SpaceClaim Corporation
エンド ユーザー ライセンスおよびサブスクリプションサービス契約
ユーザーへの通知:本契約書をよくお読みください。[同意する] ボタンをクリック、もしくは本ソフ
ト ウ ェ ア を ダ ウ ン ロ ー ド ま た は イ ン ス ト ー ル す る こ と に よ り 、 SpaceClaim Corporation ( 以 下
「SpaceClaim」) と契約を締結することとなります。また、第 2 項の使用に関する規定および第 5
項の限定的保証に関する規定、第 6 項の法的責任に関する規定を含む (ただし必ずしもこれらに限
定されない) 本契約のすべての条件に同意することとなります。
本契約の条件を理解し、それに同意した場合にのみ、[同意する] ボタンをクリックしてください。
本契約のすべての条件に同意されない場合は、[同意しない] ボタンをクリックし、本ソフトウェア
をダウンロードまたはインストールしないでください。
本契約を印刷する場合は、[印刷する] ボタンをクリックしてください。
お客様と SpaceClaim の間で、本ソフトウェアのライセンスについて「書面による」合意があり、
その条件が本契約の規定と異なる場合、本契約は適用されません。
本ソフトウェアには、本ソフトウェアの不正使用や不正コピーを防止するためにデザインされたプ
ロダクト アクティベーション技術および他の関連技術が組み込まれている場合があります。この技
術によってお客様のコンピュータが自動的にインターネットに接続される場合があります。さらに、
一旦インターネットに接続された以降、本ソフトウェアがお客様のシリアルナンバー、コンピュー
タおよびライセンスに関する情報、および本ソフトウェアの使用やパフォーマンスに関する情報を
SpaceClaimに転送する場合があり、もしお客様がアクティベーションおよびインストール手順に従
わない場合または本ライセンス契約を順守しなかった場合は、本ソフトウェアをお客様が使用でき
なくする場合があります。関連情報についてはHTTP://WWW.SPACECLAIM.COM/PRIVACYを参照
下さい。

1.

定義 本契約では次の言葉を使用します。

(a)
「ドキュメンテーション」とは、SpaceClaim が提供する、本ソフトウェアに関する電子形
態またはオンライン形式、書面によるユーザー マニュアルおよび手引書、その他の資料を指します。
(b)

「ライセンス期間」とは、注文書に記載されているライセンスの期間を指します。

(c)
「注文書」とは、お客様が本ソフトウェアを注文した際に発行された発注書 (PO) あるいは
それに類似する文書 (書面による文書あるいはウェブ上の文書) を指します。
(d)
「ソフトウェア」とは、SpaceClaim のウェブサイトからダウンロードしたソフトウェア製
品、並びに SpaceClaim から CD-ROM や類似のメディア形態で提供されたソフトウェア、適宜利用
可能なアップデートまたはアップグレード、適宜インストール可能な拡張モジュールを指します。
(e)
「サブスクリプションサービス」とは、(i) 本ソフトウェアの最新アップデートをダウンロ
ードするためのオンライン ウェブ アクセス、および (ii) サブスクリプションサービスの有効期間中
に SpaceClaim が 一 般 に リ リ ー ス し た 本 ソ フ ト ウ ェ ア の す べ て の 主 要 ア ッ プ グ レ ー ド 、 (iii)
SpaceClaim の通常営業時間中に利用可能な電子メールおよび電話サポート サービスを指します。
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(f)
「サブスクリプション期間」とは、注文書に記載されているサブスクリプションの期間を指
します。
(g)
「お客様」とは、本ソフトウェアのライセンスをご購入いただいた個人、または本ソフトウ
ェアのライセンスをご購入いただいた企業またはその他の法人団体を指します。

2.

ライセンス

許諾 SpaceClaim は本契約によりお客様に対し、本契約に規定されている条件に基づき、
(i) コンピュータで実行可能な本ソフトウェアのオブジェクト コードを、内部事業の使用目的での
み使用できる、および (ii) 本ソフトウェアの使用に関連してドキュメンテーションを使用できる非
独占のライセンスをサブライセンス権なしに許諾し、お客様は当該の権利を受諾します。ノードロ
ックライセンスは、1 ライセンス毎に 1 台のコンピュータのみにインストールして使用できます。
フローティングライセンスは、フローティングライセンスおよびそのライセンスを配分する役目を
持つSpaceClaimフローティングライセンスサーバーソフトウェアを 1 台のコンピュータのみにイン
ストールでき、SpaceClaimソフトウェアはフローティングライセンスサーバーと同じ物理ネットワ
ーク上のローカルエリアネットワーク内のコンピュータに何台でもインストールでき、SpaceClaim
が発行したフローティングライセンス数と同数のコンピュータ上で同時に使用できます。本ライセ
ンスは第 11(d) 項で特に規定されている場合を除き、譲渡できません。本ソフトウェアには
SpaceClaim API(Application Programming Interface) が含まれます。社内での業務目的で許諾されてい
るその他のソフトウェアの使用と関連する場合に限り、SpaceClaim API を使用したアプリケーショ
ンの作成が許可されます。いかなる第三者に対しても、当該のアプリケーションの提供あるいは供
与を行うことはできません。

(a)

(b)
ライセンス期間の終了 ライセンス期間の終了に伴い、お客様がライセンスを更新し、関連
するすべての料金を支払う場合を除き、本ソフトウェアは SpaceClaim Viewer 製品に切り替わりま
す。
コピー お客様は、アーカイブおよびバックアップの目的でのみ、本ソフトウェアおよびド
(c)
キュメンテーションを妥当な数だけコピーすることができます。当該のコピーには、本ソフトウェ
アおよびドキュメンテーションに含まれている著作権およびその他の所有権に関する通知を含める
必要があります。
(d)
修正等 本ソフトウェアまたはドキュメンテーションを修正または改造、翻訳すること、も
しくは本ソフトウェアまたはドキュメンテーションの派生物を生成することはできません。本ソフ
トウェアのソース コードには SpaceClaim とそのライセンサの貴重な企業秘密が含まれています。
本ソフトウェアの複製または逆アセンブル、リバース エンジニアリングの実行、もしくは本ソフト
ウェアのソース コードの解読を試みることはできません (ただし、個別に開発されたその他のソフ
トウェアとの相互運用性を実現する目的でのみ、適用法に従い、当該行為を行う許可を特別に得て
いる場合を除きます)。また、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに含まれている著作権
またはその他の所有権に関する通知を、削除または改変することはできません。
(e)
譲渡の制限 本ソフトウェアに含まれているコンポーネントまたは拡張モジュール (ある場
合) を別のコンピュータで使用する目的で切り離すこと、もしくは当該のコンポーネントまたは拡
張モジュールを本ソフトウェアでの使用とは異なる目的で使用することはできません。ノードロッ
クライセンスを使用するコンピュータを交換する場合、まず本ソフトウェアを以前のコンピュータ
からアンインストールしてから、新しいコンピュータにインストールし直す必要があります。本ソ
フトウェアをネットワーク サーバーにインストールすること、またはコンピュータ ネットワーク
を介して送信すること、または離れた場所からリモートアクセスして操作することはできません。
第 11(d) 項で特に許可されている本契約の譲渡に関連して本ソフトウェアおよびドキュメンテーシ
ョンの使用権を譲渡する場合を除き、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションを販売もしくは
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ライセンス供与、サブライセンス、譲渡、移譲、リース、賃借、共有、第三者に供与または開示す
ることはできません (ASP (アプリケーション サービス プロバイダ) やサービス機関を介した利用、
または時分割的利用を含みます)。
(f)
所有権 本ソフトウェアは米国著作権法および国際条約によって保護されています。本ソフ
トウェアおよびドキュメンテーション、ならびにそのすべてのコピーに関する所有権はすべて、
SpaceClaim とそのライセンサに常に帰属するものとします。本契約は、お客様との間の本ソフトウ
ェアの販売契約ではありません。本契約は、上記を除き、本ソフトウェアに含まれている知的所有
権をお客様に許諾するものではありません。
3.

サブスクリプションサービス

(a)
サブスクリプションサービス 本契約の第 3(b) および第 3(c) 項に従い、加入期間中、お客様
にはサブスクリプションサービスの利用権利が付与されます。それ以降もサブスクリプションサー
ビスの利用を希望される場合は、サブスクリプションサービスを更新し、手数料を支払う必要があ
ります。サブスクリプションサービスを中止した後に再度加入サービスを購買する場合、サブスク
リプションサービスを受けていなかった期間の料金もお支払いいただくことになります。
(b)
以前のプロダクション バージョンに関する制限 SpaceClaim は、いかなる場合においても、
本ソフトウェアの新しいプロダクション バージョンのリリースから 3 ｹ月を経過した後は、それ以
前のプロダクション バージョンに関するサポートを提供する義務を負いません。プロダクション
バージョンは、製品名の後ろにある年により識別されます (例: 「SpaceClaim Engineer 2011」)。同
年内に新しいプロダクション バージョンがリリースされた場合は、その年に「+」を付加します
(例: 「SpaceClaim Engineer 2011+」)。SpaceClaim のみが、新しいプロダクション バージョンが何か
を決定するものとします。
(c)
SpaceClaim 以外から購入したソフトウェアに関する制限 SpaceClaim から直接ではなく、
SpaceClaim の再販業者またはパートナーから、本ソフトウェアを購入した場合、電子メールまたは
電話サポート サービスを利用するには、まず再販業者またはパートナーに連絡する必要があります。
4.
ソフトウェアの選択および使用に関する責任 お客様は、(i) 目的の結果を達成するための本
ソフトウェアの選択、および (ii) 企業における本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの結果に対す
る適切な用法の決定、(iii)本ソフトウェアの機能不全が生じた場合にデータの喪失を防止するため
の適切なバックアップの構築を含むが､それらに限定されない本ソフトウェアの使用について、監
督、管理、制御する責任を負います。本ソフトウェアは、訓練を受けた専門家に使用されることを
意図したツールであり、製品の耐性および安全性、実用性について、専門的な判断を下す、または
物理的なプロトタイプを個別に検査するツールとして使用されることを意図したものではありませ
ん。
5.

限定保証

限定保証 SpaceClaim はお客様に対して、(i) 最初にダウンロードした日から 90 日間、本ソ
(a)
フトウェアがドキュメンテーションに従って十分に機能すること、および (ii) 本ソフトウェアが提
供するサービスが、標準的かつ通常の専門的基準に合致する形で実施されることのみを保証します。
SpaceClaim は、本ソフトウェアがお客様の要件を満たしていること、または本ソフトウェアが中断
することなく動作すること、エラーが発生しないことを保証せず、また、本ソフトウェアの使用に
よって得られる結果を保証しません。本保証について SpaceClaim が負う義務は、(i) 本ソフトウェ
アが実際にはドキュメンテーションに記載のとおり機能しなかった場合に、お客様が保証期間内に
当該の誤動作を SpaceClaim に報告し、正当かつ詳細な資料を提出することを条件に、当該の問題
を是正するために商業取引上、妥当な努力を行うこと、および (ii) 当該の問題に関して SpaceClaim
にただちに通知することを条件に、前述のように実施されなかったサービスを再度実施することに
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限定されるものとします。前文で特に規定されている場合を除き、本ソフトウェアおよびサービス
は「現状有姿」で提供され、SpaceClaim は法律によって許容される最大限の範囲において、商品性
または特定目的適合性、権利侵害なきことについての黙示的保証を含むがそれらに限定されない、
その他のあらゆる明示的もしくは黙示的保証を本契約により放棄します。地域によっては黙示的保
証を除外することが許可されないため、前述の限定はお客様に適用されない場合があります。この
場合、あらゆる黙示的保証は本ソフトウェアの購入日から 90 日間に限定されます。ただし、地域
によっては黙示的保証期間への制限が許可されないため、前述の限定はお客様に提供されない場合
があります。本保証はお客様に対して特定の法律上の権利を付与します。その他の権利は、地域に
よって異なる場合があります。
(b)
例外 SpaceClaim は本保証の下で、(i) SpaceClaim 以外の者による本ソフトウェアの改変また
は修正、もしくは (ii) 本ソフトウェアの事故または破損、誤用、過失、(iii) SpaceClaim によってサ
ポートされていないハードウェアまたはソフトウェアの使用および本ソフトウェアとの併用、(iv)
本ソフトウェアと併用したその他のソフトウェアまたはハードウェア、ネットワーク、その他のイ
ンフラストラクチャ、(v) SpaceClaim から入手可能な本ソフトウェアのすべてのアップデートを組
み込み、使用する際に発生した障害に起因する誤動作に関しては、一切責任を負わないものとしま
す。

6.

知的所有権の侵害

(a)
SpaceClaim による場合 下記に規定されている場合を除き、本ソフトウェアが本契約
書の範囲内で適切に使用された際に、本ソフトウェアが米国および欧州における、あらゆる第三者
が所有する特許および著作権、企業秘密を侵害したとする申立に基づく範囲で、法的措置がお客様
に講じられた際に、SpaceClaim は自らの費用負担で弁護を行い、SpaceClaim は (i) SpaceClaim に対
して書面で申立が即時に行われる、(ii) お客様は SpaceClaim がその申立についての抗弁あるいは和
解、示談について唯一の決定権を担うことを許可する、(iii) SpaceClaim に対し、適切な協力および、
情報、支援を提供することを条件に、当該の申立に起因するお客様に対して発生した費用および損
害、妥当な弁護士費用を支払います。
(b)
お客様による場合 SpaceClaim は、(i) 本ソフトウェアをSpaceClaim がサポートして
ないその他のソフトウェアあるいはハードウェアと使用し、当該の使用がなければ侵害は発生しな
かった、あるいは、(ii) SpaceClaim 以外の人物による本ソフトウェアに対するあらゆる修正、(iii) 本
ソフトウェアの現行バージョン以外のバージョンを使用し、申し立てられたあるいは申し立てられ
る可能性のある侵害を避けるために当該のバージョンを提供する旨を通知する注釈付きで当該バー
ジョンが SpaceClaim より無料で提供された場合、(iv) SpaceClaim がお客様の設計または指示に従
った場合、(v) お客様あるいはお客様の関連会社の特許あるいは著作権、企業秘密侵害に対する申
立、に基づき、侵害に対する申立に関してお客様に対する責任を一切負わないものとします。第
6(a) 項の記載に相当する条件で、お客様は (b) 項の (i) 節、(ii) 節、(iii) 節、(iv) 節に記載の申立に対
して、お客様の行為あるいは不作為に起因する範囲で、SpaceClaim を弁護し免責するものとしま
す。
(c)
上記は、あらゆる特許あるいは著作権、企業秘密、その他の所有権の侵害または侵
害の疑いに関する SpaceClaim の全ての法的責任を述べたものです。
7.

責任の制限

(a)
SpaceClaim は、法律によって許容される最大限の範囲で、利益またはデータ、効用の喪失
を含むがそれらに限定されない、特別または偶発的、間接的、結果的、依存的、懲罰的、刑罰的損
害について、SpaceClaim が同様の損害について通知を受けていた場合、および本書に規定されてい
る救済手段がその本質的目的を達成できないことが判明した場合でも、一切責任を負いません。
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(b)
第 6(a) 項の下で生じる SpaceClaim の義務を除き、お客様は、契約または不法行為、厳格責
任、その他によらず、本契約からまたは本契約に関連して発生する SpaceClaim の最大の責任は、
12 か月間の契約期間開始前にお客様から SpaceClaim が受領する実際のライセンス料を越えないも
のとすることに同意します。
(c)
お客様は、本契約におけるライセンス権に対して支払った料金は、本ソフトウェアとともに
設計された製品の価値に対して大幅に不均衡であることを認識しています。本取引の商業価値に妥
当に相応する程度に SpaceClaim の責任を限定するという明確な目的で、お客様は SpaceClaim の責
任に関する前述の制限に同意します。
(d)
SpaceClaim に対する訴訟または法的措置は、理由の如何にかかわらず、訴因が発生した日
から 1 年以上経過した後に起こすことはできません。
8.

契約の終了

(a) 契約の期間 本項に従い、本契約は本ソフトウェアを最初にダウンロードした時点に開始し、
ライセンス期間の終了時点あるいは終了時点以前まで引き続き有効とします。
(b)
お客様の希望による契約の終了 お客様は、本ソフトウェアの使用を中止し、その旨を
SpaceClaim に通知することで、いつでも本契約および本契約に従い付与されたすべてのライセンス
契約を終了させることができます。ただし、お客様は、いかなる状況においても、ライセンス契約
料やすでに支払われたその他の利用料金等の返済を求めることはできないものとします。
SpaceClaim による契約の終了 SpaceClaim は、お客様が期日内に未払金の支払を行わなかっ
(c)
た場合、または本契約に規定された義務に 1 つでも違反した場合、本契約および本契約に従い付与
されたすべてのライセンス契約を終了させることができます。
(d)
契約終了後の措置 理由の如何にかかわらず、本契約を終了した場合、お客様は(i) 本ソフト
ウェアおよびドキュメンテーションの使用を中断する、(ii) 本ソフトウェアおよびドキュメンテー
ションのコピーをすべて破棄する (iii) コンピュータのメモリまたはハード ディスク、もしくは同様
の形態のメディアに保存されているすべてのコピーを消去する必要があります。また、SpaceClaim
の要望に応じて、SpaceClaim に当該のコピーをすべて破棄および消去したことを書面にて証明する
ものとします。(i) 有効な終了日以前に本契約に従い発生した債務、および (ii) 本契約の第 2(f) 項お
よび第 6 項、第 7 項、第 8 項、第 11 項の条項は、契約の終了後も有効に存続するものとします。
本契約第 7 項の条項に従い、第 8 項で規定されている権利は、相手方当事者による本契約の不履行
に対し、法律または衡平法上、不履行のない当事者に適用されるすべての権利および救済手段に追
加されるものとします。
輸出 お客様は、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションをいかなる国にも出荷または
9.
移送、輸出しないこと、もしくは米国の輸出管理法または制約、規定 (以下「輸出法」と総称しま
す) によって禁止されている方法で本ソフトウェアまたはドキュメンテーションを使用しないこと
に同意します。さらに、i)本ソフトウェアまたはドキュメンテーションが輸出法により輸出管理品
目であると特定された場合、お客様は輸出を禁じる、もしくは制限されている国の国民ではないこ
と、または当該国に拠点がないこと、並びに輸出法により本ソフトウェアおよびドキュメンテーシ
ョンの受領を禁止されていないこと、およびii)SpaceClaimが輸出法に従わない顧客から受注した場
合、SpaceClaimが直ちにそのライセンスをキャンセルする権利を有することを表明、保証します。
10.
米国政府機関のエンド ユーザーへの注意 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションは 48
C.F.R. 2.101 で定義される「商用品目」であり、48 C.F.R. 12.212 もしくは 48 C.F.R. 227.7202 の規定
が適用される「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ ソフトウェア ドキュ
メント」で構成されます。米国政府がエンド ユーザーである場合、48 C.F.R. 12.212 または 48 C.F.R.
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227.7202-1 から 227.7202-4 に従い、商用コンピュータ ソフトウェアおよび商用コンピュータ ソフ
トウェア ドキュメンテーションは (i) 商用品目としてのみ使用され、(ii) 本契約の条件に基づき他の
すべてのエンド ユーザーに対して与えられているものと同等の権利のみが米国政府に与えられます。
11.

雑則

(a)
完全合意 当事者間で本ソフトウェアのライセンスに関する「書面による」合意が締結され
ていない限り、本契約は本契約の目的に関する当事者間の完全なる合意を示すものであり、本契約
締結以前のすべての了解事項および連絡事項に優先するものとします。本契約で規定されている条
件と異なる、または追加の条件を有する SpaceClaim に提供された注文書、もしくはその他の文書
は、SpaceClaim を拘束するものではありません。本文書が承諾に相当する範囲で、本承諾は本契約
に記載の条件に対するお客様の承認の明示的な条件となります。
(b)
修正: 権利放棄 本契約は、両当事者が署名した書面による合意がなければ、修正または改正
できません。一方の当事者が本契約のいずれかの条項に違反したことで発生した権利放棄は、以後
の同じ、またはその他の条項の違反による権利の放棄とは解釈されないものとします。また、本契
約の下、かかる当事者が保有するまたは保有する可能性がある権利または権限、特権の行使が遅れ
た、もしくは行使されなかった場合、その権利または権限、特権を放棄したとは見なされないもの
とします。
(c)
準拠法 本契約は、マサチューセッツ州内で締結され、アメリカ合衆国マサチューセッツ州
内で完全に履行される場合と同様に、同法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。本契
約は、国際物品売買契約に関する国連条約を明示的に排除します。
(d) 継承者および譲受人 本契約は、本契約当事者と、各当事者の継承者および譲受人を拘束し、
それらの利益のために効力を生ずるものです。ただし、SpaceClaim から事前に文書による同意を得
た場合にのみ、お客様は本契約またはお客様の権利と義務を譲渡もしくは移譲できます。例外とし
て、SpaceClaim からの事前の書面による合意がなくても、譲受人が本契約の条件に拘束されること
に書面で同意した場合に限り、すべて、もしくは実質的にすべての財産または事業を継承する人物
にお客様は本契約を譲渡できます。
(e)
分離条項 管轄裁判所により本契約のいずれかの条項が何らかの理由で無効もしくは違法、
執行不能と判断された場合、かかる条項は無効であると見なされ、本契約から分離されますが、本
契約のその他の条項は有効に存続します。
(f)
表題 本契約の各条項の表題は、参照に利用することのみを目的としており、本契約の解釈
と見なされるものではありません。
(g)
不可抗力 SpaceClaim は、天災、火災、災害、洪水、戦争、ストライキ、欠乏、または
SpaceClaim が適切に制御できないその他の出来事が原因で、本契約に基づく義務を履行できない場
合、および SpaceClaim が当該の事態を防止する、またはその期間を最小限に抑えるために妥当な
努力を行っている場合、SpaceClaim の履行義務は免責され、履行が遅延した、または不能であった
期間だけ延長されるものとします。
カナダ国内のユーザー カナダ国内で本ソフトウェアのライセンスを購入した場合、お客様
(h)
は次の条項に同意します。本契約当事者は、本契約および通知を含む本契約に関連するその他のド
キュメントが英語でのみ記載されていること、およびそのように規定されていることに同意するこ
とをここに確認します。 Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les
documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.
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(i)
ライセンサの権利 SpaceClaim のあらゆるライセンサは本契約の第三者の受益者であり、当
該ライセンサから SpaceClaim にライセンス供与されているコンポーネントまたは他の資料に関連
する本契約の条件を遵守するようお客様に強制する権利を保有するものとします。SpaceClaim と当
該のライセンサとの間の該当するライセンス契約に記載された範囲で、すべての当該のライセンサ
およびその関連会社は、(i) お客様に対するすべての保証を放棄し、(ii) 法の許す最大の範囲で、
SpaceClaim にライセンス供与されたソフトウェアおよび/またはコンポーネント、その他のマテリ
アルの使用から生じる可能性のある、直接または間接、偶発的または派生的な損害についてのお客
様に対する法的責任を放棄します。
12.
問い合わせ 本契約について質問等ございましたら、SpaceClaim Corporation, 150 Baker Ave.
Ext., Concord, MA 01742 までお問い合わせください。本契約書のコピーはドキュメンテーションに
含まれており、SpaceClaim のウェブサイト ( www.spaceclaim.com) からも入手可能です。.
Copyright © 2011SpaceClaim Corporation. All Rights Reserved.SpaceClaim は SpaceClaim Corporation の登録商標で
す。
本ソフトウェアの一部は Copyright © Acresso Software Inc. に著作権があります。 FlexLM および FLEXNET
は Acresso Software Inc. の商標です。
本ソフトウェアの一部は Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. に著作権がありま
す。 Adobe および Acrobat は、 米国またはその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録
商標です。
ANSYS Workbench および GAMBIT および全ての他の ANSYS, Inc. の製品名は、米国またはその他の国におけ
る ANSYS, Inc. またはその子会社の商標または登録商標です。
LGPL 3 ライセンスによる BCLS (Bound-Constrained Least Squares) Copyright (C) 2006 Michael P. Friedlander,
Department of Computer Science, University of British Columbia, Canada, が含まれています。これらは SpaceClaim
インストールディレクトリ に含まれています。
SharpZipLib Copyright © 2009 C#Code が含まれています。
Anti-Grain Geometry Version 2.4 Copyright © 2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem).
SpaceClaim 製品のいくつかには、Autodesk, Inc. による Autodesk® RealDWG が含まれている場合があります。
Copyright © 1998-2010 Autodesk, Inc. All rights reserved. Autodesk, AutoCAD, および Autodesk Inventor は
Autodesk, Inc の登録商標です。RealDWG は Autodesk, Inc の商標です。
CATIA は Dassault Systèmes の登録商標です。
本ソフトウェアの一部は Copyright © 2010 Google. に著作権があります。 SketchUp は Google の商標です。
本ソフトウェアの一部は Copyright © 1999-2006 Intel Corporation に著作権があります。
Apache License, Version 2.0 からライセンス供与を受けています。コピーは右記から入手できます。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

devcomponents.com からライセンスを供与された DotNetBar が含まれています。
KeyShot は Luxion ApS の商標です。
MatWeb は Automation Creations, Inc. の商標です。
2008 Microsoft ® Office System User Interface は Microsoft Corporation からライセンス許諾を受けています。
Direct3D および DirectX、PowerPoint、Windows、Windows Vista、Windows Vista Start ボタンは、米国および/
またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
本ソフトウェアの一部は Copyright © 2005 Novell, Inc. (http://www.novell.com) に著作権があります。
Pro/ENGINEER および PTC は Parametric Technology Corporation の登録商標です。
Persistence of Vision Raytracer および POV-Ray は Persistence of Vision Raytracer Pty. Ltd.の商標です。
本ソフトウェアの一部は (c) 1993-2009 Robert McNeel & Associates に著作権があります。 All Rights Reserved.
openNURBS は Robert McNeel & Associates の商標です。
Rhinoceros is は Robert McNeel & Associates の登録商標です。
本ソフトウェアの一部は Copyright © 2005-2007, Sergey Bochkanov (ALGLIB project) に著作権があります。
本ソフトウェアの一部は Siemens PLM © 1986-2011. の所有物です。 All Rights Reserved. Parasolid および
Unigraphics は Siemens Product Lifecycle Management Software, Inc の登録商標、JT は Siemens Product Lifecycle
Management Software, Inc の商標です。
SolidWorks は SolidWorks Corporation の登録商標です。
本ソフトウェアの一部は Spatial Corp の所有物です。© 1986-2011. All Rights Reserved.ACIS および SAT は
Spatial Corp の登録商標です。
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the Open Design Alliance からライセンスされた Teigha for .dwg files を含みます。 Teigha は Open Design
Alliance の商標です。
開発ツールおよび関連技術は 3Dconnexion からのライセンスに基づき提供されています。© 1992 – 2008
3Dconnexion.All rights reserved.
TraceParts は TraceParts S.A. の所有物です。TraceParts は TraceParts S.A. の登録商標です。
Unicode, Inc. から入手可能なソースの改変バージョンを使用しています。Copyright © 1991-2008 Unicode, Inc.
All rights reserved.http://www.unicode.org/copyright.html の利用規約に基づき配布されています。
本ソフトウェアの一部は© 1992-2008 The University of Tennessee に著作権があります。 All Rights Reserved.
本ソフトウェアの一部は Copyright © XHEO INC. All Rights Reserved. に著作権があります。 DeployLX は
XHEO INC. の商標です。
SpaceClaim ソフトウェアおよび文書、プロモーション用資料で参照されているその他のすべての商標または
商品名、企業名は商品や企業の特定目的でのみ使用されており、それぞれの所有者が所有するものです。
* LAPACK および ALGLIB に関する追加の通告
以下に条件に従う場合は、ソースおよびバイナリでの再配布が、それらの改変有無に関わらず許されていま
す。:
- ソースコードの再配布においては、上記著作権、条件リスト、および以下の免責条項が保持され続けること。
- バイナリでの再配布においては、上記著作権、条件リスト、およびこの文書におけるこのライセンスまた
は／および同時に配布される資料に記載される免責条項が生成され示されること。
- この著作権保有者またはその貢献者の名前を、文書による事前許可を得ることなく、このソフトウェアを
使用した製品の保証や販売促進に関連して使用することはできません。
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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