CLIP STUDIO MODELER 製 品 使 用 許 諾 契 約 書
CLIP STUDIO MODELER 製品使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、株式会社セル
シス（以下「セルシス」といいます）が第 1 条に定める本製品の使用を希望されるお客様
（以下「ユーザー」といいます）に対し提示し、同意いただくことにより締結される契約
書です。なお、本契約には、セルシスまたはセルシスが許諾を受けた本製品に含まれる技
術等の権利者が別途定めた特約、使用条件等も含まれます。セルシスは、本契約に同意さ
れるユーザーにのみ本製品の使用を許諾します。本契約に同意できない場合、ユーザーは
本製品を使用できません。
ユーザーが本製品をインストールまたはこれに準じる行為を行った場合、セルシスは当該
ユーザーが本契約に同意したものとみなし、本契約が成立するものとします。本製品のイ
ンストールを行うと、下記のソフトウェアが同時にインストールされます。
・CLIP STUDIO
製品使用許諾契約書
■［ライセンス数］：1
第1条

定義

本契約で使用する用語の定義は、以下に定めるとおりとします。
(1) 本ソフトウェア
本製品に含まれるコンピュータープログラム（セルシスが追加的に提供したアップデート
プログラムを含みます）をいいます。
(2) 本製品
本ソフトウェア、本ソフトウェアに付属する素材、3D データおよび画像等の電子データ（以
下総称して、「本素材」といい、セルシスが追加的に提供したものを含みます）ならびに本
ソフトウェアのマニュアル等本ソフトウェアに関連する資料すべて（以下総称して、「マニ
ュアル等」といいます）をいいます。
(3) インストール
本ソフトウェアをコンピューターの記録媒体に記録し、実行することおよび/または本ソフ
トウェアを除く本製品をコンピューターに保存することをいいます。
(4) CLIP STUDIO
セルシスが提供するソフトウェアにおける創作活動をサポートすることを目的としたツー
ルをいいます。
（詳細は、http://www.clip-studio.com/clip_site/apps/clipstudio にてご
確認ください）
(5) CLIP サイト
セルシスが運営し提供する、マンガ、イラスト、映像等の創作活動をサポートすることを
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目的とした、創作活動応援サイト CLIP（http://www.clip-studio.com/）をいいます。
(6) シリアル登録
本製品を使用するユーザーが、CLIP サイトにおいて本製品のシリアルナンバーを登録する
ことをいいます。登録は義務ではありませんが、登録した場合、セルシスが別途指定する
サービスを受けられることがあります。なお、シリアル登録をするためには、CLIP 会員登
録が必要です。
第2条

許諾

1. 本製品の著作権その他一切の知的財産権は、セルシスまたはセルシスに対し適正に許諾
を与えた権利者に帰属します。セルシスは、以下の各条件をすべて満たす場合に限り、ユ
ーザーに対し、本製品を使用することを許諾します。
(1) セルシスが認めた正規の方法で取得または購入した場合。
(2) セルシスが正規の製品と認めた場合。
2. 本契約で許諾した権利以外の本製品に関する権利について付与するものではありませ
ん。
第3条

ライセンス登録

1. 本製品には、セルシスおよびその他の権利者の知的財産権を保護する目的でインターネ
ットを通じてライセンスを認証し、登録する（以下「ライセンス登録」といいます）技術
が使用されています。ユーザーは本製品のインストールおよび使用にあたり、ライセンス
登録を実行することに同意するものとします。
2. セルシスは、ライセンス登録の処理にあたり、ライセンス登録に必要な情報（シリアル
ナンバーおよびコンピューターのハードウェア情報）を取得します。この際、セルシスは、
ユーザーを特定できる個人情報を収集しません。
3. ユーザーは、初回起動後一定の期間内にライセンス登録を実行しない場合、本契約で許
諾された権利を行使できなくなることがあります。また、ユーザーがハードウェアおよび
ソフトウェアを含むコンピューターの構成を変更した場合、再度本製品のライセンス登録
を実行する必要があります。
4. ライセンス登録を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要です（通
信等にかかる費用は、ユーザー負担となります）。
5. ユーザーは、ライセンス登録をした本製品を、インストールしたコンピューターから削
除し、別のコンピューターにインストールする際、インターネットを通じて登録したライ
センスの情報を変更する必要があります。
6. ユーザーは、自ら占有、管理するコンピューターの１台のみライセンス登録を実行する
ことができます。ただし、第 4 条第 2 項ただし書きの条件を満たす場合に限り、ユーザー
は、自ら占有、管理するコンピューターのうち 2 台までライセンス登録を実行することが
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できます。
第4条

使用条件

1. 本製品について、ユーザー自身（法人その他の団体の場合、特定の従業員 1 名）だけが、
自ら占有、管理するコンピューター（以下「メインコンピューター」といいます）1 台のみ
で使用できます。ただし、以下の各条件をすべて満たす場合に限り、ユーザーは自己の作
業を補助する者（以下「作業補助者」といいます）を指定して本製品を使用させることが
できます。
(1) 本製品をメインコンピューターの 1 台にのみインストールしていること。
(2) 第 5 条各号に規定された禁止事項に反しないように本製品を使用させること。
2. 本製品について、ユーザーは、メインコンピューターのみインストールできます。ただ
し、以下の各条件をすべて満たす場合に限り、ユーザーは自ら占有、管理する他のコンピ
ューター（以下「サブコンピューター」といいます）の 1 台に限り、本製品をインストー
ルできます。すなわち、当該条件のもと、ユーザーは本製品をメインコンピューター、サ
ブコンピューター合わせて 2 台までインストールすることができます。
(1) 本製品の使用者をユーザー自身（法人その他の団体の場合、特定の従業員 1 名）とユ
ーザーが指定する作業補助者 1 名に限定していること。
(2) 本製品を同時に使用しないこと。
3. ユーザーは、本ソフトウェアが独立した複数のソフトウェアで構成される場合において
も、これらを分離して第三者に使用させることはできません。
4. セルシスは、ユーザーが正式なライセンスを持っていることを確認するため、ライセン
ス登録に基づき、インターネットを通じて、定期的にライセンス認証を行います。
5. セルシスは、本製品について、CLIP サイト、マニュアル等またはセルシスが運営する本
製品に関する Web サイト（http://www.clipstudio.net/）に別途使用条件を定める場合が
あります。この場合、ユーザーは、当該使用条件を遵守するものとします。
第5条

禁止事項

ユーザーが以下の行為を行うことを禁止します。
(1) 本製品の全部または一部をセルシスの許諾を得ずに複製する行為。
(2) 本製品の全部または一部を再使用許諾、公衆送信（たとえば、ホームページ等を通じ
て公表すること、および送信可能化の状態も含みます。以下も同様です）、貸与、レンタル、
疑似レンタル等する行為。
(3) 本製品の一部を譲渡する行為。
(4) 本ソフトウェアに含まれるコンピュータープログラムの改変およびリバースエンジニ
アリング等の本ソフトウェアを解析する行為。
(5) 第三者に対し、ネットワーク（インターネットを含みますが、これに限られません）
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を経由して、本ソフトウェアを使用させるまたは本ソフトウェアの機能を利用した処理、
サービスを提供する行為。
(6) セルシスがユーザーや本製品を識別するためにユーザーに提供したシリアルナンバー
等の情報を、第三者に開示、提供する行為。ただし、本契約が認める範囲に限り、ユーザ
ーが指定する作業補助者にシリアルナンバーを開示、提供できます。
(7) 複数の者の間で、本製品を同時に使用する行為。
(8) 共有可能なシステムにおいて本製品を使用する行為。
(9) 本製品を第三者に有償で使用させる行為または本製品を商用サービスに組み込む行為。
(10) 権利保護等を目的として本製品に予め設定された技術的な制限を解除、無効化する行
為、当該行為の方法を公開する行為または設定された技術的な制限を解除、無効化するこ
とにより本製品を複製、改変（加工、変形等を含みますが、これらに限りません。以下「改
変等」といいます）、再使用許諾、公衆送信、譲渡、貸与、使用等する行為。
(11) 本製品を公序良俗または法令に違反する目的で使用する行為。
(12) その他、セルシスもしくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する、または侵害
する可能性のある行為。
第6条

譲渡

1. ユーザーは、第 5 条に違反しない限りにおいて、本製品（本ソフトウェアを使用する権
利を含みます）を第三者に譲渡することができます。ただし、本ソフトウェアのアップグ
レードを行ったユーザーが、アップグレード前の本製品を第三者に譲渡することはできま
せん。
2. 本製品の譲渡人であるユーザーは、当該譲渡前に、本製品をインストールしたすべての
コンピューターからこれを完全に削除しなければなりません。
3. 本製品の譲受人は、本製品の所有権および本契約に関する権利義務のすべてを承継する
ものとします。セルシスは、本製品の譲受人に対し、本契約に同意の上で譲受人が本製品
を使用することを許諾します。
4. 譲受人であるユーザーもまた、譲渡人であるユーザー同様にシリアル登録をすることが
できます。ただし、シリアル登録をすることによりセルシスから受けることのできるサー
ビスについて、譲受人であるユーザーは受けられない場合があることを予め承諾するもの
とします。
5. 本製品の譲渡は、本契約に従って、すべて当事者間の責任で行うものとします。セルシ
スは一切関与せず、また一切責任を負いません。
第7条

保証

1. セルシスは、本製品がユーザーの特定の使用目的に適合するものであることを保証しま
せん。本製品の導入について、ユーザーは、自らの責任で判断するものとします。
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2. ユーザーは、本製品に瑕疵があった場合（動作保証対象外の特定のハードウェアまたは
ソフトウェアに起因する本ソフトウェアの動作不具合を除きます）、セルシスの判断に基づ
き、瑕疵の程度に応じて交換もしくは修補プログラム等の提供、解決方法の案内または代
金の返還等を受けることができます。
3. 本契約に基づきセルシスが負う責任の範囲は、ユーザーが本製品を購入するために実際
に支払った金額（CLIP サイトの月額利用サービスに基づき本製品を使用する場合、ユーザ
ーが本製品を使用するために過去 1 年間に実際に支払った金額とします）を超えないもの
とします。ただし、セルシスに故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
4. セルシスは、本ソフトウェアの機能に付随して利用できる各種情報、ソフトウェアおよ
びサービスをインターネット経由でユーザーに無償（ただし、通信等にかかる費用はユー
ザー負担とします）にて提供することがあります。セルシスは、このような情報、ソフト
ウェアおよびサービスについて、完全性、正確性、有用性およびインターネットの安全性、
通信の安定性を含む一切の保証を行いません。また、セルシスは、ユーザーの承諾なくこ
れらの提供を中断または終了できます。
第 8 条 CLIP STUDIO
1. CLIP STUDIO は本製品のインストールを行うと、同時にインストールされ、本契約が適
用されます。
2. CLIP STUDIO は、CLIP サイトと連携し、創作活動をサポートすることを目的としたオン
ラインサービスを提供します。CLIP STUDIO を使用するためには、CLIP 会員 ID およびパス
ワードにて CLIP STUDIO または CLIP サイトにログインする必要がある場合があります。
第 9 条 インターネットへの接続、個人情報
1. セルシスが本製品および CLIP STUDIO により、ユーザーの個人情報を取得、送信する場
合は、ユーザーの同意を得て行い、送信された個人情報はセルシスの個人情報保護方針
（http://www.clip-studio.com/clip_site/information/privacy/index）に従って取り扱
います。
2. 本製品および CLIP STUDIO は、追加の通知を行うことなく、ユーザーのコンピューター
をインターネットに接続し、ライセンスの確認、追加の情報や機能、サービスの提供およ
びアップデートの有無の確認などの目的のために、セルシスの管理する Web サイト、サー
バと通信を行う場合があります。
3. 本製品および CLIP STUDIO により、ユーザーがセルシスの管理する Web サイトや Web サ
ービスにアクセスし、これを利用する場合は、各サイトやサービスの利用規約を遵守する
ものとします。
4. 本製品、CLIP STUDIO およびそれらを経由してアクセスする Web サイト、Web サービス
は、より便利にご利用いただく、継続的に製品やサービスを改善するための情報を取得す
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るなどの目的で、Cookie を使用しています。Cookie は、Web サイトの運用に関連するサー
バから、ユーザーのブラウザに送信する情報で、ユーザーのコンピューターに記録されま
す。
記録される情報には、氏名、住所、電話番号など個人を特定する情報は一切含まれていま
せん。また、コンピューターへ直接的な悪影響を及ぼすことはありません。
ユーザー自身でブラウザの設定を操作し、Cookie の受信を拒否することも可能ですが、一
部の機能が利用できない場合があります。
5. 本製品、CLIP STUDIO およびそれらを経由してアクセスする Web サイト、Web サービス
は、利用状況 を把握するため Google Inc.のアクセス解析ツール Google Analytics を使用
しています。Google Analytics では Cookie を使用し個人を特定する情報を含まずに利用ロ
グを収集します。収集された利用ログは Google Inc.のプライバシーポリシーに基づいて管
理されます。
ユーザー自身でブラウザの設定を操作し、Cookie の受信を拒否することも可能ですが、一
部の機能が利用できない場合があります。また、CLIP STUDIO では、メニューの設定により
利用ログの送信を停止することができます。
6. 本製品、CLIP STUDIO およびそれらを経由してアクセスする Web サイト、Web サービス
は、広告配信事業者が提供するプログラムを利用した行動ターゲティング広告（サイト閲
覧情報などをもとにユーザーの興味・関心にあわせて広告を配信する広告手法）を行って
います。その際、ユーザーのサイト訪問履歴情報を採取するため Cookie を使用しています。
広告配信事業者は、当該 Cookie を使用して過去のアクセス情報に基づいて広告を配信しま
す。
この行動ターゲティング広告の無効化を希望するユーザーは、以下の広告配信事業者のオ
プトアウトページまたは Network Advertising Initiative のオプトアウト ページにアク
セスして、Cookie の使用を無効にできます。
PC やブラウザの変更、および Cookie を削除した等の場合には、再度設定が必要です。
Google : https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=ja
Network Advertising Initiative : http://www.networkadvertising.org/choices/
第 10 条

本契約の解約、解除

1. ユーザーが CLIP サイトの月額利用サービス（以下「月額利用サービス」といいます）
を通じて本製品を使用している場合において、以下のいずれかに該当するとき、本契約は
終了します。
(1) ユーザーが CLIP 会員を退会したとき。
(2) ユーザーが本製品に関する月額利用サービスを解約したとき。
2.セルシスは、ユーザーが以下のいずれかに該当するとき、本契約を解除することができ
ます。
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(1) 本契約に違反したとき。
(2) CLIP 利用規約、月額利用サービス規約およびその他諸規定に違反したとき。
(3) 本製品の購入代金または月額利用サービスの月額利用料金の支払いを怠ったとき。
第 11 条

本契約の終了

本契約が終了した場合、ユーザーは速やかに自己の負担で本製品の使用を中止し、本製品
をインストールしたすべてのコンピューターからこれを完全に削除しなければなりません。
第 12 条

損害賠償

ユーザーが本契約に違反し、またはユーザーの故意もしくは過失によりセルシスに損害が
生じた場合、セルシスは、当該損害の賠償請求、その他法的措置をとることがあります。
第 13 条

その他

1. 本契約の解釈は日本法に準拠するものとします。また、本契約に関する紛争は、東京地
方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2. ユーザーは、本製品の使用にあたり、著作権法、輸出規制関連法を含む各種関連法令を
遵守するものとします。
3．第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 10 条、第 12 条、第 13 条の規定は、本契約終了後も効力
を有するものとします。
A_20160408_03
-------------------------------------------------------------------------------■プリインストール版、バンドル版に関する特約
ユーザーは、コンピューターその他の機器にプリインストールまたはバンドルされた本製
品を使用する場合、当該機器においてのみ使用できます。プリインストール版およびバン
ドル版について、第 3 条第 6 項ただし書き、第 4 条第 2 項ただし書きおよび第 6 条は適用
されません。
■月額利用サービスの利用に関する特約
1. 月額利用サービスを通じて本製品を利用している場合、月額利用サービス規約に定める
「シリアル進呈特約」の特典が付与されるまで、第 6 条は適用されません。
2. 月額利用サービスを通じて本製品を利用している場合、月額利用サービス規約に定める
「シリアル進呈特約」の特典が付与されるまで、本製品を転売できません。
3. 月額利用サービス規約に基づき本製品を使用する場合において、月額利用サービス規約
と本契約が抵触するときは、月額利用サービス規約が優先的に適用されます。
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■期間限定ライセンス版に関する特約
ユーザーは、セルシスが別途定める手続きに従い、CLIP サイトにおいて期間限定ライセン
ス版のシリアルナンバー発行を申し込んだ日から起算して、当該期間限定ライセンス版に
定められたライセンス期間が満了するまでの間、本製品を使用できます。期間限定ライセ
ンス版のシリアルナンバー発行を申し込むには、ユーザーは CLIP 会員登録が必要です。期
間限定ライセンス版について、第 3 条第 6 項ただし書き、第 4 条第 2 項ただし書きおよび
第 6 条は適用されません。
■バージョンアップ版・優待版・アップグレード版に関する特約
1. 別途セルシスが指定する対象製品（以下「対象製品」といいます）のユーザーが、バー
ジョンアップ版、優待版またはアップグレード版の使用を希望する場合、当該ユーザーは、
セルシスとの間で本契約を締結しなければなりません。
2. ユーザーがバージョンアップ版またはアップグレード版を使用する場合、対象製品がイ
ンストールされているコンピューターにのみ、これをインストールできます。
3. セルシスが特に規定した場合を除き、ユーザーは、対象製品 1 ライセンスにつき本製品
1 ライセンスの許諾を受けられます。
■体験版に関する特約
1. ユーザーは、本製品を機能の一部が制限された体験版として使用できます。
2. 前項にかかわらず、ユーザーは、インターネットを通じて本製品の体験版のライセンス
を認証し、登録（以下「試用登録」といいます）を行うことで、セルシスが別途定める一
定期間に限り、本製品を機能の制限無く使用できます。
3. 前二項の本製品の体験版について、第 3 条、第 4 条第 1 項ただし書きおよび第 2 項ただ
し書き、第 6 条ならびに第 7 条第 2 項は適用されません。
4. ユーザーが、試用登録を行った本製品の体験版に、セルシスが有償で提供している本製
品のシリアルナンバーを入力した場合、以降当該体験版のライセンスは使用できません。
■ 先 行 プ レ ビ ュ ー 版 （ RC 版 ） に 関 す る 特 約
1. 別途セルシスが指定する対象製品（以下「対象製品」といいます）のユーザーが、先行
プレビュー版（RC 版）の使用を希望する場合、当該ユーザーは、セルシスとの間で本契約
を締結しなければなりません。
2. ユーザーは、対象製品がインストールされているコンピューターに本製品をインストー
ルして使用しなければなりません。
3. ユーザーは、セルシスが別途定める一定期間に限り、本製品を使用できます。
4. 本製品について、第 6 条および第 7 条第 2 項は適用されません。
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5. 特に定めのある場合を除き、ユーザーは、対象製品 1 ライセンスにつき、本製品 1 ライ
センスの許諾を受けられます。
6. セルシスは本製品の瑕疵に関して、ユーザーに対し一切の責任を負いません。ユーザー
が本製品の使用または使用不能により受けた直接的または間接的な財産的損害（営業上の
損害を含みます）および精神的損害について、原因の如何を問わずセルシスは責任を負い
ません。
■本素材について
1. 本素材が収録または同梱されている場合、ユーザーは、本素材を複製し、そのまま、ま
たは改変等した上でユーザー自身の作品の制作に使用し、当該作品を公衆送信、頒布、譲
渡、貸与等できます。
2. 本素材について、ユーザーが以下の行為を行うことを禁止します。
(1) 改変等の有無を問わず、本素材を本製品から分離、独立させた状態で公衆送信、頒布、
譲渡、貸与等する行為（本素材を使用した作品の公衆送信、頒布、譲渡、貸与等を除きま
す）。
(2) 改変等の有無を問わず、本素材の使用について再使用許諾等する行為。
(3) 本素材を使用して制作した作品を、明らかに当該作品から本素材を抽出できる状態で
公衆送信、頒布、譲渡、貸与等する行為。
(4) 本素材を主たる構成要素として商品またはサービス自体のデザインとして使用する行
為または商標・ロゴマーク・シンボルマーク・イメージキャラクターとして使用、登録す
る行為。
(5) 権利保護等を目的として本素材に設定される技術的な制限を解除、無効化する行為、
当該行為の方法を公開する行為または設定された技術的な制限を解除、無効化した本素材
を使用（複製、改変等、再使用許諾、公衆送信、頒布、譲渡、貸与等を含みますが、これ
らに限りません）する行為。
(6) 本素材を公序良俗または法令に違反する表現、作品等に使用する行為。
(7) その他、セルシスが本素材に関して有する一切の知的財産権その他の権利を侵害する、
または侵害する可能性のある行為。
■サンプルデータについて
本製品を使用して制作した作品例（以下「サンプル」といいます）が収録または同梱され
ている場合、サンプルの著作権は、セルシスまたはセルシスに対し適正に許諾を与えた第
三者に帰属します。ユーザーは、サンプルについて、法令上認められる範囲を超えて、権
利者の事前の許諾なく使用（複製、改変等、再使用許諾、公衆送信、頒布、譲渡、貸与等
を含みますが、これらに限りません）できません。
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B_20131031_01
-------------------------------------------------------------------------------■「 本 製 品 」に 含 ま れ る 、CMYK 画 像 変 換 処 理 に は Adobe(R)よ り 提 供 さ れ て い る ICC
Profile を 使 用 し て い ま す 。
「本製品」に含まれる ICC Profile は、同等のものを Adobe(R)のサイトから入手すること
ができます。
「本製品」に含まれる ICC Profile に関しての責任は CELSYS,Inc.にあり、Adobe(R)はいか
なる保証も行いません。
「本製品」に関しての保証は、本契約に従います。
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 CMYK 画 像 変 換 処 理 に は "ICC Profile Library"を 使 用 し
ています。
This product includes software developed by the The International Color Consortium
(www.color.org)
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 TIFF 画 像 の 圧 縮 伸 長 処 理 は "libtiff"ラ イ ブ ラ リ を 使 用
しています。
Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and
its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided
that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of
Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or
publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND,
OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
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WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF THIS SOFTWARE.
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 JPEG 画 像 の 圧 縮 伸 長 処 理 は 、 Independent JPEG Group
の "jpeglib"ラ イ ブ ラ リ を 使 用 し て い ま す 。
Copyright (c) 1991-2014, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.
This software is based in part on the work of the Independent JPEG
Group.
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 PNG 画 像 の 圧 縮 伸 長 処 理 は 、 "libpng"ラ イ ブ ラ リ を 使 用
しています。
libpng version 1.6.16 - December 22, 2014
Copyright (c) 1998-2014 Glenn Randers-Pehrson
Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger
Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
■「 本 製 品 」に 含 ま れ る 、GIF 画 像 の 圧 縮 伸 長 処 理 は 、"GIFLIB"を 使 用 し て い ま す 。
The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997

Eric S. Raymond

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
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THE SOFTWARE.
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 GIF 画 像 の 減 色 処 理 は 、 "NeuQuant"を 使 用 し て い ま す 。
NeuQuant Neural-Net Quantization Algorithm
-----------------------------------------Copyright (c) 1994 Anthony Dekker
NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994.
See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization"
in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367.
for a discussion of the algorithm.
See also

http://members.ozemail.com.au/~dekker/NEUQUANT.HTML

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or
indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable,
world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal
in this software and documentation files (the "Software"), including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive
copies from any such party to do so, with the only requirement being
that this copyright notice remain intact.
■「 本 製 品 」に 含 ま れ る 、LWO, LWS フ ァ イ ル 読 み 込 み 処 理 は 、"Object Library 2、
Scene Library 3"を 使 用 し て い ま す 。
Object Library 2、 Scene Library 3 v1.0 b24
Copyright (C) 2000-2004 by D-STORM, Inc.
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 フ ァ イ ル 読 み 込 み 処 理 は 、 "FBX SDK"を 使 用 し て い ま す 。
This software contains Autodesk® FBX® code developed by Autodesk, Inc. Copyright 2013
Autodesk, Inc. All rights, reserved. Such code is provided “as is” and Autodesk,
Inc. disclaims any and all warranties, whether express or implied, including without
limitation the implied warranties of merchantability, fitness for a particular
purpose or non-infringement of third party rights. In no event shall Autodesk, Inc.
be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential
damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services;
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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 such code.
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 XML フ ァ イ ル 読 み 込 み 、 書 き 込 み 処 理 は 、 "Xerces-C++"
ライブラリを使用しています。
Mac 版のみ、同ライブラリの一部ソースコードの修正を行っています。
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution
as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner
that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that
control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the
purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to
cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise,
or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions
granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but
not limited to software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or
translation of a Source form, including but not limited to compiled object code,
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generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made
available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in
or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is
based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations,
elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of
authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of
the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof,
that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright
owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the
copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of
electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing
lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by,
or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work,
but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in
writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of
whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within
the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License,
each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive,
no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute
the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each
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Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make,
have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where
such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that
are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their
Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated
within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any
patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as
of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative
Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object
form, provided that You meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this
License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You
changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute,
all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of
the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative
Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any
Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution
notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain
to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within
a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a
display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only
and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within
Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text
from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
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You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide
additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or
distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole,
provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any
Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor
shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms
or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor
regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names,
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for
reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing
the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing,
Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an
"AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied,
including,

without

limitation,

any

warranties

or

conditions

of

TITLE,

NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are
solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing
the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this
License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort
(including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law
(such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any
Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited
to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or
any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.
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9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or
Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance
of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act
only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor
harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor
by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 数 学 演 算 処 理 に は "Imath Library"を 使 用 し て い ま す 。
Copyright (c) 2002-2011, Industrial Light & Magic, a division of Lucas film
Entertainment Company Ltd. Portions contributed and copyright held by others as
indicated. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* Neither the name of Industrial Light & Magic nor the names of any other contributors
to this software may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "ASIS" 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,
ORPROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
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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.
■ GLee に つ い て
GLee
GL Easy Extension Library
Version 5.4
By Ben Woodhouse
http://elf-stone.com
LICENSE
Copyright (c)2009

Ben Woodhouse

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY BEN WOODHOUSE ``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 BEN WOODHOUSE 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.
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 物 理 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 計 算 処 理 は 、 "Bullet Continuous
Collision Detection and Physics Library"を 使 用 し て い ま す 。
Copyright (c) 2003-2011 Erwin Coumans

http://bulletphysics.org
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■「 本 製 品 」に 含 ま れ る 、3D キ ャ ラ ク タ ー の 制 御 処 理 に は Dream Factory の 技 術 を
使用しています。
Copyright (c) 2012 Dream Factory Co., Ltd.
■「 本 製 品 」に 含 ま れ る 、HTML エ デ ィ タ は 、"Closure Library"を 使 用 し て い ま す 。
Copyright 2009 The Closure Library Authors. All Rights Reserved.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
the License is distributed on an "AS-IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under
the License.
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 JavaScript の 記 述 を 簡 素 化 す る 技 術 に 、 "jQuery" を 使
用しています。
Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors
http://jquery.com/
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the"Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
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PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 JavaScript を 利 用 し た モ ー ダ ル ダ イ ア ロ グ の 表 示 に 、
"ColorBox"を 使 用 し て い ま す 。
Copyright (c) 2012 Jack Moore - jacklmoore.com
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
■「 本 製 品 」に 含 ま れ る 、JavaScript を 利 用 し た イ ン ジ ケ ー タ ー の 表 示 に 、"spin.js"
を使用しています。
Copyright (c) 2011 Felix Gnass [fgnass at neteye dot de]
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
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The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 JavaScript を 利 用 し た グ リ ッ ド レ イ ア ウ ト の 表 示 に 、
"jquery.vgrid.js"を 使 用 し て い ま す 。
Copyright 2009-2013 xlune.com All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
■ OpenSSL に つ い て
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
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permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display
the following acknowledgment: "This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or
promote products derived from this software without prior written permission. For
written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL"
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED 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 OpenSSL PROJECT OR ITS 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.
====================================================================

22

This

product

includes

cryptographic

software

written

by

Eric

Young(eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License
----------------------Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following
conditions are aheared to.

The following conditions apply to all code found in this

distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are
not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the
author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation
(online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display
the following acknowledgement:
"This

product

includes

cryptographic

software

written

by

Eric

Young

(eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from
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the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps
directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``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 AUTHOR 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.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative
of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence
[including the GNU Public Licence.]
■ 「 本 製 品 」 に 含 ま れ る 、 Ogg 形 式 の オ ー デ ィ オ フ ァ イ ル 書 き 出 し 処 理 は "libogg"
と "libvorbis"を 使 用 し て い ま す 。
Copyright (c) 1994-2011 Xiph.org Foundation
Copyright (c) 1994-2015 Xiph.org Foundation
C_20160728_03
-------------------------------------------------------------------------------改訂日：2016 年 7 月 28 日
株式会社セルシス
URL ： https://www.celsys.co.jp/
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