア」の特定機能をユーザーが使用する際、それに関連して氏名や電子メール 

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があります。 
 

その結果、TECHSMITH の SCREENCAST.COM® および TECHSMITH RELAY® 

のサイトおよびサービス同様に、GOOGLE ドライブ、YOUTUBE、ITUNES、DROPBOX、または MICROSOFT 

の ONEDRIVE、OFFICE 365、または OFFICE アプリケーション (例えば、WORD、EXCEL、POWERPOINT、

OUTLOOK、ONENOTE) 

のサイトおよびサービスなどに統合している「ソフトウェア」の特定の機能のダウンロードおよび使用により、ユーザー

のコンテンツが TECHSMITH および/または GOOGLE、DROPBOX、APPLE、MICROSOFT 

の両方に共有されることに、ユーザーの判断で選択されて、明確に同意したものとします。また、そのデータはTECHS

MITH プライバシー ポリシーおよび/またはMICROSOFT、GOOGLE、DROPBOX または APPLE 

の各規約およびプライバシー ポリシーの対象になり、ユーザーの TECHSMITH および GOOGLE、DROPBOX、

APPLE、MICROSOFT、またはその他の適用されるサービス プロバイダーのアカウントで使用されます。 
 

さらに、「ソフトウェア」の違法 コピーのユーザーに関するデータを取得し送信する目的で、TECHSMITH 

はデータをモニターし調査するテクノロジーを使用しています。このデータ収集は、TECHSMITH 

および認定されたリセラーおよびディストリビュータから購入した合法的なライセンスの「ソフトウェア」ユーザーについ

ては行われません。弊社の「ソフトウェア」の違法コピーを使用し、そのデータの収集および送信に同意しない場合 

(米国への送信を含む) は、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へ問い合わせて、合法的なライセンスを取得してください。 

 

「ソフトウェア」の試用版をダウンロードすることで、TECHSMITH 

により電子メールおよび/またはアプリ内の通知で弊社の製品およびサービスに関して情報を受け取ることを承諾した

ものとします。今後、通知を停止するには、受け取ったマーケティングの通知から解除リンクをクリックします。マーケテ

ィングの選択の詳細は、TECHSMITH プライバシー ポリシーを参照してください。 

 

前述のとおり、本 EULA を受諾または本 EULA の条項に同意しない場合は、TECHSMITH 

の返品とキャンセルのポリシーと手続き方法および/または TECHSMITH 

から認定されたリセラーとディストリビュータの該当の返品とキャンセルのポリシーを参照してください。 
 

ユーザーは以下を承認し、これに同意するものとします。(A) 

ユーザーは、「ソフトウェア」、もしくは「ソフトウェア」のいずれのコピーの所有者ではない。(B) 

ユーザーは、単に「ソフトウェア」および「ソフトウェア」のコピーの使用権を許諾されるものであり、TECHSMITH 

の書面による事前の同意なく、いかなる方法においても、「ソフトウェア」または「ソフトウェア」のコピーをさらに譲渡ま

たは配付したり、「ソフトウェア」へのアクセスを提供したりする権利を有しない。(C) 本 EULA 

の強行可能性または有効性に異議を申し立てない。(D) 本 EULA の条項に矛盾するいかなる訴訟も開始しない。 

 

「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や、ライセンスまたはサブスクリプション管

理を支援するための技術が含まれています。そのため、「ソフトウェア」および関連文書または TechSmith 

認定リセラーまたはディストリビュータの関連文書に記載されている検証、インストール、および/またはライセンスまた

はサブスクリプション管理プロセスなどの手順に従わない場合、ユーザーは「ソフトウェア」を使用できないことがありま
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す。検証およびランセンス管理についての詳細情報は、https://support.techsmith.co.jp を参照、または 

TechSmith 認定リセラーまたはディストリビュータの Web サイトを参照してください。 

 

「ソフトウェア」へのアクセスをサブスクリプションに基づいて購入した場合、「ソフトウェア」を使用または「ソフトウェア」

にアクセスするサブスクリプションは、ユーザーのサブスクリプションの注文に基づき自動で更新されることがあります

。ユーザーのサブスクリプションは、注文時に選択したサブスクリプション 

ライセンスの期間継続され、更新前に当該のリセラー、ディストリビュータ、または TECHSMITH 

に連絡してキャンセルを選択しなければ、プリペイドされたサブスクリプションの終了時に、プリペイド期間と同じ長さの

期間を自動更新で追加されます。ユーザーのアカウントは、更新時に実施されている料金/有効なレートで自動的に

請求されます 

(または規定通りに請求されます)。「ソフトウェア」サブスクリプションがプリペイドの場合、サブスクリプションの変更 

(キャンセルを含む) は、現在の請求期間の終了まで行われないことがあります。 
 

「ソフトウェア」のサブスクリプションへのアクセスを継続するには、該当する場合、(A) サブスクリプション 

ライセンスのアクティベーション、更新、認証のために繰り返しインターネットに接続すること、(B) 

認定リセラーとディストリビュータから継続して発生するサブスクリプションの支払いの領収書が必要とされます。TEC

HSMITH 

またはその認定リセラーとディストリビュータがサブスクリプションの支払いを受け取っていない場合、またはサブスク

リプション ライセンスを定期的に認証できない場合は、TECHSMITH 

または認定リセラーとディストリビュータが支払いを受け取るまで、またはサブスクリプション 

ライセンスが認証されるまで、追加の通知なしに「ソフトウェア」はアクティブ化されないことがあります。 
 

定義 

1. 「コンピュータ」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。 

2. 「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。 

3. 「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) コンピュータのハードウェア システム 

または「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デバ

イスと見なされます。 

4. 「内部ネットワーク」とは、特定の企業またはそれに類する事業体の従業員および個人契約者 (臨時従業員な

ど) のみによってアクセス可能な、非公開の私有ネットワーク 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、またはメンバーシップまたは申請に基づくグループや団体、それに類する組織など、その他

すべての一般公開ネットワーク コミュニティの部分は含まれません。 

5. 「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、または表示された、あるいは TechSmith 

の Web サイトまたは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、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、または現在もしくは将来にわ

たって知り得るその他の視覚表示、およびすべての関連メタデータなどの素材からなるメディア アセットを示し

ますが、これらに限定されません。 

https://support.techsmith.co.jp/


6. 「オンライン サービス」とは、クイズまたはその他のあらゆるテキスト、画像、ビデオ、オーディオ、データ処理

またはホスティング サービスのことです。 

7. 「リセラーおよびディストリビュータ」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 はそれらとの間で「ソフトウェア」の販売経路を管理します。 

8. 「ソフトウェア」とは、上記のコンピュータ 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

ンライン サービス、および印刷物の使用機会のことで、「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。「ソフトウェア」はソースコードを含みません。 

9. 「試用版」とは、機能および使用可能な期間が制限され、あらかじめ決定された期間 (「試用期間」) が経過す

ると、内部的メカニズムによって機能を停止する「ソフトウェア」のバージョンのことです。試用版の「ソフトウェ

ア」には、「ソフトウェア」が試用モードであることをユーザーに通知する機能 (透かしが含まれますが、これに

限定されません) が付加されます。 

10. 「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. 使用許諾および制限 

「ソフトウェア」の [ヘルプ] > [バージョン情報] ダイアログに「マルチ ユーザー」、「サイト」、または「エンタープライズ」 

バージョンなどの記載がない限り、以下の項目は「ソフトウェア」の全バージョンに適用されます。 
 

1.1 一般的な許諾。ユーザーが、「ソフトウェア」および必要なすべての「ソフトウェア」キーを TechSmith またはそ

の認定リセラーまたはディストリビュータのいずれかから取得し、ここに付与されるライセンスの条件として本 

EULA の条項に同意する場合、TechSmith はユーザーに対し、「ソフトウェア」の 1 つのコピーを設計、文書、

およびユーザーの注文に準ずる方法によってインストールおよび実行するための、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権利を許諾します。ユーザーは、ユーザーが注文し、TechSmith が許諾す

る使用目的のみに「ソフトウェア」を使用することができます。TechSmith では、「ソフトウェア」の使用意図に応

じて、お客様に「ソフトウェア」の個別のライセンスを提供するため、複数のライセンス タイプを用意しています。

ユーザーは、注文によって「ソフトウェア」の特定のアプリケーションを指定するものとします。アプリケーション

には、マルチ ユーザー ライセンス、サイト ライセンス、エンタープライズ ライセンス、またはボリューム ディス

カウント ライセンスなどが含まれます。 

1.2 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、ユーザーがここに付与され

るライセンスの条件として本 EULA の条項に同意する場合、ユーザーには、一度に一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 つ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、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時、ユーザーは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

ーを提示するものとし、同じユーザーのみがユーザーの社内業務または個人利用のどちらか該当する目的の

みで、「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。一

度に一人のみが使用許諾された各デバイスで「ソフトウェア」を使用できますが、その 2 台の使用許諾された

デバイスは、その人ひとりが使用する場合でも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 版を両方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、ユーザーひとりのみが一度に「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装置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、別々のデバイスにインストールすることはできません。なお、「ソフトウェア」のライセンスが企業または組



織により入力された場合、本契約に基づき、この使用許諾された「ソフトウェア」のコピーは使用許諾を受けた

企業または組織の社内業務の目的にのみ使用できます。 

1.3 サブスクリプション エディション。本契約に別段の記載がある場合にかかわらず (具体的にはセクション 2.5 

(「契約期間および解約」) を示し、これに限定されない)、サブスクリプションに基づいて使用する「ソフトウェア」 

(「サブスクリプション エディション」) に関して、本 EULA およびユーザーのサブスクリプション注文に従っての

み、無期限ではなく、ユーザーのサブスクリプション注文で記載されたライセンス期間 (「サブスクリプション ラ

イセンス期間」)、インストールして使用できます。本 EULA の条項およびユーザーのサブスクリプション注文ま

たは以下に定義される当該のサブスクリプションの追加条項に基づき、サブスクリプション エディションに関し

て、TechSmith および/または認定リセラーとディストリビュータは、サブスクリプション ライセンス期間中、同じ

コンピュータに最新版のサブスクリプション エディションをインストールして使用することを認めます。ユーザー

は、TechSmith が任意の時期にサブスクリプション エディションを含む「ソフトウェア」の種類 (特定のコンポー

ネント、バージョン、プラットフォーム、言語など) を変更すること、およびそのような変更に対してお客様に一切

の責任を負わないことに同意するものとします。サブスクリプション エディションへのアクセスを継続するには、

(a) ライセンスのアクティベーション、更新、認証のために繰り返しインターネットに接続すること、(b) 

TechSmith、認定リセラーまたはディストリビュータの継続したサブスクリプション支払いの領収書、および (c) 

ユーザーがサブスクリプション規約、および 購入時に www.techsmith.com のサイトまたは当該の認定リセラ

ーとディストリビュータのサイトで記載されているその他の追加条項に同意することを必要とします。TechSmith 

および/または TechSmith 認定のリセラーまたはディストリビュータが継続して発生するサブスクリプションの

支払いを受け取っていない場合、またはサブスクリプション ライセンスを定期的に認証できない場合は、

TechSmith および/または認定リセラーまたはディストリビュータが支払いを受け取るまで、またはサブスクリプ

ション ライセンスを認証するまで、追加の通知なしに「ソフトウェア」はアクティブ化されないことがあります。な

お、TechSmith 認定のリセラーとディストリビュータによっては、特定のサブスクリプションに対し追加条件 

(「サブスクリプション追加条項」) を課すことがあります。例えば、認定リセラーまたはディストリビュータは、支

払、返金および請求手続きまたはプライバシー ポリシーを含む、認定リセラーまたはディストリビュータが個別

に指定するサブスクライバ―契約書または利用規約を課すことがあり、これらのサブスクライバ―契約書、利

用規約または本 EULA の条項に合意することを表明することで、ユーザーはその条項に拘束されるものとしま

す。 

1.4 サーバーからの配布。ここに付与されるライセンスの条件として本 EULA の条項に同意する限りにおいて、ユ

ーザーは、前述のセクション 1.1 および 1.2 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を許諾されます。 

1.5 サーバーでの使用。ここに付与されるライセンスの条件として本 EULA の条項に同意する限りにおいて、ユー

ザーは、本 EULA のセクション 1.1 および 1.2 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

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 台以上のコンピュータ用ファイル 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)。 

1.6 Camtasia® for Mac 用の TACC。ここに付与されるライセンスの条件として本 EULA の条項に同意する限り

において、Camtasia® for Mac の使用のみに関して、ユーザーのみに「ソフトウエア」のエンド ユーザーとして

許可する唯一の目的で、「ソフトウェア」によって作成されるシステム オーディオ ファイルをキャプチャするため

に、ユーザーは「ソフトウェア」の実行可能な TechSmith Audio Screen Capture Component (TACC) の 1 

つのコピーをインストールまたはアクセスする権利が許諾されます。本 EULA と本項により特に認められる以

外に TACC または「ソフトウェア」へのその他の権利はありません。 

1.7 マルチ ユーザー ライセンスを持つユーザーの第 2 コピーの使用制限。「ソフトウェア」が TechSmith マルチ 

ユーザー ライセンス プログラムに基づいて入手されたものである場合、セクション 1.2 に基づいて作成された

「ソフトウェア」の第 2 コピーの使用は、マルチ ユーザー ライセンスの許諾を受けたユーザーの利益および業

務の目的のみに限定されます。 

1.8 バックアップ コピー。ここに付与されるライセンスの条件として本 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

ンストールしたり、アーカイブの目的以外に使用することはできません。 

1.9 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って制限される場合があります。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. その他の権利と制限 

TechSmith がユーザーに対して許諾する「ソフトウェア」を設計、文書、およびユーザーの注文に準ずる方法に

よってインストールおよび使用するための、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権利

は、ユーザーが以下の条件に従うことを条件として許諾されます。 
 

2.1 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。 

2.2 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」の組み合わせを分離し

たり、再構成することはできません。 

2.3 貸与の禁止。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。 

2.4 ソフトウェア ライセンスの譲渡の禁止。 

2.4.1 TechSmith の書面による事前の同意/承認がない限り、ユーザーは、いかなる場合も本使用許諾を

譲渡することはできません。同意または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承認、受諾、および同意する必要があります。 



2.4.2 TechSmith の書面による事前の同意/承認がない限り、ユーザーは、「ソフトウェア」の使用許諾を

短期間譲渡したり、使用権を一時的に譲渡したりすることはできません。 

2.4.3 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」 キーのコピーまたはキー コードのコピー、および TechSmith の

商標に対して、オンライン オークション サイト、またはその他のサイト、もしくは何らかの素材上で、

形式または方法を問わず、コピー、複製、配布、使用、掲載、変更、適応、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譲渡または掲載された場

合、本 EULA は無効となり、解除される結果となる場合があります。 

 

2.5 契約期間および解約。ユーザーに対する「ソフトウェア」の使用許諾に関する本 EULA の契約期間は 1 年間

とし、自動的に更新可能なものとします。ただし、ユーザーが本 EULA の条項に従わない場合、TechSmith 

はその他の権利に影響を与えることなく、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キー コードの無許可の複製、コピー、配布、変更、適応、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。その場合、ユーザーは「ソフトウェア」およびそれに

関連するキー コード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。 
 

2.6 Windows 版および Mac 版ソフトウェア。本 EULA の主題である「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および/または実行を目的とし、本「ソフトウェア」に関連する「ソフトウェア」

キーは、他のいかなるシステムでも操作することはできません。 
 

2.7 試用版。本項 2.7 およびその下位項目は、ユーザーが TechSmith またはそのリセラーもしくはディストリビュー

タから「ソフトウェア」の試用版の有効なコピーを入手した場合のみに、上記の 1 項で付与される使用許諾に追

加して適用されます。 
 

2.8 本 EULA の条項に基づき、TechSmith はユーザーに対して、ユーザーの内部評価および確認目的に厳密に

限定し、業務目的ではない用途で、1 台のコンピュータに試用版をインストールする非独占的使用許諾を付与

します。 

2.9 ユーザーは以下を禁じられます。(a) 複数の試用版を同時にインストールまたは使用すること。(b) 複数のユー

ザー名 (該当する場合) を使用して試用版をダウンロードすること。(c) ハード ドライブまたはコンピュータ シス

テムのデータを改変して、試用版の評価のために許可される試用期間を超えて試用版を使用可能にすること。

(d) TechSmith の書面による事前の同意なしに、試用版の使用によって取得可能となった「ソフトウェア」の性

能ベンチマークの結果を第三者に公開すること。(e) 「ソフトウェア」のライセンス購入の判断という唯一の目的

以外の目的で、試用版を使用すること。前記条項にかかわらず、ユーザーは、営業上のいかなる訓練目的で

も、試用版のコピーのインストールまたは使用を行うことは禁じられています。 

2.10 本項 2.7 に記載された試用版のインストールおよび使用に関するユーザーへの使用許諾は、以下のいずれ

か早い時期にただちに終了します。(a) 試用期間の終了。または (b) ユーザーによる「ソフトウェア」のライセン

ス購入時。TechSmith は試用版のコピーに関するユーザーの使用許諾を、単独の裁量により任意の時期に

終了させる権利を留保します。本項 2.7 のいずれかの条項と本 EULA の他の条項との間に矛盾がある場合、

矛盾解消を必要とする範囲に限定して、試用版に関するそのような他の条項のみに対して、本項 2.7 が優先

します。ユーザーは、試用版の機能およびその有効期間が制限され、および/または本ソフトウェアの試用版

以外のバージョンには存在しないその他の制限が試用版に付加されていることに同意するものとします。本 



EULA に別段の記載がある場合でもそれにかかわらず、試用版はユーザーに対して「現状有姿」で提供さ

れ、TechSmith はユーザーに対するいかなる保証または責任も放棄します。 

 

3. 知的所有権 

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。「サブスクリプション」、「購入」、「リセラー」または本契約書に基づく同様の言葉使いにかかわらず、

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を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、または使用許諾元のみに帰属することに同意します。 

 

4. 差止命令による救済 

両当事者は、ユーザーが「ソフトウェア」を不正に使用したり、本 EULA のその他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が及ぶ可能性があり、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 が有することに加え、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」の継続した使用、コピー、複製、配

布、変更、適応、または派生物の作成または表示を防止し、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。 

 

5. 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「ソフトウェア」を複数の環境、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関わら

ず、ユーザーの使用する 1 台のコンピュータに適する 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、言語またはメディアを一度に 1 つのみ使用できます。なお、本 EULA の 1.1 項および 1.2 項に従い、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上で使用したり、インストール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。 

 

6. 米国政府の制限付き権利 

「ソフトウェア」およびマニュアルの「使用権は制限付き」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 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 (PO Box 26095, Lansing, MI  48909-6095) 

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。(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。 
 

7. 限定保証 

TechSmith は、(a) 「ソフトウェア」が正常に動作することを、領収書の日付から 90 日間にわたって保証しま

す。また、(b) 通常の使用状況や保守状況において「ソフトウェア」に付属のハードウェアがある場合は、材質

上および製造上の欠陥がないことを、領収書の日付から 1 年間にわたって保証します (限定保証)。一部の

国、州、管轄区域では暗黙的保証期間の制限が許可されていないため、上記の制限はユーザーに適用されな

い場合があります。適用法により許される範囲において、「ソフトウェア」とハードウェア (付属する場合) に対す

る暗黙的保証はそれぞれ 90 日間と 1 年間に限定されます。 

 

8. 返品、返金について 

TechSmith とそのサプライヤまたは使用許諾元は、全責任およびユーザーへの唯一の救済として、

TechSmith の限定保証を満たしていない「ソフトウェア」やハードウェアが領収書のコピーと共に返却された場

合、TechSmith の選択により、(a) 支払われた料金またはサブスクリプション料を払い戻すか、または (b) 修理

または交換を行います。「ソフトウェア」またはハード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」またはハード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。 

 

9. その他の保証の放棄 

上記 7 項に記載されている「限定保証」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

プライヤおよび使用許諾元は、「ソフトウェア」、コンテンツまたはライブラリ コンテンツ、および付属ハードウェ

アに関して、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、安居権、第三者の権利へ

の非侵害性に関する暗黙的保証を含み、それに限定されないその他すべての保証を排除します。 

 

10. 間接損害に対する責任の放棄 

適用法によって許される範囲において、TechSmith またはそのサプライヤ、あるいは使用許諾元は、「ソフトウ

ェア」、コンテンツまたはライブラリ コンテンツの使用または使用不能によって生じた、特別的、偶発的、間接

的、または派生的なすべての損害 (営業利益の喪失、事業の中断、営業情報の喪失、またはその他の金銭的

損失による損害などを含み、それらに限定されない損害) に対して、そのような損害の可能性が TechSmith に

通告されていた場合であっても、一切責任を負いません。一部の国や州、管轄区域では結果的損害や偶発的

損害に対する責任の除外または制限が許可されていないため、上記の制限がユーザーに適用されない場合

があります。 

 

11. コンテンツ、ライブラリ コンテンツ、および免責 

11.1 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、その関連団体、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、使用許諾元、リセラー、およびディストリビュータ

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/または合理的な

弁護士費用を含む費用です。 

 

11.2 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。 

11.2.1 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。 

11.2.2 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および使用許諾元は、「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、その他の使用に関して、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、21 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、非独占

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。 

11.2.3 ライブラリ コンテンツの制限。前述の 11.2.2 項で付与されるライブラリ コンテンツの非独占的な使用

許諾にかかわらず、以下が適用されるものとします。 

(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み、これらに限定されないいかな

る方法でも、単独で再販、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示

します。 

(b) ライブラリ コンテンツは、Camtasia® ソフトウェア プログラムまたはそのアップグレード、あるいは

後続バージョンと関連する活動のほかには使用しないものとします。 

(c) 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。 

(d) 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。 

(e) 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。 

(f) ライブラリ コンテンツは、中傷、ポルノ、名誉棄損、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。 

(g) 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。 

(h) 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。 

(i) 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したり、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)。 

(j) 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。 

(k) 本契約、または本項、21 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 および/またはそのサプライヤまた

は使用許諾元が留保します。 

 

11.3 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) ユーザーはユーザー コンテンツの所有者かつ使用許諾元であり、認定ユーザーです。(b) ユーザー

は、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

わないものとします。(i) 暴力または何らかの違法行為の擁護、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み、これらに限定されない) 規制に違反するコンテンツ。 
 

11.4 オンライン サービスにおけるユーザー コンテンツの使用。本 EULA の 11.2 の記載を改めて明示しますが、

ユーザー コンテンツに関するユーザーの所有権はすべてユーザーが留保します。ユーザーは、コンテンツを

送ることで (具体的にはクイズの処理を示し、これに限定されない)、コンテンツを処理するために TechSmith 

のサーバーに送信されることに同意し、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あらゆる状況

において、ユーザー コンテンツ (具体的にはクイズおよび関連コンテンツおよび/またはデータを示し、これらに

限定されない) の再現、配布、表示、派生物の作成、およびその他の方法による使用に関して、TechSmith に

対し無制限、取り消し不能、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、そのようなクイズ コンテンツおよび/またはデータを使用して、

オンライン サービス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、オンライン サービスを通じてユーザー コンテンツにアクセスし、オンライン サービ

スに関して適用されるサービス利用規約に基づくオンライン サービス機能を通じて許可された方法でコンテン

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。ユー

ザーによりオンライン サービスに送信されたユーザー コンテンツに関してユーザーが付与する上記ライセンス

は、ユーザーがオンライン サービスからユーザー 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、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。さらに明確には、本項 11.4 に基づいて付与されるライセンスにかかわらず、TechSmith がリスト

に記載されていない、またはユーザーの個人用コンテンツを使用または宣伝することはありません。また、例え

ば、TechSmith のオンライン サービスの Screencast.com サイト上でユーザー コンテンツをホストして、ユー

ザーがコンテンツを他のユーザーと共有するために、TechSmith は前述のようにユーザー コンテンツを使用

するためのライセンスを要求します。  

 

11.5 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 サービスが自動化され (つまり、

ユーザー コンテンツはソフトウェア ツールおよび TechSmith サーバーを使用してアップロードされ)、

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ことを承認するも

のとします。ただし、サービスを提供する上で合理的に必要である以下の場合をはじめ、これらに限定されない

場合を除きます。(a) サポートへのお問い合わせに対応する場合。(b) 不正行為、セキュリティ、または技術的

問題の検出、防止、またはその他の方法による対応の場合。(c) TechSmith が誠意を持って法的要件に準拠

するか、または法的な手続きに従うために必要または望ましいとみなされる場合。(d) 本 EULA の侵害可能性

の調査を含み、本 EULA を執行する場合。 

 

12. 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。 

 

13. 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。 

 

14. 修正 

本 EULA に特に定められていない限り、本 EULA は、TechSmith のみが「ソフトウェア」の新バージョン リリー

ス時のみに、適宜変更できるものとします。ユーザーは、新しくリリースされた「ソフトウェア」をインストールした

り、コピーしたり、またはその他の形で使用する前に、変更後の本 EULA のすべての新しい条項に同意する必

要があります。本 EULA の 14 項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することはできま

せん。本項 14 (「修正」) の条項にかかわらず、TechSmith は、プライバシー ポリシーの新しいバージョンをプ

ライバシー ポリシーの変更点の概要とともに Web サイトに掲載することによって、同社のプライバシー ポリシ

ーを適宜修正することができます。 
 

15. 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。 

 

16. 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

束すると共に、その便益のために効力を発するものとします。 

 

17. 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。 

  

18. 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。 

 

19. 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。 

 

20. 第三者の受益者地位 

ユーザーは、TechSmith のサプライヤおよび使用許諾元 (「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、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。 

 

21. 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/または特定の「オープン ソース」または「フリーウェア」のライセンス (以下「オープ

ン ソース ソフトウェア」といいます) が適用されるオープン ソース ソフトウェア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、および/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/またはオープン 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。 

 

22. 雑則 

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)。 
 

23. 買収、会社分割、合併、および有機的成長のためのサイトまたはエンタープライズへの変更 

以下の事項の結果として、資格のあるデスクトップ コンピュータまたはシートの数が 10% 以上変更される場

合、TechSmith は誠意をもってユーザーと協力し、例えば、サイト ライセンスを事項後の状況にどのように適

応するかを決定します。その事項とは、(i) 企業または事業部門の買収、(ii) 提携または事業部門の分割、(iii) 

合併、または (iv) 有機的成長が含まれます。ユーザーが既存の「サイト ライセンス」を維持して買収または合

併した場合、TechSmith は誠意をもって存続する組織と協力し、本 EULA の詳細において変更された状況に

対応します。  
 

 

 

 

 



「ソフトウェア」に関する質問または苦情がある場合や、何らかの理由で TechSmith に連絡するには、居住国の 

TechSmith のパートナーに問い合わせるか、または下記まで書面にてお問い合わせください。 
 

TechSmith Corporation, 2405 Woodlake Drive Okemos, MI 48864-5910 USA 
サポート: https://support.techsmith.co.jp/home 

Web サイト: http://www.techsmith.co.jp 

 

上述の通り、ユーザーがソフトウェアの使用許諾料金またはサブスクリプション料金を支払った後、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/または TechSmith により認定されたリセラーおよびディストリ

ビュータの該当の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、「ソフトウェア」をインストール

したり、コピーしたり、その他の形で使用した場合には、ユーザーが使用許諾を受ける主体として本 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見なされます。 
 

TechSmith、Camtasia、Screencast.com、および TechSmith Relay は、TechSmith Corporation のアメリカ合衆国

およびその他の国々における登録商標です。Windows は Microsoft Corporation の所有する商標です。Mac は 

Apple, Inc.  の所有する商標です。Twitter および関連したデザインのロゴは、Twitter, Inc. の登録商標です。その他

すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。 

 
 

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、「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、「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「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。「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「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「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

https://support.techsmith.co.jp/home
http://www.techsmith.co.jp/


ことを確認します。 

 

5. 製品に関する申し立て。両当事者は、「ソフトウェア」所有および/または使用に関連してユーザーまたは「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) 「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「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。 

 

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

 

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 

a. 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こ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共に使用される場合、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。 

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。 

vi. 販売または配布のために売買または販売促進物品に関連している場合。  

b. 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（例えば、YouTube）で音楽を登録したり、または

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。 

c. 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。 



d. 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。 
 

  


