PRODUCT DESCRIPTIONS AND METRICS
Adobe PDM ‐ AEM 6.0: On‐premise (2015v1)
The Products and Services described in this Product Description and Metrics (“PDM”) document are subject to the
applicable Sales Order, PDM, Exhibit for On‐premise Software, and General Terms.
This PDM describes the following On‐premise Software:
Section
1

1.

Name of Product
Adobe Experience Manager Sites

2

Adobe Experience Manager Assets

3

Adobe Experience Manager Forms

Adobe Experience Manager Sites (“AEM Sites”) – Product Description
AEM Sites is a web content management platform for delivering digital cross‐channel customer experiences and
provides an authoring environment with support for in‐place editing, drag‐and‐drop page composition from a
library of web components, and controls for search engine optimization, scheduled delivery, and landing page
optimization.
1.1

AEM Sites
(A) License Metric. AEM Sites is licensed per each base package. A separate base package must be
licensed for each AEM Deployment. AEM Sites base package includes one Author Instance, one
Publish Instance, and an unlimited number of Dispatcher Instances.
(B) Description. AEM Sites includes the following capabilities. Use of these capabilities is licensed to
Customer for use on both Instances included with AEM Sites and on each Additional Instance of AEM
Sites licensed and added to the AEM Deployment.
(1) Media Library. Media Library provides a limited tool for the production and distribution of digital
assets. Media Library includes a content repository, Creative Suite integration via Adobe Drive
and WebDAV, Creative Cloud file share integration, basic metadata management, asset
versioning, basic tag management, activity streams (timelines), and limited rights management
functionality.
(2) Capabilities Included. AEM Sites also includes use of any of the following modules and tools on
each licensed AEM Deployment of AEM Sites: Adobe Marketing Cloud Integrations, Adobe Digital
Publishing Suite Integrations, clustering options, advanced content management, Dispatcher
Instances, LDAP with Single Sign On (SSO), Marketing Campaign Management, Media Publisher,
Portal, Portal Director, Targeting, and Projects.
(C) Product Limitations and Use Restrictions
(1) AEM Sites integrations with Adobe Marketing Cloud, Adobe Digital Publishing Suite, Adobe
Creative Cloud, and Adobe Creative Suite include only the integration code; Customer must
license each of the additional products separately.
(2) A separate license for AEM Sites base package is required for each AEM Deployment of AEM Sites.
Additional Instances may be licensed separately and added to an AEM Deployment of AEM Sites
to increase the capacity of that AEM Deployment.
(3) AEM Sites does not include licenses for AEM Users, which must be licensed separately and
identified in the applicable Sales Order.
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1.2

AEM Sites Add‐ons
(A) Additional Instances
(1) License Metric. Additional Instances are licensed per Instance.
(2) Description. Additional Instances are added to an AEM Deployment of AEM Sites to increase the
capacity of this AEM Deployment and can be designated either as an Author or Publish Instance.
(3) Product Limitations and Use Restrictions. Additional Instances may only be added to an AEM
Deployment where the AEM Sites base package has been licensed and installed, and may not be
used independently to perform any features or functions of AEM Sites.
(B) AEM Users
(1) License Metric. AEM Users are licensed on a named‐user basis, meaning that a User license is
granted to a single User who is authorized to access or use the AEM Sites or AEM Assets products
licensed herein.
(2) Product Limitations and Use Restrictions. AEM User license(s) may not be used concurrently (i.e.
the same login ID may not be used by more than one User or Computer at a discrete moment in
time) or by multiple Users.
(C) Commerce
(1) License Metric. Commerce is licensed per Instance where in‐use. Commerce is in‐use on any
Author or Publish Instance where the Commerce functionality, or any portion thereof, is being
used or was previously activated (even if not continuously in‐use) on that Instance.
(2) Description. Commerce provides basic commerce capabilities including product pages, shopping
cart, and a standard set of APIs to integrate with eCommerce systems.
(D) Mobile
(1) License Metric. Mobile is licensed per Instance where in‐use. Mobile is in‐use on any Author or
Publish Instance where the Mobile functionality, or any portion thereof, is being used or was
previously activated (even if not continuously in‐use) on that Instance.
(2) Description. Mobile leverages the AEM Sites platform and interface to deliver web content across
a range of mobile devices; providing functionality for creating mobile specific websites, viewing a
mobile page emulated for a mobile device, or switching between several views. Mobile includes
LiveCopy functionality, which allows a link content between standard websites created in AEM
Sites and mobile/tablet sites created with Mobile. Customers do not need Multi‐Site Manager to
use LiveCopy functionality between a standard website and a mobile site. However, if Customer
is managing multiple websites for different regions, languages, etc. Multi‐Site Manager is
required.
(E) Multisite Manager
(1) License Metric. Multisite Manager is licensed per Instance where in‐use. Multisite Manager is in‐
use on any Author Instance where the Multisite Manager functionality, or any portion thereof, is
being used or was previously activated (even if not continuously in‐use) on that Instance.
(2) Description. Multisite Manager lets AEM Users define relations between sites and to what
degree re‐use or control is exerted on the different sites. Once set up, Multisite Manager does
this automatically.
(3) Product Limitations and Use Restrictions. Multisite Manager is only for use with Instances
designated as Author Instances and will not function with Publish Instances.
(F) Social Communities
(1) License Metric. Social Communities is licensed per Instance where in‐use. Social Communities is
in‐use on any Author or Publish Instance where the Social Communities functionality, or any
portion thereof, is being used or was previously activated (even if not continuously in‐use) on
that Instance.
(2) Description. Social Communities is a solution that enables marketers to create immersive social
experiences as part of their website to build brand loyalty and generate demand.
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2.

Adobe Experience Manager Assets (“AEM Assets”) – Product Description
AEM Assets is a digital asset management tool that is fully integrated with the AEM platform and enables Customer
to share and distribute digital assets. AEM Users can manage, store, access, and publish images, videos, documents,
audio clips, and rich media for use on the web, in print, and for digital delivery.
2.1

AEM Assets
(A) License Metric. AEM Assets is licensed per each base package. A separate base package must be
licensed for each AEM Deployment. AEM Assets base package includes one Instance.
(B) Description. AEM Assets includes the following capabilities, and use of these capabilities is licensed to
Customer for use on the Instance included with AEM Assets and on each Additional Instance of AEM
Assets licensed and added to the Deployment.
(1) Core Features. Content repository, collaboration and annotations of assets, configurable search
facets, asset versioning, asset edit, rotate and crop, static renditions, tag management,
collections & lightbox, camera RAW file support, advanced metadata management, predefined
asset workflows, video encoding (ffmpeg), and review and approval workflows.
(2) Asset Share. Asset Share is a customizable, asset‐centric application for distribution of
Customer’s digital assets stored within AEM Assets to internal and external user groups.
(a) Asset Share includes two primary features: an Asset Share page, which is used to search
assets based on associated metadata, and an Asset Editor page, which is used to edit and
view the detailed metadata of a specific asset. Customer can grant access to its Asset Share
pages to as many internal and external users as necessary and such users are not considered
AEM Users, as described herein.
(b) In addition, Customer can use AEM Sites functionality and capabilities necessary to enable
and enhance Customer’s use of the Asset Share feature, including adding a maximum of 5
related pages to accompany the Asset Share feature (such as a login page, help page, brand
guidelines, etc.)
(3) Integrations. Integration connectors are available for Adobe products and third‐party products
(purchased separately), including Adobe Creative Cloud and Marketing Cloud folder sharing,
Creative Suite application integrations via Adobe Bridge, Adobe Drive, PIM integration, Adobe
Digital Publishing Suite Integrations, Advanced InDesign Server integration, SharePoint, and
Documentum integrations.
(4) Capabilities Included. AEM Assets also includes use of any of the following modules and tools on
each licensed AEM Deployment of AEM Assets: Commerce, dynamic renditions, reporting, rights
management security by ACL, advanced rights management functionality including closed user
group access at folder level and on the Publish Instance, copyright web statement and expirations,
clustering options, LDAP with SSO, advanced review and approval workflows to create ad‐hoc
reviews on batch assets, and Projects.
(C) Product Limitations and Use Restrictions
(1) AEM Assets integrations described above, including but not limited to Adobe Marketing Cloud,
Adobe Creative Cloud, and Adobe Creative Suite only include the integration code. Customer
must license each of the additional products separately.
(2) A separate license for AEM Assets is required for each AEM Deployment of AEM Assets.
Additional Instances may be licensed separately and added to an AEM Deployment of AEM Assets
to increase the capacity of that AEM Deployment.
(3) AEM Assets does not include licenses for AEM Users, which must be licensed separately and
identified in the applicable Sales Order.

2.2

AEM Assets Add‐ons
(A) Additional Instances
(1) License Metric. Additional Instances are licensed per Instance.
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(2) Description. Additional Instances are added to an AEM Deployment of AEM Assets to increase
the capacity of that AEM Deployment and can be designated either as an Author or Publish
instance.
(3) Product Limitations and Use Restrictions. Additional Instances may only be added to an AEM
Deployment where the AEM Assets base package has been licensed and installed, and may not be
used independently to perform any features or functions of AEM Assets.
(B) AEM Users
(1) License Metric. AEM Users are licensed on a named user basis, meaning that a User license is
granted to a single User who is authorized to access or use the AEM Sites or AEM Assets products
licensed herein.
(2) Product Limitations and Use Restrictions. AEM User license(s) may not be used concurrently (i.e.
the same login ID may not be used by more than one User or Computer at a discrete moment in
time) or by multiple Users.

3.

Adobe Experience Manager Forms (“AEM Forms”) – Product Description
AEM Forms is an enterprise document and form platform that enables customers to capture and process
information, deliver personalized communications, and protect and track sensitive information. AEM Forms
extends business processes to a mobile workforce and clients by broadening service access to users equipped with
a desktop, laptop, smartphone, or tablet.
3.1

AEM Forms
(A) License Metric. AEM Forms is licensed per each CPU.
(B) Description. AEM Forms consists of the following capabilities; use of these capabilities is licensed to
Customer for use with each licensed copy of AEM Forms:
(1) Forms Portal
(a) AEM Sites Limited Functionality for Forms Management. Forms Portal allows for access and
limited use of AEM Sites and Mobile add‐on functionality.
(i) AEM Sites and Mobile add‐on as part of AEM Forms includes two Instances of AEM Sites
and Mobile add‐on and may only be used for the creation, management, administration
and delivery of forms and documents on a website, such as creation and customization
of a web page associated with the search, display, retrieval and processing of forms and
documents.
(ii) Customer may not use AEM Sites as part of AEM Forms to publish web content or
manage websites not related to forms processing or document display.
(iii) If Customer combines an AEM Sites Instance and other AEM Forms capabilities on the
same Computer then this combination will be counted as use of an AEM Sites Instance in
addition to use of an AEM Forms CPU(s).
(b) AEM Assets Limited Functionality. AEM Forms Portal allows for access and limited use of
AEM Assets functionality. AEM Assets may be used in the composition of forms, documents
and correspondence and related AEM Forms Portal web pages but may not be used for
general asset storage and management.
(c) AEM Form Portal User Access. Customer is granted a reasonable number of AEM Users
needed to administer and access AEM Sites and AEM Assets each as part of AEM Forms.
These AEM Users are limited to accessing AEM Sites and AEM Assets for the limited
functionality included as part of AEM Forms only and are not granted access to full AEM Sites
or AEM Assets functionality. Recipients are allowed to complete and return forms using
electronic processes in AEM Forms; however, Recipients are not allowed to have direct
access to the AEM Forms On‐premise software.
(2) PDF Forms with Reader Extensions.
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(a) PDF Forms. Customer may use PDF Forms to render, prefill and extract data from Documents,
enable standard capabilities in the free Adobe Acrobat Reader, and manage Documents.
(b) Reader Extensions. When Reader Extensions is used on Documents it enables Customer to
activate additional Reader Features in Adobe Acrobat Reader. Customer may use Reader
Extensions on up to 100 unique Documents per each AEM Forms CPU licensed and distribute
these Documents to Recipients. Additionally, Customer may use Reader Extensions in an
unlimited fashion only when Document has been rendered by PDF Forms immediately prior
to its distribution and use by a Recipient. In this unlimited use scenario, the Reader Extended
Document may not be posted to a website or otherwise distributed to more than one
Recipient without re‐rendering the Document using PDF Forms.
(3) Fonts. AEM Forms includes font software that Customer may use for on Customer’s Computers
that have AEM Forms installed. Additionally, Customer has a limited right to embed the font
software under the following conditions:
(a) For fonts identified as “Licensed for print and preview embedding” on Adobe’s website at
http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html, Customer may embed
copies of the font software for these specified fonts into Customer’s Documents for the
purpose of printing and viewing Documents.
(b) For fonts identified as “Licensed for editable embedding” on Adobe’s website at
http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html, Customer may embed
copies of the font software for these fonts into Customer’s Documents for the purpose of
creating editable Documents.
(c) No other embedding rights are implied or permitted under this license.
(4) AEM Forms Workflow. AEM Forms includes use of AEM Forms Workflow that can be utilized for
processing raw form data in complex use‐cases where advanced process management
capabilities are required. AEM Forms Workflow includes use of the following functions and tools:
routing, Workspace, and Mobile Workspace.
(5) Desktop Software. AEM Forms includes use of Adobe LiveCycle Designer and Adobe LiveCycle
Workbench software on a reasonable number of the desktop or laptop Computers as may be
necessary for Customer’s use of AEM Forms. Installation and use of Adobe LiveCycle Designer or
Adobe LiveCycle Workbench on a workstation Computer is not counted as an additional CPU.
(6) Additional Modules Included. AEM Forms also includes use of any of the following modules and
tools on each licensed CPU of AEM Forms: Assembler, ECM Connectors, Output, PDF Generator,
Digital Signatures, Adaptive Forms, Mobile Forms, and Correspondence Management. Customer
is also granted access to the AEM Forms SDKs.
(C) Product Limitations and Use Restrictions
(1) Digital Certificates. When using the Digital Signatures module, Digital certificates may be issued
by third party certificate authorities or can be self‐signed. Purchase, use, and reliance upon digital
certificates are the responsibility of Customer and the certificate authority. Customer is solely
responsible for deciding whether or not to rely on a digital certificate. Unless a certificate
authority provides a separate written warranty to Customer, Customer’s use of digital
certificates is at Customer’s own risk. Customer agrees to hold Adobe harmless from any and all
liabilities, losses, actions, damages, or claims (including all reasonable expenses, costs, and
attorneys’ fees) arising out of or relating to Customer’s use of, or any reliance on, any digital
certificate or certificate authority.
(2) No Separate use of Adobe Acrobat Professional. Unless Customer obtains a separate license for
Adobe Acrobat Professional, Customer may not install Adobe Acrobat Professional on a separate
Computer from AEM Forms or use Adobe Acrobat Professional directly. Customer may only use
Adobe Acrobat Professional indirectly and only to the extent that AEM Forms PDF Generator is
designed to access Adobe Acrobat Professional programmatically as described in the
Documentation.
3.2

AEM Forms Add‐ons
(A) Additional AEM Forms Workflow Capacity
(1) License Metric. Additional Capacity of AEM Forms Workflow is licensed per CPU.
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(2) Description. Additional CPU for the limited use of AEM Forms Workflow, PDF Forms, Adaptive
Forms, and Mobile Forms functionality only. This additional CPU is used to increase the capacity
of the AEM Forms Workflow capability.
(B) AEM Forms Document Security
(1) License Metric. AEM Forms Document Security is licensed per Recipient. Each Recipient is
licensed for a single AEM Deployment.
(2) Description. AEM Document Security enables Customer to place certain controls on documents,
such as who may open or print a document and enables organizations to securely track and share
PDF based or Microsoft Office documents.
(3) Product Limitations and Use Restrictions. Unless otherwise permitted in the Documentation,
Customer may not disable or interfere with electronic notices or dialogue boxes concerning
privacy or tracking that appear in the software used for viewing electronic files that have been
processed by AEM Forms Document Security.

Additional Terms
4.

Maintenance and Support
4.1

On‐premise Term Licenses. During the License Term at no additional charge, Adobe Platinum
Maintenance and Support is included with the AEM On‐premise Software licensed as a term license and is
coterminous with the License Term. Any renewal of the License Term will also include a renewal of the
Adobe Platinum Maintenance and Support at no additional charge, but in no case will the Adobe Platinum
Maintenance and Support exceed the License Term in duration. The Adobe Platinum Maintenance and
Support program is fully described and provided in accordance with the most‐current terms and
conditions of the PDM for Adobe Platinum and Maintenance and Support.

4.2

On‐premise Perpetual Licenses. Maintenance and Support is not included with perpetual licenses and
must be licensed separately by Customer. Should Customer elect to license Maintenance and Support in
addition to their AEM product license then the Maintenance and Support purchase must be identified
separately in the Sales Order, including the duration of the License Term for the Maintenance and Support.

5.

Use of Embedded Static Typekit Package. Customer is not authorized to use any static Typekit package embedded
with the AEM On‐premise Software on the production versions of its webpages, Documents, or any other form of
digital or print media. Use of Embedded Static Typekit Package components is allowed only for screens that are
unambiguously part of or an extension of the user interface of AEM (such as full‐page admin screens, web page
editors, etc), but not embedded within a Customer's webpage or website. The static Typekit package contains
proprietary fonts that are Adobe Technology and remain the exclusive property of Adobe. No right to use on non‐
Adobe websites, copy, or transfer these fonts are granted or authorized under this Agreement. Customer must
properly license all fonts used by Customer through the standard Typekit offering or other properly licensed third
parties.

6.

Feature Pack. An AEM Feature Pack is a product feature requested by a Customer and built by Adobe for delivery
outside of the normal product release cycle and which is not a hotfix or patch. The AEM Feature Pack may or may
not be included or supported in future releases. Fees for licensing the requested AEM Feature Pack will be detailed
in a Sales Order and a Professional Services Description attached to the Sales Order, describing the AEM Feature
Pack and any additional rights and limitations associated with its use.

7.

License for Development Software. If Customer has a valid and current license to the AEM On‐premise Software,
Adobe grants to Customer a limited license during the License Term to install and use a reasonable number of
copies of and AEM Users for the licensed AEM On‐premise Software for development use only (“Development
Software”). Customer is not granted development use of any AEM On‐premise Software described herein but not
licensed by the Customer. Customer may use the licensed Development Software in Customer’s technical
development environment only, strictly for testing and quality assurance purposes and not for production
purposes and the AEM User licenses granted in this section will only have rights to access the licensed
Development Software for the purposes described herein. Adobe grants this license solely in connection with the
Development Software versions of the licensed AEM On‐premise Software and for Customer's own internal
business operations and nothing in this Agreement grants any express or implied license to use, distribute, modify,
copy, link, or translate the Development Software other than in connection with the Customer’s use in a
development environment.
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8.

Remote Verification. The AEM On‐premise Software may contain functionality that allows Adobe to receive
reports about Customer’s number of active Instances of the AEM On‐premise Software for the purpose of verifying
Customer’s compliance with the terms of this Agreement. Adobe does not receive any data regarding any
individual’s use of the AEM On‐premise Software, nor does Adobe have the ability to remotely disable or monitor
any level of activity or transactions on the system except a notification that an Instance is active.

9.

Additional Definitions
9.1

“AEM Deployment” means an independent Author Instance or an Active Cluster of Author Instances, with
any number of connected Publish Instances. With regard to AEM Forms and the AEM Forms Document
Security add‐on, AEM Deployment means a single copy of AEM Forms installed on a Computer or group of
Computers that jointly operates that copy of AEM Forms.

9.2

“AEM User” means employee(s) or contractors (e.g. independent contractors and consultants) of
Customer that are Authorized to have login access, either directly or programmatically such as through
the use of an API, to the On‐premise Software for any purpose, including, but not limited to,
administration or Authoring of the Instance(s), administration of Adobe hosted or online accounts, or
maintenance of digital assets stored within the On‐premise Software.

9.3

“Author Instance” means the environment where AEM Users can enter and manage the content of
Customer’s website.

9.4

“CPU” means the central processing units on Computers used to operate the AEM Forms On‐premise
Software.
(A) All CPUs on a Computer on which any part of the AEM Forms On‐premise Software is installed are
deemed to operate the AEM Forms On‐premise Software unless Customer configures that Computer
(using a reliable and verifiable means of hardware or software partitioning) such that the total
number of CPUs that actually operate the AEM Forms On‐premise Software is less than the total
number on that Computer.
(B) Installations of AEM Forms where functionality is split across two CPUs (for example Output and
Digital Signatures) count as two or more CPUs of AEM Forms.
(C) When a CPU contains more than one processing core, each group of two processing cores, and any
remaining unpaired processing core, will be deemed one CPU unless it conforms to the guidelines
described in the applicable Multicore Policy at http://www.adobe.com/go/multicorepolicy, or in a
separate writing signed by both parties.
(D) CPUs on a Computer which is only used to author or develop applications and do not perform any
runtime processing are excluded from the number of CPUs the Customer is required to license.

9.5

“Deploy” means to deliver or otherwise make available, directly or indirectly, by any means, a Document
to one or more persons or entities including Recipients. A Document that has been Deployed will be
deemed to remain Deployed until it is no longer available for distribution.

9.6

“Dispatcher Instance” means the environment for the AEM caching or load balancing tool for a dynamic
Web authoring environment. For caching, the Dispatcher Instance works as part of an HTTP server that
caches as much of the static website content as possible and accessing the website's layout engine as
infrequently as possible. In a load‐balancing role, the Dispatcher Instance distributes load across different
clustered AEM Instances.

9.7

“Document” means an electronic or printed file that is processed or generated by AEM Forms, including
Documents that contain data fields where data may be entered and saved. A Document will be deemed
“unique” unless it is an identical copy of a Deployed Document, is a direct language translation of a
Deployed Document, differs from other Deployed Documents only with respect to correction of
typographical errors, or contains pre‐Deployment customizations of information about Recipients (e.g.
name, address, account number, etc.) and similar differences that do not alter the fundamental business
purpose of the Document.

9.8

“Instance” means one copy of the On‐premise Software instantiated and running within a java virtual
machine process on one physical Computer or virtual environment. Each Instance can be designated as
either an Author Instance or Publish Instance, but each will be counted separately as one Instance.
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9.9

“Publish Instance” means the environment that makes content available to Customer’s intended audience.

9.10

“Reader Features” means:
(A) certain technology embedded into PDF files by Adobe Forms that enables features in Adobe Acrobat
Reader software that would not otherwise be available (e.g., the ability to save documents locally or
add annotations); and
(B) metadata (stored on a Computer and/or embedded in an electronic file of a supported file format)
that contains or refers to access and usage rights designed to be enforced by Adobe Forms Rights
Management directly or through supported software applications.

9.11

“Recipient” means a person to whom Customer directly or indirectly Deploys Documents. Recipient
licenses may not be shared or used by more than one individual Recipient but may be reassigned
(A) when new Recipients replace former Recipients who have terminated their engagement with
Customer, or
(B) upon written permission from Adobe.
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製品ディスクリプションおよびメトリック
アドビ PDM ‐ AEM 6.0: On‐premise (2015v1)
本製品ディスクリプションおよびメトリック（PDM）に記載された製品およびサービスには、適用される
セールスオーダー、PDM、オンプレミスソフトウェア付録、基本利用条件が適用されます。
本 PDM は、以下のオンプレミスソフトウェアについて記載しています。
項目
1

1.

製品名
Adobe Experience Manager Sites

2

Adobe Experience Manager Assets

3

Adobe Experience Manager Forms

Adobe Experience Manager Sites （以下「AEM Sites」といいます） – 製品ディスクリプション

AEM Sites は、お客様にデジタルクロスチャネル体験を提供するウェブコンテンツ管理プラットフォームです。
インプレイス編集、Web コンポーネントのライブラリからドラッグアンドドロップによるページ構成、検索
エンジン最適化に対するコントロール、予定配信、およびランディングページの最適化などのサポートを伴
うオーサリング環境を提供します。
1.1 AEM Sites
(A)

ライセンスメトリック：AEM Sites は、ベースパッケージ単位でライセンス許諾されます。AEM デ
プロイメント毎に別個のベースパッケージがライセンス許諾されなければなりません。ベース
パッケージには 1 つのオーサーインスタンス、1 つのパブリッシュインスタンス、および数量無
制限のディスパッチャーインスタンスが含まれます。

(B)

ディスクリプション：AEM Sites は以下の機能で構成されます。これらの機能は、AEM Sites に含
まれる両方のインスタンス、およびライセンス許諾され、AEM デプロイメントに追加された AEM
Sites の各追加インスタンスで使用するために、お客様にライセンス許諾されます。
(1) Media Library: Media Library は、デジタルアセットの制作と配信について限定的なツールを提
供します。Media Library には、コンテンツレポジトリ、Adobe Drive および WebDAV を経由し
た Creative Suite とのインテグレーション、Creative Cloud ファイル共有インテグレーション、
基本的なメタデータ管理、アセットバージョニング、基本的なタグマネジメント、アクティ
ビティストリーム（タイムライン）、そして限定的な権利管理機能が含まれます。
(2) Capabilities Included: AEM Sites は、AEM Sites のライセンス許諾された AEM デプロイメントの
それぞれに以下のモジュールおよびツールを使用することができます。Adobe Marketing Cloud
インテグレーション, Adobe Digital Publishing Suite インテグレーション、クラスタリングオプ
ション、高度なコンテンツマネジメント、ディスパッチャーインスタンス、Single Sign On
（SSO）を組み込んだ LDAP, Marketing Campaign Management, Media Publisher, Portal, Portal
Director, Targeting, および Projects。

(C)

製品の制限と使用の制限：
(1) Adobe Marketing Cloud、Adobe Digital Publishing Suite、Adobe Creative Cloud、および Adobe
Creative Suite との AEM Sites のインテグレーションは、インテグレーションコードのみを含み
ます。お客様は、追加の各製品を別途ライセンス許諾される必要があります。
(2) AEM Sites の AEM デプロイメントには、別途 AEM Sites ベースパッケージのライセンスが必要
です。追加のインスタンスは、AEM Sites の AEM デプロイメントの容量を増加させるために、
別途ライセンスされ、その AEM デプロイメントに追加することができます。
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(3) AEM Sites には AEM ユーザーのライセンスが含まれません。これは別途ライセンス許諾され、
適用されるセールスオーダーで明示的に記載される必要があります。
1.2 AEM Sites アドオン
追加のインスタンス

(A)

(1) ライセンスメトリック：追加のインスタンスはインスタンス単位でライセンス許諾されます。
(2) ディスクリプション：追加のインスタンスは、AEM Sites の AEM デプロイメントの容量を増加
させるために、その AEM デプロイメントに追加され、オーサーインスタンスまたはパブリッ
シュインスタンスのいずれも指定することができます。
(3) 製品の制限と使用の制限：追加のインスタンスは、AEM Sites ベースパッケージがライセンス許
諾されインストールされている AEM デプロイメントにのみ追加することができます。AEM Sites
の特徴や機能を実行するために独立して使用することはできません。
(B)
(1)

(2)

(C)
(1)

(2)

(D)

AEM ユーザー
ライセンスメトリック：AEM ユーザーは、指名ユーザー単位でライセンス許諾されます。すな
わち、1 ユーザーライセンスが、本書においてライセンス許諾された AEM Sites もしくは AEM
Assets 製品へのアクセスあるいはこれらの使用を許可された 1 人のユーザーに許諾されます。
製品の制限と使用の制限：AEM ユーザーのライセンスは、同時に（すなわち、ある時点におい
て同一のログイン ID が複数名のユーザーまたは複数のコンピュータに使用されてはなりませ
ん。）または複数のユーザーで使用されてはなりません。
Commerce
ライセンスメトリック：Commerce は、使用されているインスタンス単位でライセンス許諾さ
れます。Commerce は、Commerce 機能またはその一部がそのインスタンスで使用されているま
たは（たとえ継続的に使用されていないとしても）以前使用されていたオーサーインスタンス
またはパブリッシュインスタンスで使用されます。
ディスクリプション：Commerce は、製品ページ、ショッピングカート、および eCommerce シ
ステムと統合するための API の標準セットを含む基本的なコマース機能を提供します。

Mobile
(1) ライセンスメトリック：Mobile は、使用されているインスタンス単位にライセンス許諾されま
す。Mobile は、Mobile 機能またはその一部がそのインスタンスで使用されているまたは（たと
え継続的に使用されていないとしても）以前使用されていたオーサーインスタンスまたはパブ
リッシュインスタンスで使用されます。
(2) ディスクリプション：Mobile は、AEM Sites プラットフォームおよびインターフェイスを利用
し、モバイル専用のウェブサイトを作成する機能、モバイル機器によってエミュレートされた
モバイルページを閲覧する機能、複数のビューを切り替える機能を提供し、ウェブコンテンツ
をさまざまなモバイル機器に配信します。Mobile は、LiveCopy 機能を含みます。LiveCopy 機能
は、AEM Sites で作成された標準ウェブサイトのコンテンツと Mobile で作成されたモバイル/タ
ブレットサイトのコンテンツのリンクを提供するものです。お客様は、Multi‐Site Manager なし
で、標準ウェブサイトとモバイルサイトの間の LiveCopy 機能を使うことができます。ただし、
お客様が異なる地域や言語などのために複数のウェブサイトを管理している場合は、Multi‐Site
Manager が必要となります。

(E)
(1)

(2)

(3)

Multisite Manager
ライセンスメトリック：Multisite Manager は、使用されているインスタンス単位でライセンス
許諾されます。Multisite Manager は、Multisite Manager 機能またはその一部がそのインスタンス
で使用されているまたは（たとえ継続的に使用されていないとしても）以前使用されていた
オーサー インスタンスまたはパブリッシュインスタンスで使用されます。
ディスクリプション：Multisite Manager は、AEM ユーザーがサイトと他のサイトの間でどの程
度まで再利用やコントロールをするかを設定できるようにします。一度設定すれば、Multisite
Manager が自動的にこれを行います。
製品の制限と使用の制限：Multisite Manager は、オーサーインスタンスとして指定されている
インスタンスのみにおいて使用することができ、パブリッシュインスタンスでは機能しません。
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(F)

Social Communities
(1) ライセンスメトリック：Social Communities は、使用されているインスタンス単位でライセンス
許諾されます。Social Communities は、Social Communities 機能またはその一部がそのインスタン
スで使用されているまたは（たとえ継続的に使用されていないとしても）以前使用されていた
オーサーインスタンスまたはパブリッシュインスタンスで使用されます。
(2) ディスクリプション：Social Communities によって、マーケターは、ブランドロイヤルティーを
確立し、需要を生み出すためにウェブサイトの一部分として没入型のソーシャル体験を作成す
ることができます。

2．Adobe Experience Management Assets（以下「AEM Assets」といいます） – 製品ディスクリプション
AEM Assets は、AEM プラットフォームと完全に統合されたデジタルアセット管理ツールであり、デジタルア
セットを共有および配信することができます。AEM ユーザーは、画像、ビデオ、文書、オーディオクリップ、
およびウェブ上で使用されるリッチメディアを、印刷し、またはデジタル配信で、管理、保管、出版および
これらにアクセスすることができます。
2.1

AEM Assets

(A)

ライセンスメトリック：AEM Assets は、ベースパッケージ単位でライセンス許諾されます。AEM
デプロイメント毎に別個のベースパッケージがライセンス許諾されなければなりません。ベース
パッケージには 1 つのインスタンスが含まれます。

(B)

ディスクリプション：AEM Assets は以下の機能で構成され、これらの機能の使用は、AEM Assets
に含まれるインスタンスおよびライセンス許諾され、デプロイメントに追加される各 AEM Assets
の追加インスタンスで使用するためにお客様にライセンス許諾されます。
(1) コア機能: コンテンツレポジトリ、アセットのコラボレーションおよび注釈、設定可能な検索
ファセット、アセットバージョニング、アセット編集、回転およびクロップ、静的なレンダ
リング、タグマネジメント、コレクション＆ライトボックス、カメラ RAW ファイルサポート、
高度なメタデータ管理、事前定義されたアセットワークフロー、メディアポータルアセット
共有、ビデオエンコーディング(ffmpeg)、およびレビューと承認のワークフロー。
(2) Adobe Share: Adobe Share は、AEM Assets 内に保存されているお客様のデジタルアセットを内
部･外部のユーザーグループに配布するための、カスタマイズ可能な、アセット中心のアプリ
ケーションです。
(a) Asset Share には、連関するメタデータに基づきアセットを検索するために利用される
Asset Share ページ、および、特定のアセットの詳細なメタデータを編集・閲覧するた
めに利用される Asset Editor ページの 2 つの主要な特徴があります。お客様は必要な
である限り内部および外部のユーザーに Asset Share ページへのアクセス権限を付与
できます。かかるユーザーは、本書に記述される AEM ユーザーとはみなされません。
(b) さらに、お客様は、ログインページ、ヘルプページ、ブランドガイドライン等、
Asset Share の機能に付随する最大 5 つの関連ページの追加を含め、お客様による Asset
Share の機能の利用を有効化かつ強化するために必要な AEM Sites の機能および性能を
利用することができます。
(3) Integrations: アドビ製品および第三者製品とのインテグレーションコネクターがあり（それぞ
れ別途購入することになります）、Adobe Creative Cloud および Marketing Could のフォルダ共
有、Adobe Bridge、Adobe Drive、PIM インテグレーションおよび Adobe Digital Publishing Suite
インテグレーションを使った Creative Suite アプリケーションインテグレーション、高度な
InDesign Server インテグレーション、Sharepoint および Documentum インテグレーションを含
みます。
(4) Capabilities Included: AEM Assets は、ライセンス許諾された AEM Assets の各 AEM デプロイメン
トにおいて以下のモジュールおよびツールを使用することができます。Commerce、動的なレ
ンダリング、レポーティング、ACL による権利管理セキュリティ、パブリッシュインスタン
ス上のフォルダレベルでのクローズドなユーザーグループアクセスを含む高度な権利管理機
能、著作権のウェブステートメントおよび期間満了、クラスタリングオプション、SSO を組
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み込んだ LDAP、バッチアセットに対するアドホックレビューを作成する高度なレビューと承
認のワークフロー、および Projects。
(C)

製品の制限と使用の制限
(1) 上記の AEM Assets インテグレーション（Adobe Marketing Cloud、Adobe Creative Cloud、および
Adobe Creative Suite を含みますが、これらに限られません）は、インテグレーションコード
のみを含みます。これらの製品は別途購入する必要があります。
(2) AEM Assets のライセンスは AEM Assets の AEM デプロイメントのために別途必要となります。
追加のインスタンスは、AEM Sites の AEM デプロイメントの容量を増加させるために、別途ラ
イセンスされ、その AEM デプロイメントに追加することができます。
(3) AEM Sites には AEM ユーザーのライセンスが含まれません。これは別途ライセンス許諾され、
適用されるセールスオーダーで明示的に記載される必要があります。
AEM Assets アドオン

2.2
(A)

追加のライセンス
(1) ライセンスメトリック： 追加のライセンスは、インスタンス単位でライセンス許諾されます。
(2) ディスクリプション：追加のインスタンスは、AEM Assets の AEM デプロイメントの容量を増
加させるために、その AEM デプロイメントに追加され、オーサーインスタンスまたはパブ
リッシュ インスタンスのいずれも指定することができます。
(3) 製品の制限と使用の制限: 追加のインスタンスは、AEM Assets ベースパッケージがライセンス
許諾されインストールされている AEM デプロイメントに対して追加することができます。
AEM Assets の特徴や機能を実行するために独立して使用することはできません。

(B)

AEM ユーザー
(1) ライセンスメトリック：AEM ユーザーは、指名ユーザー単位でライセンス許諾されます。すな
わち、1 ユーザーライセンスが、本書においてライセンス許諾された AEM Sites もしくは AEM
Assets 製品へのアクセスあるいはこれらの使用を許可された 1 人のユーザーに許諾されます。
(2) 製品の制限と使用の制限：AEM ユーザーのライセンスは、同時に（すなわち、ある時点におい
て同じログイン ID が複数名のユーザーまたは複数のコンピュータに使用されてはなりません。）
または複数のユーザーで使用されてはなりません。

3.

Adobe Experience Manager Forms (“AEM Forms”) – 製品ディスクリプション
AEM Forms は、情報をキャプチャし、加工し、パーソナライズされたコミュニケーションを配信し、セン
シティブな情報を保護およびトラックすることができるエンタープライズ向け文書およびフォームプ
ラットフォームです。AEM Forms は、デスクトップ、ラップトップ、スマートフォンまたはタブレットを
持つユーザーにサービスアクセスを広げることによって、モバイルな労働力や顧客にビジネスプロセス
を提供します。

3.1

AEM Forms
(A)

ライセンスメトリック：AEM Forms は CPU 単位でライセンスされます。

(B)

ディスクリプション：AEM Forms は、以下の機能で構成されます。これらの機能はライセンス許
諾された AEM Forms ごとにお客様にライセンス許諾されます。
(1) Forms Portal
(a) Forms Management のための AEM Sites 限定機能: Forms Portal によって、AEM Sites お
よびモバイルアドオン機能へのアクセスと限定使用が可能です。
(i) AEM Forms の一部としての AEM Sites およびモバイルアドオンは、AEM Sites およ
びモバイルアドオンの 2 つのインスタンスを含み、ウェブサイト上のフォームお
よび文書の作成、管理、アドミニストレーションおよび配信のためだけに使用す
ることができます。たとえば、検索、表示、復帰に関連したウェブページの作成
やカスタマイズ、およびフォームや文書のプロセシングです。
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(ii) お客様は、ウェブコンテンツをパブリッシュするため、またはフォームプロセシ
ングもしくは文書の表示に関連しないウェブサイトを管理するために AEM Forms
の一部として AEM Sites を使用することはできません。
(iii) お客様が AEM Sites インスタンスと同じコンピュータ上の他の AEM Forms 機能を
統合する場合、この組み合わせは AEM Forms CPU の使用に追加して AEM Sites イ
ンスタンスが使用されるものとしてカウントされます。
(b) AEM Assets 限定機能: AEM Forms Portal は、AEM Assets 機能へのアクセスと限定使用
が可能です。AEM Assets は、フォーム、文書およびやり取りならびに関連する AEM
Forms Portal ウェブページの作成において使用することができますが、一般的なアセッ
トストレージおよび管理のためには、使用することはできません。
(c) AEM Forms Portal ユーザーアクセス: お客様は、AEM Forms の一部として、AEM Sites
および AEM Assets を管理しアクセスするために必要な合理的な数の AEM ユーザーを付
与されます。これらの AEM ユーザーは、AEM Form の一部として含まれている AEM
Sites および AEM Assets の限定機能にアクセスできるのみであり、AEM Sites および AEM
Assets のすべての機能にアクセスすることはできません。受領者は、AEM Forms の電
子プロセスを使ってフォームを完成、返却することはできますが、AEM Forms オンプ
レミスソフトウェアに直接アクセスすることはできません。
(2) PDF Forms with Reader Extensions:
(a) PDF Forms: お客様は、ドキュメントからデータを事前に記載、抽出およびデータを提
出するため、および無料の Adobe Acrobat Reader の標準機能を有効化し、ドキュメン
トを管理するために PDF Forms を使用することができます。
(b) Reader Extensions: Reader Extensions がドキュメント上で使用されるときは、Adobe
Acrobat Reader の追加の Reader 機能を有効化することができます。お客様は、各ライ
センス許諾された AEM Forms CPU につき 100 の固有のドキュメントまで Reader
Extensions を使用することができ、これらのドキュメントを受領者に配布することが
できます。さらに、お客様は、ドキュメントが受領者に配信され使用される直前に
PDF Forms で提出される場合にのみ、Reader Extensions を無制限に使用することができ
ます。この無制限の使用のシナリオにおいては、このような Reader Extended ドキュメ
ントは、ウェブサイトに掲示することできず、もしくはドキュメントを PDF Forms を
使って再レンダリングしなければ、複数の受領者に配信することはできません。
(3) フォント: AEM Forms は、AEM Forms をインストールしたお客様のコンピュータで使用できる
フォントソフトウェアを含んでいます。さらに、お客様は、フォントソフトウェアを以下の条件
で埋め込む限定的な権利を付与されています。
(a) http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html のアドビのウェブサイト
で「Licensed for Print and preview embedding」と指定されているフォントは、印刷およ
びドキュメントの閲覧を目的として、そのフォントソフトウェアのコピーをお客様の
ドキュメントに埋め込むことができます。
(b) http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html のアドビのウェブサイト
で「Licensed for editable embedding」と指定されているフォントは、編集可能なドキュ
メントの作成を目的として、そのフォントソフトウェアのコピーをお客様のドキュメ
ントに埋め込むことができます。
(c) それ以外の埋め込みに関する権利は、本ライセンスでは言及されておらず、許可され
ていません。
(4) AEM Forms ワークフロー: AEM Forms は、高度なプロセス管理能力が求められる複雑なユース
ケースにおいて生のフォームデータを処理するために活用可能な AEM Forms ワークフローの利
用を含みます。AEM Forms ワークフローは、回覧、ワークスペースおよびモバイルワークス
ペースの機能およびツールの利用を含みます。
(5) デスクトップソフトウェア: AEM Forms は、お客様が AEM Forms を使用するのに必要な合理的
な数のデスクトップコンピュータまたはラップトップコンピュータ上での Adobe LiveCycle
Designer および Adobe LiveCycle Workbench ソフトウェアの使用を含みます。ワークステーショ
ンのコンピュータ上での Adobe LiveCycle Designer または Adobe LiveCycle Workvench のインストー
ルおよび使用は、追加の CPU としてカウントされません。
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(6) Additional Module Included：AEM Forms は、各ライセンス許諾された AEM Forms の CPU に以下
のモジュールとツールを含みます。Assembler、ECM Connectors、Output、PDF Generator、
Digital Signatures、Adaptive Forms、Mobile Forms、および Correspondence Management。さらに、
お客様は、AEM Forms SDK へアクセスすることができます。
(C)

製品の制限と使用の制限：
(1) デジタル認証：Digital Signatures モジュールを使用する場合、第三者の認証機関からデジタル認
証が発行されるか、自己署名されます。デジタル認証に基づく購入、使用およびこれへの依拠
は、お客様および認証機関の責任です。お客様は、デジタル認証に依拠するか否かを決定する
ことについて単独で責任を負います。認証機関が別途書面による保証をお客様に提供しない限
り、お客様によるデジタル認証の使用はお客様の自己責任です。お客様は、お客様によるデジ
タル認証もしくは認証機関の使用またはそれらへの依拠から起因するまたはそれらに関連する
すべての責任、損失、訴訟、損害または請求（すべての合理的な費用、経費および弁護士費用
を含みます）からアドビを免責することに同意します。
(2)

Adobe Acrobat Professional を別使用することの禁止： Adobe Acrobat Professional のライセン
スを別途許諾されない限り、お客様は、Adobe Acrobat Professional を AEM Forms とは別のコン
ピュータにインストールすること、または Adobe Acrobat Professional を直接使用することはで
きません。お客様は、ドキュメンテーションに記載されているように AEM Forms PDF Generator
がプログラム的に Adobe Acrobat Professional にアクセスできるように設計された範囲において
のみ、Adobe Acrobat Professional を間接的に使用できるものとします。

3.2
(A)

AEM Forms アドオン
追加の AEM Forms Workflow Capacity
(1) ライセンスメトリック：追加の AEM Forms Workflow Capacity は、CPU 単位でライセンス許諾され
ます。
(2) ディスクリプション：追加の CPU は、AEM Forms Workflow、PDF Forms、Adaptive Forms およびモ
バイル Forms の機能の利用にのみ限定されます。この追加の CPU は、AEM Forms Workflow
Capacity の容量を増加するために使用します。

(B)

AEM Forms Document Security
(1) ライセンスメトリック: AEM Forms Security は、受領者単位でライセンス許諾されます。各受領者
は、1 つの AEM デプロイメントがライセンス許諾されます。
(2) ディスクリプション：AEM Document Security は、文書に対して誰がその文書を開くまたは印刷す
ることができるかなどの一定のコントロールを提供し、セキュリティトラックおよび PDF ベース
もしくは Microsoft Office 文書の共有ができます。
(3) 製品の制限と使用の制限: ドキュメンテーションで別途許可されない限り、お客様は、AEM
Forms Document Security によってプロセスされた電子ファイルを閲覧するのに使用されているソ
フトウェアにおいて現れる、プライバシーまたはトラッキングに関連する電子通知またはダイア
ログボックスを無効化したり干渉したりすることはできません。

追加条件
4.

メンテナンスおよびサポート
4.1

オンプレミス期間限定ライセンス：ライセンス期間中、アドビプラチナメンテナンスおよびサ
ポートが、追加料金なく、期間限定ライセンスとしてライセンス許諾された AEM オンプレミスソ
フトウェアに含まれており、その期間はライセンス期間と同一です。ライセンス期間を更新する
ことにより、追加料金なく、アドビプラチナメンテナンスおよびサポートも更新されますが、い
かなる場合も、アドビプラチナメンテナンスおよびサポートの期間がライセンス期間を超えるこ
とはありません。アドビプラチナメンテナンスおよびサポートプログラムは、アドビプラチナメ
ンテナンスおよびサポート PDM の諸条件にすべて記述され、それらに従って提供されます。
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4.2

オンプレミス永続ライセンス：メンテナンスおよびサポートは、永続ライセンスに含まれていな
いため、お客様は別途ライセンス許諾を受ける必要があります。お客様が、各自の AEM 製品ライ
センスに加え、メンテナンスおよびサポートについてもライセンス許諾されることを選択する場
合、メンテナンスおよびサポートの購入について、当該メンテナンスおよびサポートにかかるラ
イセンス期間も含め、別途セールスオーダーに明示的に記載される必要があります。

5.

埋め込まれた静的な Typekit パッケージの使用：お客様は、AEM オンプレミスソフトウェアに埋め込まれ
た静的な Typekit パッケージを本番バージョンのウェブサイト、ドキュメント、もしくはその他のいかな
るデジタルまたは印刷メディアにおいても使用することはできません。埋め込まれた静的な Typekit パッ
ケージコンポーネントは、AEM のユーザーインターフェースの延長もしくは明確にその一部であるスク
リーン（たとえば、フルページの管理スクリーン、ウェブページエディター等）に対してのみ使用する
ことができますが、お客様のウェブページやウェブサイトに埋め込むことはできません。静的な Typekit
パッケージは、アドビテクノロジーである専有的なフォントを含んでおり、アドビの独占的な財産とし
て存続します。これらのフォントをアドビのものでないウェブサイトで使用すること、複製、もしくは
移転する権利は本契約において付与されておらず、許可されていません。お客様は、お客様が使用する
すべてのフォントについて、標準の Typekit 提供を通して、または他の正式にライセンスされた第三者に
よって適切にライセンス許諾される必要があります。

6.

Feature Pack: AEM Feature Pack は、お客様に要求された機能を反映し、アドビが通常の製品リリースサイ
クル以外にリリースする製品であり、ホットフィックスまたはパッチではありません。AEM Feature Pack
は、将来のリリースまたはサポートに含まれる場合も含まれない場合もあります。要求された AEM
Feature Pack のライセンス許諾の料金は、セールスオーダーおよびセールスオーダーに添付されるプロ
フェッショナルサービス詳細の中に AEM Feature Pack の内容およびその使用に関連する追加の権利および
制限と共に記載されます。

7.

開発版ソフトウェアのライセンス：お客様が AEM オンプレミスソフトウェアの有効かつ現行のライセン
スを許諾されていることを条件に、アドビはお客様に対し、ライセンス期間中、ライセンス許諾された
AEM オンプレミスソフトウェアの合理的な数のコピーおよび合理的な数の AEM ユーザーを開発目的でイ
ンストールし使用する限定ライセンス（「開発ライセンス」という）を許諾します。お客様は、お客様
にライセンス許諾されているものを除き、本書に記載の AEM オンプレミスソフトウェアを開発のために
使用する権利は付与されていません。お客様はライセンス許諾された開発版ソフトウェアを、本番稼働
目的ではなく、テストおよび品質保証の目的に限り、お客様の技術開発環境においてのみ使用できます。
さらに、本条で許諾される AEM ユーザーのライセンスでは、本書に記載された目的においてのみライセ
ンス許諾された開発版ソフトウェアにアクセスする権利のみ許諾されます。アドビは当該ライセンスを、
ライセンス許諾された AEM オンプレミスソフトウェアの開発版ソフトウェアに関連してのみ、かつお客
様の自社業務のためにのみ許諾します。本契約のいかなる定めも、明示的であるか黙示的であるかを問
わず、お客様の開発環境での使用に関連しない開発版ソフトウェアの使用、頒布、修正、コピー、リン
ク、または翻訳のためのライセンスを許諾するものではありません。

8.

リモート検証：お客様が本契約の諸条件を遵守することを検証するため、AEM オンプレミスソフトウェ
アには、お客様の AEM オンプレミスソフトウェアのアクティブなインスタンス数についてのレポートを、
アドビが受領できるようにする機能が含まれていることがあります。アドビは、AEM オンプレミスソフ
トウェアの個人の使用に関するデータを受領することはありません。また、インスタンスがアクティブ
である旨の通知を除き、システム上のいかなるレベルのアクティビティまたはトランザクションをも、
リモートで無効にしたり監視したりする機能を有しません。
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9.

追加の定義
9.1 「AEM デプロイメント」とは、独立したオーサーインスタンスまたはオーサーインスタンスの Active
Cluster を意味し、これにパブリッシュインスタンスが接続されているものを意味します。AEM Forms
および AEM Forms Document Security においては、AEM デプロイメントとは、1 台のコンピュータまた
は共同運用するコンピュータの集合体にインストールされた AEM Forms の 1 つのコピーを意味しま
す。
9.2 「AEM ユーザー」とは、インスタンスの管理もしくはオーサリング、アドビにホストされているかオ
ンラインのアカウントの管理、またはオンプレミスソフトウェアの中に保存されたデジタルアセット
の管理を含みますが、これらに限られない目的のために、オンプレミスソフトウェアにログインアク
セスすることを許可されたお客様の従業者もしくは契約業者（たとえば、独立請負業者およびコンサ
ルタント）を意味します。この場合のログインアクセスとは、直接または API の使用などを通してプ
ログラム的にアクセスすることを意味します。
9.3 「オーサーインスタンス」とは、AEM ユーザーがお客様のウェブサイトに入り、そのコンテンツを管
理することができる環境を意味します。
9.4 「CPU」とは、Adobe Forms オンプレミスソフトウェアを起動するために使用されるコンピュータ上の
中央演算処理装置を意味します。但し、
(A) お客様が、実際に Adobe Forms オンプレミスソフトウェアを起動する CPU の総数がコン
ピュータ上の CPU 総数を下回るようにコンピューターを設定している（信頼性があり検証可
能なハードウェアまたはソフトウェアのパーティション分割を使用する）場合を除き、
Adobe Forms オンプレミスソフトウェアがインストールされているコンピュータ上にあるすべ
ての CPU が、Adobe Forms オンプレミスソフトウェアを起動するものとみなされます。
(B) 2 基の CPU に機能を分散させた AEM Forms のインストール（たとえば、Output と Digital
Sigantures）は、2 基以上の AEM Forms の CPU として計算されます。
(C) 1 基の CPU に 2 基以上のプロセッシングコアが搭載されている場合、2 基のプロセッシングコ
アを 1 組として 1 基、および 1 組にならない残りのプロセッシングコアを 1 基の CPU と見な
します。ただし、http://www.adobe.com/go/multicorepolicy で適用される「マルチコアポリ
シー」に記載されるガイドラインに準拠する場合、または両当事者が署名する書面で別途定
める場合は、その限りではありません。
(D) ランタイムプロセシングをしないアプリケーションをオーサリングするもしくは開発するた
めだけに使用されるコンピュータの CPU は、お客様がライセンスされる必要がある CPU の数
から除外されます。
9.5 「デプロイ」とは、方法を問わず、直接的または間接的に、受領者を含めた 1 人以上の人または 1 つ
以上の事業体にドキュメントを提供または利用可能な状態にすることを意味します。デプロイされた
ドキュメントは、頒布することができなくなるまで、デプロイされているものとみなされます。
9.6 「ディスパッチャーインスタンス」とは、動的ウェブオーサリング環境のための AEM キャッシングま
たはロードバランシングツールのための環境を意味します。キャッシングにおいては、ディスパッ
チャーインスタンスは、より多くの静的ウェブコンテンツをキャッシュする HTTP サーバーの一部とし
て動作します。ロードバランシングの面においては、ディスパッチャーインスタンスは、異なるクラ
スター化された AEM インスタンスにまたがってロードを配布します。
9.7 「ドキュメント」とは、Adobe Forms が処理または生成する電子もしくは印刷ファイルを意味し、デー
タが入力されたり保存されるデータフィールドを持つ文書を含みます。ドキュメントは、デプロイさ
れたドキュメントの同一のコピーでなく、デプロイされたドキュメントの直接の翻訳でなく、他のデ
プロイされたドキュメントとはタイプミスを修正した点のみ異なるのではなく、受領者に関する情報
（例えば、氏名、住所、アカウント番号等）の事前のデプロイメントのためのカスタマイズおよびド
キュメントの根本的な事業目的を変更しない類似の相違を含むのでない限り、それぞれ固有のものと
みなされます。
9.8 「インスタンス」とは、1 台の物理的コンピュータまたは 1 つの仮想環境で Java 仮想マシンプロセス内
部でインスタンスされ、実行されるオンプレミスソフトウェアのコピー1 部を意味します。各インス
タンスは、「オーサーインスタンス」または「パブリッシュインスタンス」のいずれかに指定できま
すが、それぞれを 1 つのインスタンスとして数えます。
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9.9 「パブリッシュインスタンス」とは、お客様の意図しているオーディエンスに対してコンテンツを利
用可能にする環境を意味します。
9.10 「Reader 機能」とは以下を意味します。
(A) Adobe Forms により PDF ファイルに組み込まれた特定の技術で、それ以外では利用できない
Adobe Acrobat Reader の機能（文書をローカルで保存したり注釈を付ける機能等）。
(B) Adobe Forms Rights Management により直接、またはサポートされるソフトウェアアプリケー
ションを介して、実施されるように設計されたアクセス権および使用権を記述もしくは参照
する（コンピュータに保存されたり、サポートされるファイル形式の電子ファイルに埋め込
まれていたりする）メタデータ。
9.11 「受領者」とは、直接的にもしくは間接的にデプロイされた文書を受領する一意の人を意味します。
受領者のライセンスは複数の個人の受領者で共有あるいは使用することはできませんが、以下のいず
れかの場合、再割り当てを行うことが可能です。
(A) お客様との契約が終了した前の受領者に代えて、新しい受領者が引き継ぐ場合、または、
(B) アドビから書面により許可された場合
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