
FME®ソフトウェアライセンス契約書 

重要 – 注意してお読みください：本 FME ソフトウェアライセンス契約書（以下、「本契約」）は、お客様（個人また
は法人単体の両方）と Safe Software Inc.（以下、「Safe Software」）との間の本ソフトウェアならびに本契約の提
供に付随する関連資料を対象とした法的契約です。お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料をインストール、ダウン
ロード、複製、アクセス、またはその他の手段で使用することで、本契約の契約条項に拘束されることに同意します。す
べての契約条項に同意いただけない場合は、本ソフトウェアおよび関連資料をダウンロード、インストール、または使用
しないでください。 

本契約は Safe Software によるライセンスの許諾であり、製品を販売するものではありません。お客様は、本契約によ
り Safe Software の専有ソフトウェアならびに関連資料を一定の制限付きで使用できる権利を付与されます。本契約
に明記されていないすべての権利は、Safe Software が留保します。 

1. 定義：本契約で使用される以下の単語、言い回し、用語は以下の意味を持つものとします。 

「同時使用」とは、一度に本ソフトウェアを使用できる仮想、またはその他のマシンの最大数を意味します。 

「エンジン」とは、本ソフトウェアのライセンスに関連する専有の処理用コアを意味します。 

「環境」とは、ディザスタリカバリ（フェールオーバーを含む）、開発、ステージング（テスト、本番前工程、品質保証また
はその他の非本番段階での使用）および本番用のいずれかの目的で使用するソフトウェア、ハードウェア、第三者製
アプリケーション、およびその他のコンピューティング要素を組み合わせたものを意味します。  

「ソフトウェア」とは、FME Desktop、FME Server、エンジン、ソフトウェア開発キット（以下、「SDK」）を始めとする、バッ
クアップ、パッチ、サービスパック、更新、拡張機能もしくは許可された統合コピーを含むあらゆる形式でメディアに保存
された、Safe Software の専有ソフトウェアテクノロジの完全なまたは一部の複製を意味します。 

「関連資料」とは、Safe Software から印刷または電子形態（新規、改訂、修正された文書を含む）で提供される
すべてのユーザー情報、参照情報、運用情報、訓練情報または関連情報を意味します。 

2.許可される使用法：Safe Software は本契約ならびに注文書の契約条項に従って、制限された、非排他的、譲
渡不可の以下の本ソフトウェアならびに関連資料のインストールおよび使用に関するライセンスをお客様に付与します。 

A. 固定ライセンスを取得している場合は、指定した単体の物理または仮想マシン上に本ソフトウェアの複製 1

部をインストールし、一度に 1 人のユーザーのみがアクセスできるような使用方法が許可されます。 

B. 指定数で同時使用が許可されるフローティングライセンスを取得している場合は、複数のマシンに本ソフトウェ
アをインストールできます。ただし、本ソフトウェアを一度に使用できるユーザーの数は、許可された同時使用数
よりも少ないことを条件とします。 

C. サーバーライセンスを取得している場合は、ユーザー数の制限なく本ソフトウェアをインストールすることができます。
サーバーライセンスはスタンダードエンジンかダイナミックエンジン、またはその両方に関連付けることができます。
お使いのサーバーライセンスに関連付けられている、使用可能なスタンダードエンジンの数は、許可された数を
超えることはできません。  お客様のサーバーライセンスに関連付けられている、使用可能なダイナミックエンジ
ンの数は、許可された CPU 処理時間を上限として制限なく使用できます。   



1 つのソフトウェアライセンスは、1 つの環境でのみ使用することができます。たとえば、開発環境、ステージング環境、本
番環境を構築するには、3 つのライセンスを個別に取得しなければなりません。異なる環境用のライセンスは、単独の
ライセンスファイルにまとめることはできません。 

お客様は、お客様の利益のためにのみ関連企業、コンサルタント、もしくは請負業者に本ソフトウェアへのアクセスを提
供し、使用させることができます。お客様は、合理的な判断により社内でのバックアップ用として必要になる場合にの
み、本ソフトウェアおよび関連資料（ただしライセンスは除く）の複製を追加で作成できます。それ以外の用途につい
ては、Safe Software から書面による同意を得なければなりません。 

FME Server ソフトウエアはクラウドベースのアプリケーションまたは Web サービスに組み込んで、一般に提供することがで
きます。FME Server をクラウドベースのアプリケーションまたは Web サービスに組み込んで使用する場合、第三者の利
益になるように、独自のデータや第三者のデータを処理させることができます。ただし、スタンドアロンの構成では、FME 

Server の機能を第三者に提供することはできず、クラウドベースのアプリケーションや Web サービスに機能や価値を追
加しなければなりません。 

3.許可されない使用法：本契約に明記されている場合を除き、データの管理、移行、変換をコンサルティングサービス
の主な目的とする第三者に対し、本ソフトウェアを使用して有料のコンサルティングサービスを提供することは、当該の
第三者も FME ソフトウェアのライセンスを保有していない限り許可されません。本ソフトウェアに直接第三者をアクセス
させるサービスビューローまたはアプリケーションサービスプロバイダーとして業務を行ってはなりませんライセンス許諾のない
第三者に対して、本ソフトウェアの販売、貸与、ホスト、リース、サブライセンス、期間貸し、譲渡、またはその他の方法
により本ソフトウェアに直接アクセスできる権限の付与を行ってはなりません。本契約または法律で許可されている範
囲を除き、本ソフトウェアおよび関連資料のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、改変、改ざんまたは派生物の作
成を行ってはなりません。 

FME Server を使用するクラウドベースのアプリケーションもしくは Web サービスに組み込む以外の方法で、第三者の使
用と利益のためにのみ、本ソフトウェアを使用してそのデータを処理することはできません。Safe Software から別途書面
による同意を得ない限り、第三者にスタンドアロンのデータ変換システムまたは Web サービスを提供するために FME 

Desktop を使用することはできません。本契約によって付与された範囲を超える権利を購入したい場合は、Safe 

Software の窓口（sales@safe.com）にお問い合わせください。 

4.第三者コンポーネント：本ソフトウェアには、第三者にライセンスされたソフトウェアコンポーネント（以下、「第三者コ
ンポーネント」）を組み込むことができます。第三者コンポーネントの著作権通知および/またはライセンスは、本ソフトウ
ェアの[詳細（About）]ボックスの法的通知ファイルで提供されます。または legal@safe.com に請求することもできま
す。第三者コンポーネントのすべてのライセンス条項は本契約と併せることで意味を持ち、本ソフトウェアに関するお客
様の権利および制限を規定する完全な記述となります。 

5.サンプルデータおよび許諾用の資格情報：本ソフトウェアとともに提供されるサンプルデータは、本ソフトウェアの機能
のテスト、評価および実演のために使用でき、それ以外の目的では使用できません。また、本ソフトウェアには、さまざま
な Web サービスとの接続を可能にする許諾用の資格情報（以下、「資格情報」）が事前にインストールされている
場合があります。これらの資格情報はテスト、評価および実演のために提供されます。お客様は、本ソフトウェアとの関
連でのみ、これらの資格情報を使用できます。第三者のライセンサーから提供されるこれらの資格情報は、Safe 

Software の管理対象ではなく、通知なく無効化される場合があります。本ソフトウェアを本番目的で使用する場合



は、専用のアカウントと使用予定の Web サービス用の許諾資格情報を取得する必要があります。専用の許諾資格
情報を取得する手順は関連資料で提供されます。 

6.統計情報の収集：ソフトウェアをアクティベーションする際に、本ソフトウェアに使用状況に関する匿名の統計情報
の収集を許可するかを選択できます。この情報収集のプロセスは匿名化され、Safe Software が個人を特定可能な
情報を取得することはありません。収集した情報は自動的に他のユーザーの情報と統合され、そこから得られた統計デ
ータは傾向ならびに利用パターンを把握し、本ソフトウェアの将来的なバージョンの開発目標を定めるために役立てられ
ます。統計データは、弊社の Web サイトや製品内で設定や使用方法に関する提案を行うためにも活用されます。使
用状況に関する統計情報の追跡は、[ツール（Tools）]タブ -> [FME オプション（FME Options）] -> [ワークベンチ
（Workbench）]タブで、いつでも無効化できます。 

7.ライセンスの交換：本ソフトウェアのライセンスを別のタイプ（たとえば固定ライセンスからフローティングライセンスへの
変更）にアップグレードする場合は、本ソフトウェアを新しいマシンに移動させるか、または新しいバージョンもしくは機能
が追加されたエディション（たとえば、Professional エディションから Database エディションへの変更）にアップグレードし
たあと、新しいソフトウェアライセンスのインストール時に、古いソフトウェアライセンスのアンインストールに同意します。すべ
てのアップグレードおよび代替ライセンスは、ライセンスの交換というかたちでお客様に提供されます。アップグレードしたソ
フトウェアを使用することで、お客様は以前のライセンスを使用する権利を自ら喪失します。ただし、アップグレード版の
ソフトウェアに移行するために旧バージョンが必要になる範囲においては、この限りではありません。 

8.所有権と著作権：Safe Software およびその第三者コンポーネントのライセンサーは、本契約の下でライセンスされた
本ソフトウェアおよび関連資料の複製に対して独占的な権利および所有権を留保します。本ソフトウェアおよび関連
資料は、米国、欧州およびカナダの著作権ならびに適用される国際条約および／または慣習法で保護されます。構
造、組織、コードは Safe Software およびそのライセンサーの価値ある企業秘密にあたります。お客様は、本ソフトウェア
または関連資料からロゴ、通知、商標、著作権表示を削除したり、隠覆したり、もしくは傷付けたりしないものとします。
お客様は、Safe Software の商号、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名などブランド特有の特徴を使用する権利を
有しません。お客様は、Safe Software 固有の権利を保護する著作権法が定められていない国に、本ソフトウェアおよ
び関連資料を輸出することに同意しないものとします。お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料を受け取った日から、
それらが不正に使用、複製、配布、または発行されることから守るために合理的な努力を払うことに同意するものとし
ます。 

9.本ソフトウェア用の第三者アプリケーション：本ソフトウェアをお客様または第三者が開発したアプリケーションととも
に使用する場合、お客様は、Safe Software がそれらのアプリケーションに対して、また、かかる第三者アプリケーションを
使用した結果生じる損失または損害に対して責任を負わないことに同意するものとします。お客様は、かかる第三者
アプリケーションのライセンス条項が以下の事項を守るようにしなければなりません。（a）Safe Software またはその第
三者コンポーネントライセンサーが本ソフトウェアに関する義務を形成しない、または形成する意図がないこと。（b）
Safe Software または第三者コンポーネントライセンサーの知的財産に対する権利を許諾しない、または許諾する意図
がないこと。（c）本契約の下で免責を許諾しない、または許諾する意図がないこと。 

10.輸出管理：お客様は、特定の物品もしくは技術データを、カナダ、米国、または適用される管轄から輸出したり、
再輸出したりすることは輸出管理法による規制の対象となる場合があることを認め、理解するものとします。本ソフト
ウェアはかかる輸出規制の対象となる場合があります。規制の対象となる限り、いかなる国にも本ソフトウェアを発送、



移転、ライセンス許諾、輸出または再輸出したり、あるいは適用される輸出法、規制、規則により禁止されている方
法で使用したりすることはできません。お客様は、本ソフトウェアを内蔵、包含、またはこれに依存する製品を輸出また
は再輸出する前に、すべての適切な権限を取得する責任を負います。 

11.譲渡：お客様は、Safe Software から事前に書面による同意を得ない限り、本契約の下での権利のいずれをも
譲渡しないものとします。かかる同意を得ていない譲渡の意図は無効となります。 

12.期間：本契約書内または両当事者が署名した別途同意書に明記されている場合、または本ソフトウェア注文書
に別段の記述のかたちで定められている場合を除き、永続的に本ソフトウェアのライセンスが付与されます。前述にか
かわらず、サブスクリプションプランで取得したソフトウェアは、サブスクリプション期間が終了すると失効します。また、
「動的エンジン」プランで取得したエンジンは、注文書で許可されている CPU 処理時間をすべて使い切ると失効します。
動的エンジンプランでは、使用される CPU 処理時間が本ソフトウェアによって追跡され、すべての CPU 処理時間が消
費されると、エンジンが無効化されることを理解するものとします。関連するサポートおよび保守サービスの注文は年間
の増加分として、追加での支払いが必要となります。 

13.契約の終了：お客様が本契約に違反し、Safe Software から書面による通知を受け取ってから 30 日以内にその
違反に対処しなかった場合、自動的に本契約および契約に対応する本ソフトウェアの使用権を喪失します。お客様
に評価目的で付与された本ソフトウェアのライセンスは、（1）本ソフトウェアの初回インストールから 30 日後の期限日、
または（2）期限切れにより本ソフトウェアが機能を停止した時点のいずれか早い時点で、自動的に喪失されます。
ただし、後に Safe Software からライセンスを購入したことで、本契約条項が完全な効力を持ち続けると見なされる場
合は、その限りではありません。契約が終了または期限が切れた際に本ソフトウェア、関連資料、全部もしくは一部の
複製、改変、あらゆる形態の統合部分をアンインストールするものとします。本契約の当事者は、有効な Safe 

Software の権利を保護するすべての条項を喪失する可能性があることに同意します。 

14.保証の制限：本ソフトウェアは「現状のまま」、すべての欠陥および不具合とともに提供されます。Safe Software

は、本ソフトウェアおよび関連資料の提供に使用するメディアには、受領日から 90日の間、通常使用およびサービスの
下では材質または制作技術に欠陥がないことを保証します。Safe Software は、本契約書に記載された権利を許諾
する権力を有していることを保証します。Safe Software は、適用法で許可される最大限の範囲において、明示的で
あるか暗示的であるかを問わず、商品性、合理的な技術および注意の発揮、または特定の目的への適合性につい
て、いかなる保証も行いません。Safe Software は、前述の一般性を制限することなく、本ソフトウェアがインストールさ
れたシステムへの損害、本ソフトウェアのデータ変換による破損、または理由の如何を問わず第三者が本ソフトウェア、
お客様のデータ、あるいはサービスを無償で使用した、もしくはそれらにアクセスしたことに起因する損失に対して責任を
負いません。 

本契約の下での保証期間および Safe Software の完全な責任における唯一の排他的救済策は、（i）本ソフトウェ
アおよび関連資料が含まれるメディアを交換する、または（ii）本ソフトウェアの初期購入費用を返金するものとしま
す。 

15.侵害の補償：Safe Software は、本ソフトウェアおよび関連資料が第三者の著作権、特許、商標またはその他の
知的財産権を侵害しているという申し立てに基づく範囲において、以下を条件として、提起された訴訟からお客様を
弁護し、補償します。（a）Safe Software は書面により適切に申し立ての通知を受けていること。（b）交渉および
申し立てを解決するために必要な合理的な支援、情報、権限を Safe Software に提供すること。（c）かかる申し立



てが、本ソフトウェアの入れ替え版または改変版リリースの使用に起因するものでなく、最新版または未改変版のリリ
ースを使用すればかかる侵害を回避できたと考えられること。（d）かかる申し立てが、本ソフトウェアを使用したり、運
用したり、または Safe Software が提供したものでないプログラム、データ、機器、資料を組み合わせたりしたことに起因
するものでなく、かかるプログラム、データ、機器、資料を用いずに本ソフトウェアを使用していれば、かかる侵害を回避
できたと考えられること。 

もし本ソフトウェアもしくは Safe Software の見解がかかる侵害の申し立ての主題となる、またはなる可能性がある場
合、お客様は Safe Software に対し、Safe Software の裁量ならびに負担において、以下のいずれかを許可するものと
します。（a）本ソフトウェアを継続して使用するためのお客様の権利の調達、または（b）本ソフトウェアによる侵害
が発生しないように一部もしくは全部を置換もしくは修正。上記救済策のいずれも利用できない、または現実的でな
い場合、Safe Software は本契約を終了し、本ソフトウェアの初期購入費用を、提供年を起点に年間 20%の割合で
按分した額がお客様に返金されます。当時最新のサポート条項に応じた支払い済みのサポート手数料も、同様に按
分した額が返金されます。本節では、違反に対して Safe Software が負う完全な義務を記述しています。 

16.責任の制限：本ソフトウェアおよび関連資料の使用もしくはパフォーマンスに起因する、もしくは関連する間接的、
特別、付随的、懲罰的、結果的な損害、または利益、収益、データ、取引の逸失に対しては、かかる損失または損
害が合理的に予測可能であったかどうかにかかわらず、いずれの当事者も責任を負いません。Safe Software は、いか
なる場合においても、お客様が本ソフトウェアに損害などで支払った額、または初期費用の過払い額に対して責任を
負いません。当事者は、Safe Softwareが本契約に規定された免責条項および制限を信頼して料金を定め、本契約
を締結すること、および当事者が当事者間におけるリスクの配分を考慮し、当事者間での取り決めに必要な基礎を
形成することに同意します。 

17.権利の非放棄：本契約の下で権利または救済策の実行を怠った、またはそれが滞った場合でも、Safe Software

は本契約の条項について権利放棄するものではなく、その後の条項への侵害について権利放棄するものでもありませ
ん。 

18.優先順位：本契約の条項は、お客様が Safe Software に提供した、いかなる発注書または文書の条項にも優
先します。本契約は英語以外の言語で提示される場合があります。ただし、非英語版と英語版との間に不一致があ
る場合は、英語版が優先します。本契約の修正は、両当事者が署名した書面によってのみ行うことができます。 

19.適用法：本契約には、カナダのブリティッシュコロンビア州の州法が適用されます。あらゆる争議は、カナダのブリテ
ィッシュコロンビア州の管轄裁判所により解決されるものとします。 

20.その他：本契約のいずれかの条項が管轄裁判所により強制不能または無効とされた場合、かかる条項はその目
的をもっとも達成できるように解釈され、その他すべての条項は効力を持ち続けます。本契約または本契約に記載さ
れたいずれの契約条項も、パートナーシップ、合弁事業、代理店または当事者間におけるその他類似の関係を形成す
るとは解釈されないものとします。明示的に規定されている場合を除き、本契約の下では他のいかなる権利またはライ
センスも許諾されません。 

I. 追加条項： 

以下の追加条項は特定のライセンスを使用するシナリオに適用されます。追加条項と前述の本契約の条項が一致
しない場合は、追加条項が適用されます。 



セットアップ時に SDK のインストールで[はい（YES）]を選択した場合、本項も本ソフトウェアおよび関連資料の使用に
適用されます。SDK は本ソフトウェアとのインターフェースとなるアプリケーションの設計、開発、テストの目的にのみ使用
でき、それ以外の目的では使用できません。お客様は、本 SDK を使用して開発したアプリケーションに対してのみ責任
を負うことに同意します。 

本ソフトウェアが無償の試用版ライセンスで許諾されている場合は、本項も本ソフトウェアおよび関連資料の使用に適
用されます。このライセンスの条項は制限される場合があります。試用版または評価版のライセンスによるソフトウェアは、
いかなる本番目的にも使用することはできず、評価、実演、概念実証、試作、自己学習の目的にのみ使用しなけれ
ばなりません。 

本ソフトウェアがホームユースライセンスで許諾されている場合は、本項も本ソフトウェアおよび関連資料の使用に適用
されます。このライセンスの条項は制限される場合があります。ホームユースライセンスによるソフトウェアは個人用として、
非商業用途にのみ使用できます。 

本ソフトウェアが研究ライセンスまたは非営利ライセンスで許諾されている場合は、本項も本ソフトウェアおよび関連資
料の使用に適用されます。このライセンスの条項は制限される場合があります。このライセンスによるソフトウェアはいか
なる商用目的にも使用できず、アプリケーションプロセスの期間中に Safe Software の承認を受けたプロジェクトにのみ
使用しなければなりません。 

本ソフトウェアが学生、インストラクター、トレーニング、その他の教育用ライセンスで許諾されている場合は、本項も本ソ
フトウェアおよび関連資料の使用に適用されます。このライセンスの条項は制限される場合があります。このライセンスに
よるソフトウェアは、いかなる本番目的にも使用することはできず、トレーニング、実演、および教育の目的にのみ使用し
なければなりません。 

本ソフトウェアが新規卒業者向けライセンス（以下、「新卒ライセンス」）で許諾されている場合は、本項も本ソフトウ
ェアおよび関連資料の使用に適用されます。新卒ライセンスの条項は制限される場合があります。新卒ライセンスによ
るソフトウェアは、指名ユーザーであるお客様自身のためにのみ使用されます。新卒ライセンスは就業先の雇用主の利
益のために本番用または商用として使用することができます。ただし、新卒ライセンスは、Safe Software から事前の同
意を得ずに雇用主、同僚、または別の第三者に譲渡もしくは売却することはできません。 

本ソフトウェアが開発プログラムライセンスで許諾されている場合は、本項も本ソフトウェアおよび関連資料の使用に適
用されます。開発プログラムライセンスの条項は制限される場合があります。開発プログラムライセンスによるソフトウェア
は、いかなる本番目的にも使用することはできません。開発プログラムライセンスは本ソフトウェアとのインターフェースとな
るアプリケーションの開発およびテスト目的にのみ使用でき、それ以外の目的で使用することはできません。 

本ソフトウェアがデモライセンスで許諾されている場合は、本項も本ソフトウェアおよび関連資料の使用に適用されます。
デモライセンスの条項は制限される場合があります。デモライセンスによるソフトウェアは、いかなる本番目的にも、または
第三者への有料サービスの提供にも使用することはできません。デモライセンスは実演、評価、トレーニング、社内向け
学習、概念実証、試作目的にのみ使用することができます。追加の使用権は、当事者との間で署名付き契約の一
部として合意することができます。 

本ソフトウェアまたは本ソフトウェアのコンポーネントに「ベータ版」、「テクニカルプレビュー版」、または「リリース候補版」と
表示されている場合は、本項も本ソフトウェアおよび関連資料の使用に適用されます。ベータ版、テクニカルプレビュー



版、およびリリース候補版の本ソフトウェアまたは本ソフトウェア内のコンポーネントは、リリース前のソフトウェアと見なされ
ます。そのため欠陥や不具合がある可能性があります。お客様は、これらのバージョンの本ソフトウェアを使用することに
よるすべてのリスクが、予測不能か合理的かにかかわらず、そのリスクを受け入れるものとします。 

米国政府による権利の制限：本ソフトウェアおよび関連資料を米国政府の一部門または政府機関の代理で直接
または間接的に取得した場合は、本項が適用されます。本ソフトウェアおよび関連資料は、Safe Software の費用に
おいて開発された商品であり、同社の企業秘密です。お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料が、FAR のサブパート
12.211/12.212、または DFARS のサブパート 227.7202、または後続規定の下で、本契約の条項に準拠する、制限さ
れた権利により許諾されていることに同意します。 

最終更新日：2021 年 2 月 5 日 


