
Aʼｓにおける「V-Ray」使⽤に関する使⽤許諾条項 

Aʼs で「V-Ray」をご利⽤いただくには、Chaos Group Ltd 社が別途定めるライセンス使⽤許諾とエンドユーザー使⽤許
諾の条項にご同意いただく必要があります。インストール画⾯で Chaos Group Ltd 社が定めるライセンス使⽤許諾の同
意をもって、エンドユーザー使⽤許諾にも同意いただいたものといたします。 
なお、Chaos Group Ltd 社は、使⽤許諾について英⽂のみ効⼒があるとしています。⽇本語翻訳については、弊社があ
くまで参考として公開しているもので、効⼒がないことをご理解の上、ご使⽤ください。 

■エンドユーザー使⽤許諾 
⽇本語翻訳 補⾜）エンドユーザー︓御社 

ライセンシー︓弊社（株式会社シーピーユー） 
V-Ray ランタイム再頒布可能ファイル︓弊社からご購⼊いただいた「V-Ray」に関わるファイル 

原 ⽂  ⽇本語翻訳（参考） 

1. This software contains binary code developed and provided by 
Chaos Software Ltd. 

 1. このソフトウェアには、Chaos Software Ltd.が開発し提供
するバイナリコードが含まれています。 

2. All rights, reserved. Such code is provided “AS IS” and unless 
otherwise required by applicable law, Chaos Software 
disclaims any and all warranties, whether express or implied, 
including without limitation the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose or 
noninfringement of third party rights. To the maximum extent 
permitted by applicable law, in no event shall Chaos Software 
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 such code. 

 2. ソフトウェアの全ての権利を Chaos Software Ltd.が所有し
ています。そのコードは現状のまま提供され、適⽤される法
によって要求されない限り、Chaos Software Ltd.は、商品
性、特定の⽬的への適合性、第三者の権利の⾮侵害性の暗黙
の保証を含め、明⽰的にも黙⽰的にも⼀切の保証を否認しま
す。適⽤される法律で許容される最⼤限の範囲において、
Chaos Software Ltd.は、そのコードから⽣じたものであっ
ても、いかなる直接的、間接的、偶発的、特別な、模範的、
または結果的損害（例えば、代⽤品またはサービスの調達、
使⽤できないこと、データの損失、利益の損失、ビジネスの
中断等、しかし、これらに限定されない）について、契約、
厳格責任、または不法⾏為（過失またはその他を含む）にか
かわらず、理論的な責任に起因したとしても、責任を負うこ
とはありません。 

3. prohibit to the Licenseeʼs End Users:  3. ライセンシーのエンドユーザーに次の⾏為を禁⽌する︓ 
(i) the reproduction (except for archival and/or backup 

copies permitted by law) of the V-Ray Runtime 
Redistributable; 

(i) V-Ray ランタイム再頒布可能ファイルの複製（法律で
許可されているアーカイブおよび/またはバックアップ
コピーを除く）。 

(ii) the reverse engineering, decompiling, disassembling, or 
otherwise attempting to disassemble the code, or 
attempt in any manner to reconstruct, discover, reuse or 
modify any source code or underlying algorithms of the 
V-Ray Runtime Redistributable, except to the limited 
extent as is permitted by law notwithstanding contractual 
prohibition; 

(ii) 契約上の禁⽌にもかかわらず法律で認められている限
定された範囲を除いて、V-Ray ランタイム再頒布可能
ファイルのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、
逆アセンブル、または逆アセンブルを試みる、または V-
Ray ランタイム再頒布可能ファイルのソースコードま
たは基礎となるアルゴリズムを再構築、発⾒、または再
利⽤する。 

(iii) the creation of derivative works or making translation, 
adaptation, arrangement or any other alteration of the V-
Ray Runtime Redistributable; 

(iii) 派⽣的著作物の作成、または V-Ray ランタイム再頒布
可能ファイルの翻訳、改変、整理、その他の改変を⾏う。 

(iv) the distributing, selling, sublicensing, renting, loaning, 
leasing, donating, sharing or giving the V-Ray Runtime 
Redistributable away in any other way to third parties; 

(iv) V-Ray ランタイム再頒布可能ファイルを配布、販売、サ
ブライセンス、レンタル、ローン、リース、寄付、共有
または、他のいかなる⽅法も含め、第三者に付与する。 

(v) the usage of any V-Ray Runtime Redistributable portion 
separately from the V-Ray Runtime Redistributable and 
the usage of the V-Ray Runtime Redistributable 
separately from Licenseeʼs Works; 

(v) V-Ray ランタイム再頒布可能ファイルとは切り離し
て、V-Ray ランタイム再頒布可能ファイルの⼀部を利
⽤する。ライセンシーの著作物と切り離して V-Ray ラ
ンタイム再頒布可能ファイルを使⽤する。 

(vi) the removing or altering of any copyright or other 
proprietary notice from the V-Ray Runtime Redistributable; 

(vi) V-Ray ランタイム再頒布可能ファイルから著作権また
はその他の権利に関する告知の削除または変更。 

(vii) the usage of the V-Ray Runtime Redistributable in a 
manner that infringes any third party IP rights or any 
other rights; 

(vii) 第三者の知的財産権その他の権利を侵害する形での V-
Ray ランタイム再頒布可能ファイルの使⽤。 

(viii) the participation in any illegal, deceptive, misleading or 
unethical practices and activities, which may be 
detrimental to Software or Chaos Software; 

(viii) ソフトウェアまたはカオスソフトウェアに有害となる
可能性のある、違法な、欺瞞的な、誤解を招く、または
倫理的ではない⾏為および活動への参加。 

(ix) use a number of concurrent active licenses of the V-Ray 
Runtime Redistributable that exceed the number of 
licenses acquired; 

(ix) V-Ray ランタイム再頒布可能ファイルを取得している
ライセンス数を超えた数だけ、同時並⾏でアクティブラ
イセンスを使⽤する。  


