EXHIBIT FOR ON‐PREMISE SOFTWARE (2014v3)
1.

2.

DEFINITIONS
1.1

“Disaster Recovery Environment” means Customer’s technical environment designed solely to allow
Customer to respond to an interruption in service that is due to an event beyond Customer’s control, where
Customer cannot provide critical business functions for a material period of time.

1.2

“Intranet” means a private, proprietary computer network accessible only by employees and authorized
individual contractors of Customer. Intranet does not include portions of the Internet, network communities
open to suppliers, vendors, or service providers, or network communities open to the public (such as
membership or subscription‐driven groups, associations, and similar organizations).

LICENSE AND RESTRICTIONS
2.1

License Grant
(A) Subject to the terms of this Agreement, Adobe grants Customer, during the License Term, a non‐
exclusive and non‐transferable license to:
(1) install and use the On‐premise Software on Computers for its internal operations, for the platforms
and quantities set out in the Sales Order, and in accordance with this Agreement (including any
PDM); and
(2) use, copy, and distribute internally the Documentation in accordance with this Agreement, as
reasonably required for lawful use of the On‐premise Software. Any permitted copies of the
Documentation must contain the same copyright and other proprietary notices that appear in the
original Documentation.
(B) The license in section 2.1(A) does not grant Customer a license to any software components, modules,
or other software that may be delivered with the On‐premise Software, but are not licensed to
Customer and identified in the Sales Order.

2.2

Termination or Expiration. Upon termination of a license or this Agreement, or upon expiration of the
License Term, Customer must cease to use the On‐premise Software, uninstall all copies of the On‐premise
Software from all Computers, and destroy any media containing the On‐premise Software. Some or all of
the On‐premise Software may cease to operate without prior notice upon expiration or termination of the
License Term.

2.3

Archival and Disaster Recovery. Customer may make a reasonable number of copies of the On‐premise
Software for archival purposes and install and use the copies only when the primary copy has failed or is
destroyed. Customer may also install copies of the On‐premise Software in a Disaster Recovery Environment,
on a cold backup basis, for use solely in disaster recovery, and not for production, development, evaluation,
or testing. For purposes of the prior sentence, cold backup basis means that the backup copies are

completely disconnected from any use environment and not receiving automatic data updates,
and those backup copies require a manual activation process to pick up the use environment load
during the failure of the primary copies.

3.

2.4

No Unbundling. The On‐premise Software is designed and provided to Customer for use as a single product.
Customer may not unbundle any components for use on multiple Computers.

2.5

Prohibited Use. Except as expressly permitted under this Agreement, Customer must not: (A) use the On‐
premise Software on behalf of any third party; (B) grant any rights in the On‐premise Software on a
membership or subscription basis; or (C) use or permit the use of the On‐premise Software in a computer
service business, third‐party outsourcing service, or service bureau, on a time‐sharing basis, or as part of a
hosted service.

UPDATE REQUIREMENTS
3.1

If the On‐premise Software is an upgrade or update to a previous version of the On‐premise Software,
Customer must possess a valid license to the previous version to use the upgrade or update. All upgrades
and updates are provided to Customer on a license‐exchange basis, which means, subject to section 3.2 of
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this Exhibit, Customer must, upon installing the upgrade or update, uninstall and cease using the previous
version of the On‐premise Software. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, such
upgrades and updates constitute On‐premise Software, and are subject to the terms of this Agreement and
the then‐current version of the applicable PDM.
3.2

4.

Upon installing an upgrade or update, Customer may continue to use a simultaneous installation of the
previous version of the On‐premise Software to assist Customer in the transition to the upgrade or update
for a reasonable period of time (not to exceed 180 days), after which Customer must uninstall and cease
using the previous version. Except for this limited right to simultaneous installation and use, this right does
not otherwise constitute an increase in the scope of use granted to Customer under this Agreement.

LIMITED WARRANTY; REMEDIES
4.1

Warranty. Adobe warrants to Customer that the On‐premise Software will perform substantially in
accordance with the Documentation for 90 days following the delivery of the On‐premise Software. This
limited warranty only applies to On‐premise Software that consists of Indemnified Technology. Customer
must make these warranty claims to Adobe within this 90‐day period. To the extent permitted by law,
Customer’s sole and exclusive remedy and Adobe’s sole liability under or in connection with this warranty
will be limited, at Adobe’s option, to (A) replacement of the On‐premise Software; or (B) refund of the fees
Customer paid for the On‐premise Software.
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オンプレミスソフトウェア付録 (2014v3)
1.

2.

定義
1.1

「障害回復環境」とは、相当の期間にわたり重要な業務機能をお客様側が提供できない事態を生
じさせる、お客様のコントロールが及ばない事由によるサービス中断に対して、お客様が対処で
きるようにすることのみを目的として設計されたお客様の技術環境を意味します。

1.2

「イントラネット」とは、お客様の従業者（役員を含みます）および承認された個人契約者のみ
がアクセスすることのできる、非公開かつ専用のコンピューターネットワークを意味します。イ
ントラネットには、インターネットや、サプライヤー、ベンダーもしくはサービスプロバイダー
に開放されているネットワークコミュニティ、または一般に開放されているネットワークコミュ
ニティー（メンバーシップやサブスクリプションに基づくグループ、団体および同様の組織等）
は含まれません。

ライセンスおよび制限
2.1

ライセンス許諾
(A) アドビはお客様に対し、本契約の諸条件に従い、ライセンス期間中、非独占的、譲渡不可の
以下のライセンスを許諾します。
(1) オンプレミスソフトウェアを、社内業務を目的として、セールスオーダーに規定された
プラットフォームおよび数量で、本契約（あらゆる PDM も含みます）に従ってコン
ピュータにインストールし使用すること。
(2) ドキュメンテーションを、オンプレミスソフトウェアの合法的な使用に合理的に必要な
ため、本契約に従って社内で使用、複製、頒布すること。本項で許諾されるドキュメン
テーションの複製には、元のドキュメンテーションに掲載される著作権その他の所有権
表示と同一のものが記載されていなければなりません。
(B) 第 2.1(A)項のライセンスは、お客様に対し、オンプレミスソフトウェアと共に提供されるも
のの、お客様にライセンス許諾されておらずセールスオーダーに特定されていないソフト
ウェアコンポーネント、モジュールまたは他のソフトウェアまでライセンス許諾するもので
はありません。

2.2

終了または満了：ライセンスもしくは本契約の終了、またはライセンス期間の満了時に、お客様
はオンプレミスソフトウェアの使用を中止し、すべてのコンピュータからオンプレミスソフト
ウェアのコピーをアンインストールし、オンプレミスソフトウェアを含むメディアをすべて廃棄
しなければなりません。ライセンス期間が満了または終了した場合、オンプレミスソフトウェア
の一部または全部が事前通知なく動作を停止することがあります。

2.3

アーカイブおよび障害回復：お客様は、アーカイブを目的として、オンプレミスソフトウェアの
合理的な数のコピーを作成することができます。かかるコピーはメインのコピーに障害が起きた
り破損した場合にのみインストールして使用することができます。また、障害回復環境において
も、コールドバックアップとして、障害回復の用途に限りオンプレミスソフトウェアのコピーを
インストールすることができますが、実務目的、開発目的、評価目的またはテスト目的でインス
トールすることはできません。前文の目的において、コールドバックアップとは、バックアップ
コピーがいかなる使用環境からも完全に切断され、自動的なデータアップデートが行われないこ
とを意味します。また、これらのバックアップコピーは、プライマリーコピーの不具合の間、使
用環境の負荷を上げる、手動によるアクティベーションプロセスを要します。

2.4

バンドル解除の禁止：オンプレミスソフトウェアは、単一の製品として使用されることを目的と
して設計され、お客様に提供されています。お客様は、複数のコンピューターで使用することを
目的として、いかなるコンポーネントもバンドル解除することはできません。

2.5

禁止された使用：本契約で明示的に許可されている場合を除き、お客様は、 (A) 第三者に代わっ
てオンプレミスソフトウェアを使用すること、(B) メンバーシップまたはサブスクリプションの下
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でオンプレミスソフトウェアに対する権利を付与すること、または (C) タイムシェアリング方式
もしくはホスティングサービスの一環として、コンピューターサービス事業、第三者アウトソー
シングサービスもしくはサービスビューローにおいてオンプレミスソフトウェアを使用すること
または使用を許諾することを、禁止されています。
3.

4.

更新の要件
3.1

オンプレミスソフトウェアがその旧バージョンのアップグレード版またはアップデート版である
場合、お客様は、旧バージョンの有効なライセンスを所有しない限り、そのアップグレード版ま
たはアップデート版を使用することはできません。アップグレード版およびアップデート版はす
べて、ライセンス交換方式でお客様に提供されます。すなわち、お客様は、本付録第 3.2 項を条
件として、アップグレード版またはアップデート版のインストール時に、オンプレミスソフト
ウェアの前バージョンをアンインストールし、使用を中止しなければなりません。本契約の他の
定めにかかわらず、かかるアップグレード版またはアップデート版はオンプレミスソフトウェア
を構成し、本契約の諸条件およびその時点で最新のバージョンの適用される PDM に従うものとし
ます。

3.2

お客様は、アップグレード版またはアップデート版のインストールに際して、合理的な期間（最
大 180 日間とします）、アップグレード版またはアップデート版への移行を支援する目的で、オ
ンプレミスソフトウェアの前のバージョンを同時にインストールしたまま使用し続けることがで
きます。お客様は、その期間の後、前のバージョンをアンインストールし、使用を中止しなけれ
ばなりません。同時インストールおよび使用に関するかかる限定的権利を除き、かかる権利は、
本契約においてお客様に許諾された使用の範囲を拡大させるものではありません。

限定的保証、救済措置
4.1

保証：アドビは、オンプレミスソフトウェアの納品から 90 日間、オンプレミスソフトウェアが
ドキュメンテーションに従って実質的に稼働することを保証します。かかる限定的保証は、補償
対象テクノロジーで構成されるオンプレミスソフトウェアにのみ適用されます。お客様はかかる
保証の請求を、前記 90 日間に行なわなければなりません。法令上許容される限度おいて、本保証
における、あるいは本保証に関連する、お客様の唯一かつ排他的な救済措置およびアドビの唯一
の責任は、アドビの選択により、(A) オンプレミスソフトウェアの交換、または (B) お客様が支
払ったオンプレミスソフトウェアの料金の返金となります。
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