
PRODUCT DESCRIPTIONS AND METRICS 
 

 
Adobe PDM - LiveCycle® ES 4.0 – OnPremise (2013v3) 

The Products described in this PDM are OnPremise Software and are governed by the terms of the General Terms, the 
Exhibit for OnPremise Software, this PDM, and the applicable Sales Order. 

LiveCycle – OnPremise Software Description 

LiveCycle OnPremise Software is an enterprise server platform that enables organizations to automate business 
processes.  Customers of LiveCycle OnPremise Software may license one or more of the following modules: 

1. LiveCycle Foundation Components 

1.1 License Metrics. Included with LiveCycle Connector, LiveCycle Digital Signatures, LiveCycle Forms, 
LiveCycle Forms Standard, LiveCycle Forms Pro, LiveCycle Output, LiveCycle Forms Pro Add-On, LiveCycle 
Mobile Forms Add-On, LiveCycle PDF Generator, LiveCycle Process Management, LiveCycle Workspace, 
LiveCycle Workspace Mobile, LiveCycle Reader Extensions, and LiveCycle Rights Management.  

1.2 Description.  Foundation Components are those components that are automatically installed with the 
standard configuration for first-time installations, and specifically excludes: 

(A) Evaluation software; 

(B) Flex SDK Components; 

(C) portions of the LiveCycle SDK Components other than the client libraries used to access the 
OnPremise Software programmatically; and 

(D) JBoss Application Server software, MySQL database software and MySQL JDBC driver software 
accompanying the OnPremise Software. 

1.3 Product Limitations and Use Restrictions.   

(A) Customer’s right to design, implement and/or execute electronic processes that use the On Premise 
Software in any way is limited to Short-Lived Processes unless Licensee has obtained a valid license to 
the Production Software version of Adobe LiveCycle Process Management. 

(B) Customer may use an unlimited number of copies of the following, solely with the Foundation 
Components:  

(1) the LiveCycle Designer software installed as part of the Foundation Components; and  

(2) its output.   

(C) For each single Deployment, Customer may install and use 5 copies of Adobe Flash Builder Pro 
software (or its successor) provided with the Foundation Components only if Adobe Flash Builder Pro 
is installed as part of the Foundation Components and used in combination with the LiveCycle SDK 
Components to modify the OnPremise Software and create Applications that integrate with the 
OnPremise Software; all other usage of Adobe Flash Builder Pro is prohibited. 

(D) Usage of the Adobe Content Repository Extreme (CRX) component contained within the Foundation 
Components is limited solely to its use in conjunction with the OnPremise Software. 

2. LiveCycle SDK Components 

2.1 License Metrics.  Included with LiveCycle Connector, LiveCycle Digital Signatures, LiveCycle Forms, 
LiveCycle Forms Standard, LiveCycle Forms Pro, LiveCycle Output, LiveCycle Forms Pro Add-On, LiveCycle 
Mobile Forms Add-On, LiveCycle PDF Generator, LiveCycle Process Management, LiveCycle Workspace, 
LiveCycle Workspace Mobile, LiveCycle Reader Extensions, and LiveCycle Rights Management. 

2.2 Description.  LiveCycle SDK Components are the software libraries, sample software code, APIs, header 
files and related information, and the file format specifications, if any, included as part of the OnPremise 
Software.   
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2.3 Product Limitations and Use Restrictions.  Customer may install and use the LiveCycle SDK Components 
solely for purposes of facilitating use of validly licensed OnPremise Software in accordance with this 
Agreement. 

3. Flex SDK Components 

3.1 License Metrics.  Included with LiveCycle Connector, LiveCycle Digital Signatures, LiveCycle Forms, 
LiveCycle Forms Standard, LiveCycle Forms Pro, LiveCycle Output, LiveCycle Forms Pro Add-On, LiveCycle 
Mobile Forms Add-On, LiveCycle PDF Generator, LiveCycle Process Management, LiveCycle Workspace, 
LiveCycle Workspace Mobile, LiveCycle Reader Extensions, LiveCycle Rights Management, and LiveCycle 
Data Services. 

3.2 Description.  Adobe Flex enables Customer to build interactive web applications.  Flex SDK Components 
are the files, libraries, and executables contained in the directory labeled Flex SDK or similarly labeled 
directories including the Flex SDK Source Files, build files, compilers, and related information, as well as 
the file format specifications, if any, included as part of the OnPremise Software as described in the Flex 
SDK Documentation or a “Read Me” file accompanying the Flex SDK Components. 

3.3 Product Limitations and Use Restrictions.  The Flex SDK is licensed to licensee subject to its license 
at http://www.adobe.com/go/eulas which is hereby incorporated by reference.   

(A) Additionally, Customer may:  

(1) use the Flex SDK Components for the sole purpose of internally developing Applications;  

(2) use the Flex SDK Components as part of Customer’s website for the sole purpose of compiling the 
Developer Programs that are distributed through the Customer’s website;  

(3) modify and reproduce Flex SDK Source Files for use as a component of Developer Programs that 
add Material Improvements to the Flex SDK Source Files; and  

(4) distribute Flex SDK Source Files in object code form and/or source code form only as a 
component of Developer Programs that add Material Improvements to the Flex SDK Source Files, 
only if:  

(a) such Developer Programs are designed to operate in connection with Adobe Flash Builder, 
Flex Charting, LiveCycle Data Services, or the Flex SDK Components;  

(b) Customer distributes such object code and/or source code under the terms and conditions of 
an End User License Agreement;  

(c) Customer includes a copyright notice reflecting the copyright ownership of Customer in such 
Developer Programs;  

(d) Customer accepts sole responsibility for any update or support obligation to its customers, or 
any other liability which may arise from such distribution;  

(e) Customer does not make any statements that its Developer Program is “certified” or 
guaranteed by Adobe;  

(f) Customer does not use Adobe’s name or trademarks to market its Developer Programs 
without written permission of Adobe;  

(g) Customer does not delete or in any manner alter the copyright notices, trademarks, logos or 
related notices, or other proprietary rights notices of Adobe (and its licensors, if any) 
appearing on or within the Flex SDK Source Files and/or Flex SDK Components, or any 
Documentation relating to the Flex SDK Components;  

(h) Customer causes any modified files to carry prominent notices stating that Customer 
changed the files; and  

(i) Customer does not use “mx”, “mxml”, “flex”, “flash”, “livecycle”, or “adobe” in any new 
package or class names distributed with the Flex SDK Source Files. Any modified or merged 
portion of the Flex SDK Source Files is subject to this Agreement. 

(B) Customer will not have a right to distribute any Flex SDK Components that are provided as 
executables or in object code form on a standalone-basis. Customer also agrees not to add or delete 
any program files that would modify the functionality and/or appearance of other Adobe software or 
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any component thereof. Customer agrees that it will not use the Flex SDK Components to create, 
develop, or use any program, software or service, which: 

(1) contains any viruses or other computer programming routines that are intended to damage, 
detrimentally interfere with, surreptitiously intercept, or expropriate any system, data, or 
personal information;  

(2) when used in the manner in which it is intended, violates any law, statute, ordinance, or 
regulation; or  

(3) interferes with the operability of other Adobe or third-party programs or software. 

4. LiveCycle Connector 

4.1 License Metrics. LiveCycle Connector is licensed as Production Software on a per-CPU or per-Authorized 
User basis, and/or Development Software on a per-Server basis.  A license to LiveCycle Connector includes 
licenses to Foundation Components, LiveCycle SDK Components and Flex SDK Components. 

4.2 Description. LiveCycle Connector connects enterprise content management systems to engagement 
applications providing content repository services.   

4.3 Product Limitations and Use Restrictions.   

(A) LiveCycle Connector is licensed for use only with Connected Adobe Applications and the non-Adobe 
content management software application for which it is designed, as indicated by the name of the 
particular version of LiveCycle Connector licensed to Customer. 

(B) Customer must have at least 1 valid license to the LiveCycle Connector:  

(1) Per-CPU of a Connected Adobe Application licensed on a per-CPU basis; or  

(2) Per-Authorized User of a Connected Adobe Application licensed on a per-Authorized User basis. 

(C) If Customer has licensed LiveCycle Connector for Microsoft SharePoint, then Customer is also granted 
a license to use the LiveCycle SharePoint iFilter for Rights Protected Documents in conjunction with 
the LiveCycle Connector for Microsoft SharePoint. 

5. LiveCycle Digital Signatures 

5.1 License Metrics.  LiveCycle Digital Signatures software is licensed as Production Software on a per-CPU 
basis and/or Development Software on a per-Server basis.  A license to LiveCycle Digital Signatures 
includes licenses to Foundation Components, LiveCycle SDK Components and Flex SDK Components. 

5.2 Description.  LiveCycle Digital Signatures software allows Customer to author and validate Certified 
Documents. 

6. LiveCycle Forms 

6.1 License Metrics.  LiveCycle Forms software is licensed as Production Software on a per-CPU or per-
Authorized User basis and/or Development Software on a per-Server basis.  A license to LiveCycle Forms 
includes licenses to Foundation Components, LiveCycle SDK Components and Flex SDK Components. 

6.2 Description.  LiveCycle Forms software enables Customer to deploy interactive XML-based forms in Adobe 
Reader, Adobe Flash Player, or web browsers.   

6.3 Product Limitations and Use Restrictions.  Customer’s valid license to LiveCycle Forms software as 
Production Software or Development Software includes a license to install and use the LiveCycle Data 
Services software subject to the same License Metrics, number of licenses, and other terms that apply to 
the LiveCycle Forms software, and only to the extent necessary to utilize the LiveCycle Forms software, 
unless Customer has obtained a separate valid license to LiveCycle Data Services. 

7. LiveCycle Forms Standard 

7.1 License Metrics.  LiveCycle Forms Standard is licensed as Production Software on a per-CPU basis and/or 
Development Software on a per-Server basis as provided in the Sales Order.  A license to LiveCycle Forms 
Standard includes licenses to Foundation Components, LiveCycle SDK Components and Flex SDK 
Components. 

7.2 Description.  LiveCycle Forms Standard provides Customer with all the rights and restrictions of LiveCycle 
Forms software as well as the use of LiveCycle Reader Extensions. 
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7.3 Product Limitations and Use Restrictions.  Customer may use LiveCycle Forms Standard to enable a 
Document with Adobe Reader Features, only when that Document has been rendered by LiveCycle Forms 
software immediately prior to its use by an individual Recipient.  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 LiveCycle Forms.   

8. LiveCycle Forms Pro 

8.1 License Metrics.  LiveCycle Forms Pro is licensed as Production Software on a per-CPU and/or as 
Development Software on a per-Server basis.  A license to LiveCycle Forms Pro includes licenses to 
Foundation Components, LiveCycle SDK Components and Flex SDK Components. 

8.2 Description.  LiveCycle Forms Pro provides Customer with all the rights and restrictions of LiveCycle Forms 
Standard as well as the capabilities of LiveCycle Mobile Forms, LiveCycle Forms Management and 
LiveCycle Output. 

8.3 Product Limitations and Use Restrictions.  Customer may use LiveCycle Output only to render a document 
receipt of data captured using a form rendered through LiveCycle Forms or LiveCycle Mobile Forms.   

9. LiveCycle Output 

9.1 License Metrics.  LiveCycle Output is licensed as Production Software on a per-CPU basis and/or 
Development Software on a per-Server basis.  A license to LiveCycle Output includes licenses to 
Foundation Components, LiveCycle SDK Components and Flex SDK Components. 

9.2 Description.  LiveCycle Output enables Customer to dynamically generate personalized documents on 
demand in print and electronic formats.   

9.3 Product Limitations and Use Restrictions.  If Customer obtains LiveCycle Output as part of an upgrade to 
LiveCycle Forms from a previously licensed version of Forms software (e.g., Adobe Forms Server 7.x): 

(A) Adobe grants to Customer a non-exclusive license to permit Authorized Users to install and use 
LiveCycle Output, under the same License Metrics as the corresponding LiveCycle Forms upgrade, 
solely to generate PDF documents which do not contain any interactive form fields, for processing 
exclusively with the corresponding LiveCycle Forms upgrade; and  

(B) use of LiveCycle Output is restricted:  

(1) to deployment on the same Server on which the LiveCycle Forms software is installed; and  

(2) in the same capacity as Development Software or Production Software (and on a per-CPU or per-
Server basis, as applicable) as the corresponding LiveCycle Forms software upgrade.  

10. LiveCycle Forms Pro Add-On 

10.1 License Metrics.  LiveCycle Forms Pro Add-On is licensed as Production Software on a per-CPU and/or 
Development Software on a per-Server basis, to those Customers who already have a valid license for 
LiveCycle Forms.  A license for LiveCycle Forms Pro Add-On includes licenses for Foundation Components, 
LiveCycle SDK Components and Flex SDK Components. 

10.2 Description.  LiveCycle Forms Pro Add-On grants Customer the right to use LiveCycle Mobile Forms, 
LiveCycle Forms Management and LiveCycle Output, but does not include a license to LiveCycle Reader 
Extensions.   

10.3 Product Limitations and Use Restrictions.  Customer may use LiveCycle Output only to render a document 
receipt of data captured using a form rendered through LiveCycle Forms or LiveCycle Mobile Forms.   

11. LiveCycle Mobile Forms Add-On 

11.1 License Metrics.  The LiveCycle Mobile Forms Add-On is licensed as Production Software on a per-CPU 
basis and/or Development Software on a per-Server basis, to those Customers who already have a valid 
license for LiveCycle Forms.  A license to LiveCycle Mobile Forms Add-On includes licenses to Foundation 
Components, LiveCycle SDK Components and Flex SDK Components. 

11.2 Description.  LiveCycle Mobile Forms Add-On grants Customer the right to use LiveCycle Mobile Forms 
and LiveCycle Output.   

11.3 Product Limitations and Use Restrictions. Customer may use LiveCycle Output only to render a document 
receipt of data captured using a form rendered through LiveCycle Forms or LiveCycle Mobile Forms. 
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12. LiveCycle PDF Generator 

12.1 License Metrics.  LiveCycle PDF Generator software is licensed as Production Software on a per-CPU or 
per-Authorized User basis and/or Development Software on a per-Server basis.  A license to LiveCycle PDF 
Generator includes licenses to Foundation Components, LiveCycle SDK Components and Flex SDK 
Components. 

12.2 Description.  LiveCycle PDF Generator enables Customer to automate the creation and assembly of PDF 
documents from many file formats.  A copy of Adobe Acrobat Professional accompanies the LiveCycle PDF 
Generator. 

12.3 Product Limitations and Use Restrictions.   

(A) Unless Customer obtains a separate license for Adobe Acrobat Professional, Customer may not: 

(1) install more than 1 copy of Adobe Acrobat Professional on each Server on which LiveCycle PDF 
Generator is installed; and 

(2) use Adobe Acrobat Professional directly – Customer may only use Adobe Acrobat Professional 
indirectly and only to the extent that LiveCycle PDF Generator is designed to access Adobe 
Acrobat Professional programmatically as described in the Documentation. 

(B) LiveCycle PDF Generator is designed to operate in connection with certain other Adobe software 
applications as described in the Documentation (each a “Supported Adobe Software”). If Customer 
obtains a separate license for a Supported Adobe Software, Customer may use such Supported Adobe 
Software with the LiveCycle PDF Generator software only to convert files in the native file formats of 
such Supported Adobe Software (e.g., files in the .psd format), and Customer may not:  

(1) install more than 1 copy of each licensed Supported Adobe Software on each Server on which 
LiveCycle PDF Generator is installed; and  

(2) use the Supported Adobe Software directly – Customer may only use the Supported Adobe 
Software indirectly and only to the extent the LiveCycle PDF Generator software is designed to 
access the Supported Adobe Software programmatically as described in the Documentation. 

(C) Customer’s right to use the Production Software to generate or assemble content in PDF format 
(“Process”) is limited based on the applicable License Metric as follows:  

(1) when the Production Software is licensed on a Per-CPU basis, it will be used only to Process PDFs 
as a result of a predefined automated workflow process and not any other uses (for example, ad 
hoc submission and receipt of files by Authorized Users is prohibited); and  

(2) when the Production Software is licensed on a Per-Authorized User basis, the PDF content must 
be generated as the result of any process other than the Per-CPU basis specified above. 

13. LiveCycle Process Management. 

13.1 License Metrics.  LiveCycle Process Management is licensed as Production Software on a per-CPU or per-
Authorized User basis and/or Development Software on a per-Server basis.  A license to LiveCycle Process 
Management includes licenses to Foundation Components, LiveCycle SDK Components, Flex SDK 
Components, LiveCycle Workspace and LiveCycle Workspace Mobile. 

13.2 Description.  LiveCycle Process Management enables Customer to perform task assignment and task 
management, and enables Customer to initiate and participate in form-based business processes using a 
web browser.   

14. LiveCycle Workspace and LiveCycle Workspace Mobile. 

14.1 License Metrics.  Included with LiveCycle Process Management. 

14.2 Description.  LiveCycle Workspace enables Customer to initiate and participate in form-based business 
processes using a web browser, and LiveCycle Workspace Mobile enables the same functionality on a 
mobile device.   

14.3 Product Limitations and Use Restrictions.  

(A) Customer may use LiveCycle Workspace Mobile and Workspace Mobile SDK only in conjunction with 
LiveCycle Process Management and only to interface with LiveCycle Process Management and 
Foundation Components.   
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(B) Customer may use the source code version of LiveCycle Workspace available with LiveCycle SDK 
Components (“Workspace Code”) subject to the following: 

(1) Customer may modify and reproduce Workspace Code only to develop internally user interfaces 
designed to operate with LiveCycle Process Management and Foundation Components;  

(2) Customer may use the user interfaces and other derivatives developed with the Workspace Code 
under the same terms that apply to LiveCycle Workspace;  

(3) Customer may not delete or alter the copyright or other proprietary notices appearing within the 
Workspace Code; 

(4) Customer accepts sole responsibility for any update needs, errors, or other liability resulting from 
any use or distribution of modified and unmodified Workspace Code. 

(C) Customer may not change any LiveCycle Data Services Features (including data services destinations) 
used by LiveCycle Workspace or included in the Workspace Code at the time the OnPremise Software 
is first installed, or otherwise use LiveCycle Workspace or Workspace Code with any other LiveCycle 
Data Services Features.  

15. LiveCycle Reader Extensions 

15.1 License Metrics.  LiveCycle Reader Extensions is licensed as Production Software on a per-Document or 
per-Recipient basis.  A license to LiveCycle Reader Extensions includes licenses to Foundation 
Components, LiveCycle SDK Components and Flex SDK Components. 

15.2 Description.  LiveCycle Reader Extensions enables Customer to activate in Documents it distributes certain 
Adobe Reader Features that are not usually available when a PDF document is opened using Adobe 
Reader.  LiveCycle Reader Extensions includes the functionality previously available with LiveCycle 
Barcoded Forms. 

16. LiveCycle Rights Management 

16.1 License Metrics.  LiveCycle Rights Management is licensed as Production Software on a per-Document or 
per-Recipient basis.  A license to LiveCycle Rights Management includes licenses to Foundation 
Components, LiveCycle SDK Components and Flex SDK Components. 

16.2 Description.  LiveCycle Rights Management enables Customer to place certain controls on documents, 
such as who may open or print a document.   

16.3 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 LiveCycle Rights 
Management. 

17. Correspondence Management Solution 

17.1 License Metrics. Each Production Software license to Correspondence Management Solution includes an 
unlimited number of Development Software licenses to Correspondence Management Solution. 

17.2 Description.  Correspondence Management Solution automates various types of correspondence.  Users 
can assemble individualized correspondence with pre-approved content blocks, interactive media 
elements, and pre-filled electronic forms.  Correspondence Management Solution will deliver the 
correspondence to recipients, who may fill out forms.  Correspondence Management Solution grants 
Customer the right to use LiveCycle Output, LiveCycle Process Management, LiveCycle PDF Generator, 
LiveCycle Forms, LiveCycle Reader Extensions, LiveCycle Digital Signatures, LiveCycle Rights Management, 
Content Repository Extreme, AEM, Asset Manager interface, Asset Editor interface, Correspondence 
Creation interface, Expression Manager, Asset Composer, and Data Dictionary services. 

17.3 Product Limitations and Use Restrictions. Customer may use Correspondence Management Solution only 
for creation, management, administration, rights management, securing and delivery of the following 
types of personal correspondence to CM Recipients: customer inquiry responses, human resources 
correspondence, reminder and notification letters, endorsement notices, policy issuance documents, 
welcome kits, or account application packages.  Customer may use interactive forms only as necessary to 
create or respond to personalized correspondence for or from CM Recipients.  Customer may not publish 
a non-personalized Document with Adobe Reader Features to a website, convert documents to PDF if 
those documents will not be used directly in personalized correspondence, or use AEM to publish or store 
content not utilized or generated by Correspondence Management Solution. 
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18. LiveCycle Data Services 

18.1 License Metrics.  LiveCycle Data Services is licensed as Production Software on a per-CPU basis and/or 
Development Software on a per-Server basis.  A license to LiveCycle Data Services includes a license to 
Flex SDK Components and Edge Server. 

18.2 Description. LiveCycle Data Services enables Customer to build data-rich Flex and Ajax applications that 
interact with a variety of data sources.  LiveCycle Data Services grants Customer the right to use Live 

18.3 Product Limitations and Use Restrictions.   

(A) Customer may install and use 5 copies of Adobe Flash Builder Pro (or its successor) only in 
combination with Flex SDK Components and only to create Applications that integrate with LiveCycle 
Data Services.  Any Application created using LiveCycle Data Services must be deployed with an 
authorized and validly licensed Production Software copy of LiveCycle Data Services. 

(B) Customer may use Edge Server only in conjunction with LiveCycle Data Services. 

(C) The Data Services Modeler plugin must be used in conjunction with LiveCycle Data Services and 
Adobe Flash Builder. Customer may only use that software in accordance with the License Metrics it 
has obtained for LiveCycle Data Services and Adobe Flash Builder.   

19. AEM for Forms Portal 

19.1 License Metrics.  AEM for Forms Portal may be deployed on an unlimited number of Instances and 
administered by an unlimited number of Users.    

19.2 Description.  AEM for Forms Portal enables Customer to manage forms and documents on a website.  
AEM for Forms Portal grants Customer the right to use AEM WCM Basic Edition and AEM Mobile.  Please 
see AEM 5.6.1 – Perpetual OnPremise PDM (2013v3) for full description. 

19.3 Product Limitations and Use Restrictions.  Customer may use AEM for Forms Portal only for 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.  Customer may not use AEM for Forms Portal to publish web content or manage websites not 
related to forms processing or document display. 

 

Additional Terms  

 

20. Non-licensed Persons. Customers may permit non-licensed persons to participate in electronic processes that 
utilize Production Software provided that such non-licensed persons are not permitted to use the LiveCycle SDK 
Components or Flex SDK Components, or otherwise use the OnPremise Software directly, and such participation 
does not otherwise violate any of the prohibitions described in this Agreement. 

21. Additional License Restrictions.  Except as may be explicitly provided in this Agreement, Customer is prohibited 
from: 

21.1 authorizing any portion of the OnPremise Software to be copied onto or accessed from outside 
Customer’s Intranet; or  

21.2 using the OnPremise Software to generate PDF files from electronic documents or content provided by 
third parties when Customer also distributes or makes available the generated PDF files as part of a 
broader service or product offering. 

22. Eclipse Code.  The OnPremise Software may include code provided by the Eclipse Foundation (“Eclipse Code”).  The 
source code for the Eclipse Code as included in the software may be obtained as described in a readme to the 
software. Adobe provides the Eclipse Code as is, without warranty or support from Adobe.  On behalf of 
contributors to the Eclipse Code, Adobe hereby:  

22.1 disclaims any and all warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or 
conditions of merchantability and fitness for a particular purpose with respect to the included Eclipse 
Code and any and all derivative works thereof;  

22.2 disclaims any liability for damages, including direct, indirect, special, incidental and consequential 
damages, such as lost profits; and  
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22.3 represents that any warranties or other promises made by Adobe respecting the Eclipse Code are made by 
Adobe alone and not by any other party.   

23. Font Software.  If the OnPremise Software includes font software, then Customer may:  

23.1 use the font software on Customer’s Computers in connection with Customer’s use of the OnPremise 
Software as permitted under this Agreement;  

23.2 output such font software on any output devices connected to Customer’s Computers;  

23.3 convert and install the font software into another format for use in other environments provided that the 
converted font software may not be distributed or transferred for any purpose except in accordance with 
this Agreement;  

23.4 embed copies of the font software into Customer’s electronic documents for the purpose of printing and 
viewing the document, provided that if the font software Customer is embedding is identified as “licensed 
for editable embedding” on Adobe’s website 
at http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html; and 

23.5 embed copies of the font software for the additional limited purpose of editing Customer’s electronic 
documents; no other embedding rights are implied or permitted under this license. 

24. LiveCycle Data Services – Limitations on Use for Non-Customers.  LiveCycle Data Services (“LCDS”) enables 
Customer to build data-rich Flex and Ajax applications that interact with a variety of data sources.  Unless Customer 
has obtained a valid license to the Production Software version of LCDS, Customer may use only: 

24.1 LCDS’s remoting end point functionality for the purpose of calling licensed public APIs from a program or 
application developed in Adobe Flex; and 

24.2 unmodified LCDS features, and only to the extent the OnPremise Software is designed to access those 
features programmatically. 

25. Additional Licensing Terms for Certain LiveCycle Editions.  Adobe may, in its sole discretion, and as set forth in the 
Sales Order, provide various OnPremise Software components in different sets of bundles (each bundle, an 
“Edition”), and the License Metric associated with such an Edition may be categorized as “per-Pack,” “per-Bundle,” 
“per-Set,” or other similar bundle designation. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, for 
each individual “Pack,” “Bundle,” “Set,” or single unit of any bundle designation, the Production Software versions 
of the following OnPremise Software components are subject to the following additional conditions:   

25.1 LiveCycle Forms, LiveCycle Output, LiveCycle Process Management, LiveCycle Digital Signatures, or 
LiveCycle Reader Extensions will be deemed to have a License Metric of 1 CPU;  

25.2 for the LiveCycle Business Transformation Edition, LiveCycle Rights Management may be used by no more 
than 5000 Recipients and must be utilized with another OnPremise Software component that creates the 
Document being protected;  

25.3 LiveCycle Reader Extensions must be utilized in conjunction with LiveCycle Forms and may not be used to 
create a standalone Document made available to Recipients; and  

26. Online Services.  The OnPremise Software may facilitate Customer’s access to content and services that are 
provided by Adobe or third parties (collectively “Online Services”).  Use of such Online Services may be subject to 
additional terms and conditions.  EXCEPT AS EXPRESSLY AGREED TO BY ADOBE OR ITS AFFILIATES OR A THIRD 
PARTY IN A SEPARATE AGREEMENT, CUSTOMER’S USE OF ONLINE SERVICES IS AT CUSTOMER’S OWN RISK. 

27. Activation.  The OnPremise Software may require Customer to obtain an Adobe ID; activate or reactivate the 
OnPremise Software; register the OnPremise Software; or validate the Membership pursuant to the terms stated 
at http://www.adobe.com/go/activation. 

28. Digital Signatures.  Digital certificates may be issued by third party certificate authorities, including Adobe Certified 
Document Services vendors and Adobe Approved Trust List vendors (collectively “Certificate Authorities”), or can 
be self-signed. Purchase, use, and reliance upon digital certificates are the responsibility of Customer and 
Certificate Authority. CUSTOMER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR DECIDING WHETHER OR NOT TO RELY ON A 
CERTIFICATE. UNLESS A SEPARATE WRITTEN WARRANTY IS PROVIDED TO CUSTOMER BY A CERTIFICATE 
AUTHORITY, CUSTOMER'S USE OF DIGITAL CERTIFICATES IS AT ITS SOLE 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. 
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29. Third Party Software Notices.  In order to accommodate public demand for software that is interoperable with 
other products and platforms, Adobe, like other commercial software publishers, has designed its products to 
comply with public standards, and has incorporated code created and licensed by third parties, into its products. 
The creators of these public standards and publicly available code, as well as other third party licensors, require 
that certain notices and terms and conditions be passed through to the end users of the software.  Such required 
third party software notices and/or additional terms and conditions are located 
at www.adobe.com/products/eula/third_party/index.html (or a successor website thereto) and are made a part of 
and incorporated by reference into this Agreement.  

 

 

30  Additional Definitions. 

 

30.1 “Adobe Reader Features” means: 

(A) certain technology embedded into PDF files by the OnPremise Software that enables features in 
Adobe 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 LiveCycle Rights 
Management components of the OnPremise Software directly or through supported software 
applications.  

30.2 “AEM” means Adobe Experience Manager. 

30.3 “Application” means a computer program designed for a specific task or use that uses the OnPremise 
Software to access, store, or process data, generate Documents, or display data or content. Examples of 
an Application are a corporate website, a blog, a wiki, an e-learning platform, games, maps, web 
applications or websites. 

30.4 “Authentication” means the valid entry of a required secure credential (such as a user name/password 
combination, smart card, or biometric) prior to use or access of the OnPremise Software or Document 
whether such credential is entered directly into the OnPremise Software or passed to the OnPremise 
Software programmatically, allowing that user a specific set of rights to the OnPremise Software or 
Document. 

30.5 “Authorized Users” means employees and individual contractors (i.e., temporary employees) of 
Customer. 

30.6 “Business Recipient” means a person acting on behalf of a business, government, educational institution 
or other organization that has access to correspondence generated by the OnPremise Software. 

30.7 “CM Authorized User” means a unique person that uses Authentication to log into the OnPremise 
Software or an Application for the purpose of authoring and administering correspondence templates; 
creating, managing, or modifying correspondence or documents; or the delivery of correspondence or 
documents. Each CM Authorized User is licensed only for a single Deployment. 

30.8 “CM Recipient” means a unique person who has access to correspondence generated by the OnPremise 
Software and is not a Business Recipient.  CM Recipient licenses may not be shared or used by more than 
one individual but may be reassigned either when new CM Recipients replace former CM Recipients or 
upon written permission from Adobe.  Each CM Recipient is licensed for a single Deployment. 

30.9 “Connected Adobe Application” means an Adobe software application used with LiveCycle Connector. 

30.10 “CPU” means central processing units on Computers used to operate the OnPremise Software subject to 
the following:  

(A) all CPUs on a Computer on which the OnPremise Software is installed will be deemed to operate the 
OnPremise 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 
OnPremise Software is less than the total number on that Computer; and  

(B) when a CPU contains more than one processing core, each group of 2 processing cores, and any 
remaining unpaired processing core, will be deemed 1 CPU unless it conforms to the guidelines 
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described in the applicable Multicore Policy at http://www.adobe.com/go/multicorepolicy or in a 
separate writing signed by both parties. 

30.11 “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. 

30.12 “Deployment” means a group of Server(s) that have the OnPremise Software installed and which operate 
one or more Applications where all Server(s) operate all the Applications and are operating at the same 
physical site. 

30.13 “Developer Programs” means programs or applications that are built consisting partly of the Flex SDK 
Source Files, and partly of Customer’s Material Improvement to add to or extend the Flex SDK Source 
Files. 

30.14 “Document” means an electronic or printed file that is processed or generated by the OnPremise 
Software, 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, or differs from other Deployed Documents only with 
respect to correction of typographical errors, pre-Deployment customization of information about 
Recipients (e.g., name, address or account number) and similar differences that do not alter the 
fundamental business purpose of the Document.  To the extent that a Document includes content 
contained in other electronic files that have been processed by the same Adobe software application(s) 
and are separately Deployed as Documents, then each such electronic file will also be deemed a unique 
Document. 

30.15 “End User License Agreement” means an end user license agreement that contains:  

(A) a limited, nonexclusive right to use the Developer Program;  

(B) terms ensuring that any sublicensees of Customer will comply with all restrictions and obligations set 
forth in these sections regarding the Adobe Flex SDK;  

(C) standard prohibitions against reverse engineering or decompiling the Developer Program;  

(D) a statement that Customer and its suppliers retain all right, title, and interest in the Developer 
Program;  

(E) a statement that Customer’s suppliers disclaim all warranties and representations regarding the 
Developer Program; and  

(F) a limitation of liability that disclaims all liability on behalf of Customer’s suppliers. 

30.16 “Flex SDK Source Files” means the Flex Framework source code files that are provided with the Flex SDK. 

30.17 “Instance” means 1 copy of AEM for Forms Portal running on one Computer.  Each Instance can be 
designated as either ‘author’ or ‘publisher’ but each will be counted separately as one Instance.   

30.18 “LiveCycle Data Services Features” means the remoting features and associated data services destinations 
automatically installed and configured with the initial installation of the Foundation Components. 

30.19 “Material Improvement” means perceptible, measurable, and definable improvements to the Flex SDK 
Source Files that provide extended or additional significant and primary functionality that adds significant 
business value to the Flex SDK Source Files. 

30.20 “OnPremise Software” means, with respect to this PDM, the validly licensed components of LiveCycle 
OnPremise. 

30.21 “Production Software” means the OnPremise Software licensed for productive business use.  

30.22 “Recipient” means a person to whom Customer directly or indirectly Deploys Documents. Each person 
that receives a Deployed Document will be deemed a unique Recipient with respect to a particular 
software application unless the identity of that Recipient is known to Customer prior to Deployment and 
Customer has Deployed Documents to that Recipient before. 

30.23 “Server” means a Computer designed or configured for access by multiple users through a network. 
Where a Server contains more than 1 Virtual Machine, each Virtual Machine will be counted as a Server. 

30.24 “Short-Lived Process” means an electronic process that (i) is tagged as “short-lived” through the user 
interface or application programming interfaces of the LiveCycle SDK Components, (ii) is initiated by the 
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specific action of a single person or computer, (iii) results in the completion of a single electronic 
transaction consisting of one or more events that occur in a serial or synchronous fashion in real-time to 
generate a certain result or output, and (iv) does not include or require any human intervention (other 
than the initiation of the process). 

30.25 “User” means employee(s) or contractors of Customer that are authorized to have login access, either 
directly or programmatically such as through use of an API, to AEM for Forms Portal for any purpose, 
including administration or authoring of the Instance(s), administration of Adobe hosted or online 
accounts, or maintenance of Customer Content stored within AEM for Forms Portal. 

30.26 “Virtual Machine” means a self-contained operating system environment that runs applications like a 
physical server (e.g., an AIX® LPAR, Solaris™ zone, or VMware® virtual machine). 
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アドビ PDM ‐ LiveCycle® ES 4.0 – オンプレミス (2013v3) 

本 PDM に記載された製品はオンプレミスソフトウェアであり、基本利用条件、オンプレミスソフトウェアの
付録、本 PDM、および適用されるセールスオーダーに従うものとします。 

LiveCycle – オンプレミスソフトウェアディスクリプション 

LiveCycle オンプレミスは、業務プロセスを自動化できるエンタープライズサーバープラットフォームです。
LiveCycleオンプレミスのお客様は、以下の 1つ以上のモジュールについてライセンスできます。 

1. LiveCycleの基盤コンポーネント 

1.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Connector、LiveCycle  Digital  Signatures、LiveCycle  Forms、
LiveCycle Forms Standard、LiveCycle Forms Pro、LiveCycle Output、LiveCycle Forms Proのアドオン、
LiveCycle  Mobile  Forms のアドオン、LiveCycle  PDF  Generator、LiveCycle  Process  Management、
LiveCycle  Workspace、LiveCycle  Workspace  Mobile、LiveCycle  Reader  Extensions、および LiveCycle 

Rights Managementに付属しています。 

1.2 ディスクリプション  基盤コンポーネントとは、初回のインストールの際に標準構成で自動的
にインストールされるコンポーネントを意味し、特に以下のものは除きます。 

(A) 評価版ソフトウェア 

(B) Flex SDKコンポーネント 

(C) オンプレミスソフトウェアにプログラムでアクセスするために使用されるクライアントライ
ブラリ以外の LiveCycle SDKコンポーネントの一部 

(D) オンプレミスソフトウェアに付随する JBoss  Application  Server ソフトウェア、MySQL データ
ベースソフトウェア、MySQL JDBCドライバー 

1.3 製品の制限と使用の制限 

(A) ライセンシーが Adobe  LiveCycle Process Managementの製品版ソフトウェアの有効なライセン
スを取得しない限り、方法の如何を問わず、オンプレミスソフトウェアを使用する電子プロ
セスを設計、実装、実行するためのお客様の権利は、短寿命プロセスに制限されています。 

(B) お客様は、以下のコピーを、基盤コンポーネントとのみ、数に制限なく使用することができ
ます。 

(1) 基盤コンポーネントの一部としてインストールされた LiveCycle Designer  

(2) その出力  

(C) オンプレミスソフトウェアを変更してオンプレミスソフトウェアのコンポーネントに統合す
るアプリケーションを作成するために、Adobe  Flash  Builder  Proが基盤コンポーネントの一部
としてインストールされ、LiveCycle  SDK コンポーネントと併用される場合に限り、デプロイ
メント 1 つに対して、お客様は、基盤コンポーネントと共に提供された Adobe  Flash  Builder 
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Pro（またはその後継版）のコピーを 5 部インストールして使用することができます。その他
の目的で Adobe Flash Builder Proを使用することは禁止されています。 

(D) 基盤コンポーネントに含まれる Adobe Content Repository Extreme (CRX) コンポーネントの使用
は、オンプレミスソフトウェアとの併用のみに制限されています。 

2. LiveCycle SDKコンポーネント 

2.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Connector、LiveCycle  Digital  Signatures、LiveCycle  Forms、
LiveCycle Forms Standard、LiveCycle Forms Pro、LiveCycle Output、LiveCycle Forms Proのアドオン、
LiveCycle  Mobile  Forms のアドオン、LiveCycle  PDF  Generator、LiveCycle  Process  Management、
LiveCycle  Workspace、LiveCycle  Workspace  Mobile、LiveCycle  Reader  Extensions、および LiveCycle 

Rights Managementに付属しています。 

2.2 ディスクリプション  LiveCycle  SDKコンポーネントとは、オンプレミスソフトウェアの一部と
して含まれる、ソフトウェアライブラリ、サンプルソフトウェアコード、アプリケーションプロ
グラミングインターフェース、ヘッダーファイルと関連情報、およびファイル形式仕様書（ある
場合）を意味します。 

2.3 製品の制限と使用の制限  お客様は、本契約に従って、有効にライセンスを許諾されたオンプ
レミスソフトウェアの使用を容易にする目的にのみ、LiveCycle  SDK コンポーネントをインストー
ルして使用できます。 

3. Flex SDKコンポーネント 

3.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Connector、LiveCycle  Digital  Signatures、LiveCycle  Forms、
LiveCycle Forms Standard、LiveCycle Forms Pro、LiveCycle Output、LiveCycle Forms Proのアドオン、
LiveCycle  Mobile  Forms のアドオン、LiveCycle  PDF  Generator、LiveCycle  Process  Management、
LiveCycle  Workspace、LiveCycle  Workspace  Mobile、LiveCycle  Reader  Extensions、LiveCycle  Rights 

Management、および LiveCycle Data Servicesに付属しています。 

3.2 ディスクリプション  Adobe  Flex ではインタラクティブな Web アプリケーションを構築でき
ます。Flex  SDKコンポーネントとは、Flex  SDKコンポーネントに添付される Flex  SDKドキュメン
テーションまたは「お読みください」ファイルに記載されるように、オンプレミスソフトウェア
の一部として含まれる、Flex  SDK という名前が付いたディレクトリ、またはそれに類似した名前
が付いたディレクトリの中のファイル、ライブラリ、実行可能ファイル（Flex  SDK ソースファイ
ル、ビルドファイル、コンパイラー、関連する情報を含む）、およびファイル形式仕様書（ある
場合）です。 

3.3 製 品 の 制 限 と 使 用 の 制 限   Flex  SDK は ラ イ セ ン シ ー に ラ イ セ ン ス さ れ 、
http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/legal.html  に掲載のライセンスが適用されます。このラ
イセンスは参照により本契約に組み込まれます。 

(A) さらにお客様は以下を行うことができます。 

(1) アプリケーションを社内開発する目的においてのみ、Flex SDKコンポーネントを使用する 

(2) お客様の Web サイトを通じて配布される開発者プログラムをコンパイルする目的におい
てのみ、お客様のWebサイトの一部として Flex SDKコンポーネントを使用する 
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(3) Flex SDKソースファイルに重要な改善を追加する開発者プログラムのコンポーネントとし
て使用するために、Flex SDKソースファイルを変更および複製する 

(4) Flex SDKソースファイルに重要な改善を追加する開発者プログラムのコンポーネントとし
てのみ、以下を条件として、Flex SDKソースファイルをオブジェクトコード形式やソース
コード形式で配布する 

(a) かかる開発者プログラムが、Adobe Flash Builder、Flex Charting、LiveCycle Data Services、
または Flex SDKコンポーネントと連動するように設計されている 

(b) お客様は、エンドユーザーライセンス契約の諸条件に基づいて、かかるオブジェク
トコードやソースコードを配布する 

(c) お客様は、かかる開発者プログラムにおけるお客様の著作権所有を示す著作権表示
を付す 

(d) お客様は、自己の顧客に対し、かかる配布に起因するアップデートやサポート義務、
またはその他の義務に対して全責任を負う 

(e) お客様は、その開発者プログラムがアドビによって「認定」または保証されている
という声明を行わない 

(f) お客様は、アドビの書面による許可なく、開発者プログラムを宣伝するために、 

アドビの名称または商標を使用しない 

(g) お客様は、Flex SDKソースファイルや Flex SDKコンポーネント、または Flex SDKコン
ポーネントに関連するドキュメンテーション内に付されるアドビ（およびそのライ
センサーがある場合、そのライセンサー）の著作権表示、商標、ロゴまたは関連す
る表示、もしくは知的所有権表示を、削除または如何なる方法によっても改変しな
い 

(h) お客様は、お客様がファイルを変更したことを示す目立つ表示を、変更したファイ
ルに付す 

(i) お客様は、Flex  SDKソースファイルと共に配布される新しいパッケージまたはクラス
名に、「mx」、「mxml」、「flex」、「flash」、「livecycle」、または「adobe」を使
用しない。Flex  SDKソースファイルの修正または併合された部分には、本契約が適用
されます。 

(B) お客様は、実行ファイルとしてまたはオブジェクトコード形式で提供される Flex  SDK コン
ポーネントを、単体で配布する権利を有しないものとします。さらにお客様は、その他のア
ドビのソフトウェアやそのコンポーネントの機能または外観を変更するプログラムファイル
を追加したり削除しないことに同意します。お客様は、自らが Flex  SDK コンポーネントを使
用して、以下のプログラム、ソフトウェア、サービスを作成、開発、または使用しないこと
に同意します。 

(1) システム、データ、または個人情報に損害を与え、有害な干渉をし、秘密裏に妨害し、盗用
することを意図する、ウイルス等のコンピュータープログラミングルーチンを含んでいる 

(2) 意図された方法で使用された場合に、法令、条例、または規制に違反する 

(3) アドビまたは第三者のその他のプログラムやソフトウェアの操作性を妨げる 
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4. LiveCycle Connector 

4.1 ライセンスメトリック  LiveCycle Connectorは、CPU単位または許可されたユーザー単位で製品
版ソフトウェアとして、またはサーバー単位で開発版ソフトウェアとして、ライセンスされます。
LiveCycle  Connectorのライセンスには、基盤コンポーネント、LiveCycle  SDKコンポーネント、およ
び Flex SDKコンポーネントのライセンスが含まれています。 

4.2 ディスクリプション  LiveCycle  Connector は、エンタープライズコンテンツ管理を、コンテン
ツレポジトリサービスを提供するエンゲージメントアプリケーションに接続します。 

4.3 製品の制限と使用の制限  

(A) LiveCycle  Connectorは、お客様にライセンスされた LiveCycle  Connectorの特定のバージョン名
によって指定されるように、LiveCycle Connectorの設計対象である、アドビの接続アプリケー
ション、およびアドビ以外のコンテンツ管理ソフトウェアとの使用に限り、ライセンスされ
ます。 

(B) お客様は、以下を少なくとも 1つ保有している必要があります。 

(1) CPU 単位で使用許諾されるアドビ接続アプリケーションの、CPU 単位の LiveCycle 

Connectorに対する有効なライセンス  

(2) 許可されたユーザー単位で使用許諾されるアドビ接続アプリケーションの、許可された
ユーザー単位の LiveCycle Connectorに対する有効なライセンス 

(C) お客様が LiveCycle  Connect  for  Microsoft  SharePoint のライセンスを取得した場合、お客様は
LiveCycle  Connector  for  Microsoft  SharePoint と共に、LiveCycle  SharePoint  iFilter  for  Rights 

Protected Documentsを使用するライセンスも付与されます。 

5. LiveCycle Digital Signatures 

5.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Digital  Signatures は、CPU 単位で製品版ソフトウェアとして、
またはサーバー単位で開発版ソフトウェアとして、ライセンスされます。LiveCycle  Digital 

Signatures のライセンスには、基盤コンポーネント、LiveCycle  SDK コンポーネント、および Flex 

SDKコンポーネントのライセンスが含まれています。 

5.2 ディスクリプション  LiveCycle  Digital  Signatures では、認証文書の作成と検証を行うことがで
きます。 

6. LiveCycle Forms 

6.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Formsは、CPU単位または許可されたユーザー単位で製品版
ソフトウェアとして、またはサーバー単位で開発版ソフトウェアとして、ライセンスされます。
LiveCycle  Forms のライセンスには、基盤コンポーネント、LiveCycle  SDK コンポーネント、および
Flex SDKコンポーネントのライセンスが含まれています。 

6.2 ディスクリプション  LiveCycle  Formsにより、Adobe  Reader、Adobe  Flash  Player、またはWeb

ブラウザーでインタラクティブな XMLベースのフォームをデプロイできます。 

6.3 製品の制限と使用の制限  製品版ソフトウェアまたは開発版ソフトウェアとしての、お客様の
LiveCycle  Forms に対する有効なライセンスには、LiveCycle  Forms に適用されるものと同じライセ
ンスメトリック、ライセンス数、およびその他の条件に従って、LiveCycle  Data  Services の有効な
ライセンスをお客様が別途取得していない場合に、LiveCycle  Forms を使用するために必要な範囲
に限ってのみ、LiveCycle Data Servicesをインストールして使用するライセンスが含まれます。 
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7. LiveCycle Forms Standard 

7.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Forms  Standardは、セールスオーダーに記載されるように、
CPU 単位で製品版ソフトウェアとして、またはサーバー単位で開発版ソフトウェアとして、ライ
センス許諾されます。LiveCycle  Forms  Standard のライセンスには、基盤コンポーネント、
LiveCycle SDKコンポーネント、および Flex SDKコンポーネントのライセンスが含まれています。 

7.2 ディスクリプション  LiveCycle  Forms  Standardは、お客様に対し、LiveCycle  Formsとすべて同
じ権利および制限の下で提供されます。さらに、LiveCycle  Reader  Extensions の使用も提供します。 

7.3 製品の制限と使用の制限  お客様は LiveCycle  Forms  Standardを使って Adobe  Reader機能を文
書で利用できるようにすることが可能ですが、その文書が LiveCycle  Form によって、個々の受領
者によって使用される直前に提供された場合に限ります。Reader の拡張文書は、LiveCycle  Forms

を使って文書を再レンダリングすることなく、Web サイトに投稿したり、2 人以上の受領者に配
布することはできません。 

8. LiveCycle Forms Pro 

8.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Forms  Pro は、CPU 単位で製品版ソフトウェアとして、また
はサーバー単位で開発版ソフトウェアとして、ライセンスされます。LiveCycle  Forms  Pro のライ
センスには、基盤コンポーネント、LiveCycle  SDKコンポーネント、および Flex  SDKコンポーネン
トのライセンスが含まれています。 

8.2 ディスクリプション  LiveCycle Forms Proは、お客様に対し、LiveCycle Forms Standardと同じす
べての権利および制限を適用します。さらに、 LiveCycle  Mobile  Forms、 LiveCycle  Forms 

Management、および LiveCycle Outputの機能も提供します。 

8.3 製品の制限と使用の制限  お客様による LiveCycle  Output の使用は、LiveCycle  Forms または
LiveCycle  Mobile  Form を通してレンダリングされたフォームを使って取り込まれた、データ受信
ドキュメントのレンダリングに制限されています。 

9. LiveCycle Output 

9.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Output は、CPU 単位で製品版ソフトウェアとして、または
サーバー単位で開発版ソフトウェアとして、ライセンスされます。LiveCycle  Outputのライセンス
には、基盤コンポーネント、LiveCycle  SDKコンポーネント、および Flex  SDKコンポーネントのラ
イセンスが含まれています。 

9.2 ディスクリプション  LiveCycle  Output により、印刷形式または電子形式でパーソナライズさ
れたドキュメントをオンデマンドで動的に生成できます。 

9.3 製品の制限と使用の制限  お客様がこれまでにライセンスを受けた LiveCycle Formsのバージョ
ン（Adobe Forms Server 7.xなど）からのアップグレードの一部として LiveCycle Outputを取得した
場合 

(A) アドビはお客様に対して、対応する LiveCycle  Forms アップグレードとのみ処理を行うために、
インタラクティブなフォームフィールドを含まない PDF ドキュメントを生成する目的におい
てのみ、対応する LiveCycle  Forms のアップグレードとして、同じライセンスメトリックに基
づいて、許可されたユーザーに LiveCycle Outputのインストールと使用を許可する非独占的な
ラインセンスを付与する 
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(B) LiveCycle Outputの使用は 

(1) LiveCycle Formsがインストールされたサーバーでのデプロイメントに制限される 

(2) 対応する LiveCycle  Forms のアップグレードとして、適宜 CPU 単位またはサーバー単位で、
開発版ソフトウェアまたは製品版ソフトウェアのものと同じ機能に制限される 

10. LiveCycle Forms Proのアドオン 

10.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Forms  Proのアドオンは、LiveCycle  Formsの有効なライセン
スを保有するお客様に対し、CPU 単位で製品版ソフトウェアとして、またはサーバー単位でデプ
ロイメントソフトウェアとしてライセンスされます。LiveCycle  Forms  Pro のアドオンのライセン
スには、基盤コンポーネント、LiveCycle  SDKコンポーネント、および Flex  SDKコンポーネントの
ライセンスが含まれています。 

10.2 ディスクリプション  LiveCycle  Forms  Pro のアドオンは、LiveCycle  Mobile  Forms、LiveCycle 

Forms  Management、および LiveCycle  Output を使用する権利をお客様に付与しますが、LiveCycle 

Reader Extensionsのライセンスは含まれません。 

10.3 製品の制限と使用の制限  お客様による LiveCycle  Output の使用は、LiveCycle  Forms または
LiveCycle Mobile  Formsを通してレンダリングされたフォームを使って取り込まれた、データ受信
ドキュメントのレンダリングに制限されています。 

11. LiveCycle Mobile Formsのアドオン 

11.1 ライセンスメトリック  LiveCycle Mobile  Formsのアドオンは、LiveCycle  Formsの有効なライセ
ンスを所有するお客様に対し、CPU 単位で製品版ソフトウェアとして、またはサーバー単位でデ
プロイメントソフトウェアとしてライセンスされます。LiveCycle Mobile  Formsのアドオンのライ
センスには、基盤コンポーネント、LiveCycle  SDKコンポーネント、および Flex  SDKコンポーネン
トのライセンスが含まれています。 

11.2 ディスクリプション  LiveCycle Mobile Formsのアドオンにより、LiveCycle Mobile Formsおよび
LiveCycle Outputを使用する権利がお客様に付与されます。 

11.3 製品の制限と使用の制限  お客様による LiveCycle  Output の使用は、LiveCycle  Forms または
LiveCycle Mobile  Formsを通してレンダリングされたフォームを使って取り込まれた、データ受信
ドキュメントのレンダリングに制限されています。 

12. LiveCycle PDF Generator 

12.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  PDF  Generator は、CPU 単位または許可されたユーザー単位
で製品版ソフトウェアとして、またはサーバー単位で開発版ソフトウェアとして、ライセンスさ
れます。LiveCycle PDF Generatorのライセンスには、基盤コンポーネント、LiveCycle SDKコンポー
ネント、および Flex SDKコンポーネントのライセンスが含まれています。 

12.2 ディスクリプション  LiveCycle  PDF  Generator により、多くのファイル形式から PDF 文書の作
成と組み合わせを自動化できます。LiveCycle PDF Generatorには Adobe Acrobat Professionalの１コ
ピーが付随します。 
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12.3 製品の制限と使用の制限 

(A) Adobe  Acrobat  Professional のライセンスを別途取得しない限り、お客様には以下の制限が適
用されます。 

(1) LiveCycle  PDF  Generator がインストールされている各サーバーに、Adobe  Acrobat 

Professionalのコピーを 2部以上インストールすること 

(2) Adobe Acrobat Professionalを直接的に使用すること  ‐ お客様は間接的に、かつドキュメン
テーションに記載されるように LiveCycle PDF Generatorが Adobe Acrobat Professionalにプ
ログラムでアクセスするよう設計されている範囲においてのみ、Adobe  Acrobat 

Professionalを使用できること 

(B) LiveCycle  PDF  Generator は、ドキュメンテーションに記載されるその他特定のアドビソフト
ウェアアプリケーションと連動するように設計されています（それぞれを以下、「サポート
されるアドビソフトウェア」といいます）。お客様が、サポートされるアドビソフトウェア
のライセンスを別途取得した場合、お客様は、かかるサポートされるアドビソフトウェアの
ネイティブファイル形式（.psd  形式のファイルなど）にファイルを変換する目的においての
み、かかるサポートされるアドビソフトウェアを LiveCycle PDF Generatorと共に使用できます。
ただしお客様は以下を行うことができません。 

(1) LiveCycle  PDF  Generatorがインストールされている各サーバーに、使用許諾されたサポー
トされるアドビソフトウェアのコピーを 2部以上インストールすること  

(2) サポートされるアドビソフトウェアを直接的に使用すること  ‐  お客様は間接的に、かつ
ドキュメンテーションに記載されるように LiveCycle PDF Generatorがサポートされるアド
ビソフトウェアにプログラムでアクセスするよう設計されている範囲においてのみ、サ
ポートされるアドビソフトウェアを使用できること 

(C) PDF 形式にコンテンツを生成または束ねる（以下、「プロセス」といいます）ための、お客
様の製品版ソフトウェアを使用する権利は、以下のように、適用されるライセンスメトリッ
クに基づいて制限されています。 

(1) 製品版ソフトウェアが CPU 単位でライセンスされている場合、あらかじめ定義された自
動ワークフロープロセスの結果として PDF を処理する目的においてのみ本ソフトウェア
を使用し、許可されたユーザーによる臨時のファイルの送受信などを含めて、その他の
目的で使用できません。 

(2) 製品版ソフトウェアが許可されたユーザー単位でライセンスされている場合、PDF のコ
ンテンツは上述された CPU 単位以外のプロセスの結果として生成される必要があります。 

13. LiveCycle Process Management 

13.1 ライセンスメトリック  LiveCycle Process Managementは、CPU単位または許可されたユーザー
単位で製品版ソフトウェアとして、またはサーバー単位で開発版ソフトウェアとして、ライセン
スされます。LiveCycle  Process  Management のライセンスには、基盤コンポーネント、LiveCycle 

SDKコンポーネント、Flex  SDKコンポーネント、LiveCycle Workspace、および LiveCycle Workspace 

Mobileのライセンスが含まれています。 
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13.2 ディスクリプション  LiveCycle Process Managementによりお客様は、タスクの割り当てとタス
クの管理を行うことができます。さらに Web ブラウザーを使用してフォームベースの業務プロ
セスを開始し、それに関わることができます。 

14. LiveCycle Workspaceおよび LiveCycle Workspace Mobile 

14.1 ライセンスメトリック  LiveCycle Process Managementに付属しています。 

14.2 ディスクリプション  LiveCycle Workspaceによりお客様は、Webブラウザーを使用してフォー
ムベースの業務プロセスを開始し、それに関わることができます。さらに LiveCycle  Workspace 

Mobileで、モバイル機器上で同じ機能が可能になります。 

14.3 製品の制限と使用の制限 

(A) お客様は、LiveCycle  Workspace  Mobile および Workspace  Mobile  SDK を、LiveCycle  Process 

Management とのみ、LiveCycle  Process  Management および基盤コンポーネントとのインター
フェースのみを目的として、使用できます。 

(B) お客様は、以下を条件として、LiveCycle  SDK コンポーネントと利用できる LiveCycle  Workspace

のソースコードバージョン(以下、「Workspaceコード」といいます) を使用できます。 

(1) お客様は、LiveCycle  Process  Management および基盤コンポーネントと動作するよう設計
されたユーザーインターフェースを内部で開発する目的においてのみ、Workspace  Code

を修正および複製できる 

(2) お客様は、LiveCycle  Workspace に適用される同じ条件のもと、Workspace  Code で開発し
たユーザーインターフェース等の派生物を使用できる 

(3) お客様は、Workspace  Code 内に表示される著作権等の所有権表示を削除あるいは修正で
きない 

(4) お客様は、修正済みおよび未修正の Workspace  Codeの使用または配布に起因するアップ
デートの必要性、エラー、またはその他の義務に対する全責任を負う 

(C) お客様は、LiveCycle  Workspaceによって使用される LiveCycle  Data  Services機能（データサー
ビスのデスティネーションを含む）やオンプレミスソフトウェアが初めてインストールされ
たときにWorkspace Codeに含まれた LiveCycle Data Services機能（データサービスのデスティ
ネーションを含む）を変更することはできず、またその他の LiveCycle  Data  Services機能と共
に LiveCycle WorkspaceやWorkspace Codeを使用することはできません。 

15. LiveCycle Reader Extensions 

15.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Reader  Extensionsは、文書単位または受領者単位で製品版ソ
フトウェアとしてライセンスされます。LiveCycle  Reader  Extensions のライセンスには、基盤コン
ポーネント、LiveCycle  SDKコンポーネント、および Flex  SDKコンポーネントのライセンスが含ま
れています。 

15.2 ディスクリプション  LiveCycle Reader Extensionsにより、Adobe Readerで PDF文書を開くと通
常利用できない Adobe  Reader 機能を、お客様が配布する文書内で有効にすることができます。
LiveCycle  Reader  Extensionsには、LiveCycle  Barcoded  Formsでこれまで提供されていた機能が含ま
れています。 
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16. LiveCycle Rights Management 

16.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Rights  Management は、文書単位または受領者単位で製品版
ソフトウェアとしてライセンスされます。LiveCycle  Rights  Management のライセンスには、基盤
コンポーネント、LiveCycle  SDKコンポーネント、および Flex  SDKコンポーネントのライセンスが
含まれています。 

16.2 ディスクリプション  LiveCycle  Rights  Management により、文書を開くことのできるユーザー、
文書を印刷できるユーザーなど、文書に特定のコントロールを加えることができます。 

16.3 製品の制限と使用の制限  ドキュメンテーションで許可されている場合を除き、お客様は、
LiveCycle  Rights  Management によって処理された電子ファイルを表示するために使用するソフト
ウェアに表示される、プライバシーまたは追跡に関する電子通知やダイアログボックスを、無効
にしたり中断することはできません。 

17. Correspondence Managementソリューション 

17.1 ライセンスメトリック  Correspondence  Management ソリューションの各製品版ソフトウェア
ライセンスには、Correspondence  Management ソリューションへの開発版ソフトウェアライセン
ス（数は無制限）が含まれています。 

17.2 ディスクリプション  Correspondence  Management ソリューションはさまざまな種類の通信を
自動化します。あらかじめ承認されたコンテンツブロック、インタラクティブなメディア要素、
あらかじめ記入された電子フォームを使って、通信をパーソナライズして組み立てることができ
ます。Correspondence  Management ソリューションは、フォームに記入できる受信者に、文書を
送信します。Correspondence  Management ソリューションは、お客様に対し、LiveCycle  Output、
LiveCycle  Process  Management、 LiveCycle  PDF  Generator、 LiveCycle  Forms、 LiveCycle  Reader 

Extensions、LiveCycle Digital Signatures、LiveCycle Rights Management、Content Repository Extreme、
AEM、Asset  Manager のインターフェース、Asset  Editor のインターフェース、Correspondence 

Creationのインターフェース、Expression  Manager、Asset  Composer、および Data  Dictionaryサー
ビスを使用する権利を付与します。 

17.3 製品の制限と使用の制限  お客様は Correspondence Managementソリューションを、顧客の照会
に対する応答、人事に関する通信、確認と通知の書簡、承認通知、ポリシー発行文書、ウェルカム
キット、もしくはアカウント申請パッケージ等、CM 受領者に対するパーソナライズされた通信の
作成、管理、権利管理、保護、配布のみを目的として、使用することができます。お客様はインタ
ラクティブフォームを、必要な場合のみ、CM 受領者とのパーソナライズされた通信の作成や応答
を目的として使用できます。お客様は、Adobe  Reader機能が付与されたパーソナライズされていな
いドキュメントを Web サイトに発行したり、パーソナライズされた通信において直接的に使用さ
れないドキュメントを PDF に変換したり、Correspondence  Management ソリューションによって使
用や生成が行われないコンテンツを AEMを使って公開または保存してはなりません。 

18. LiveCycle Data Services 

18.1 ライセンスメトリック  LiveCycle  Data  Servicesは、CPU単位で製品版ソフトウェアとして、ま
たはサーバー単位で開発版ソフトウェアとして、ライセンスされます。LiveCycle  Data  Services の
ライセンスには、Flex SDKコンポーネントおよび Edge Serverのライセンスが含まれています。 
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18.2 ディスクリプション  LiveCycle  Data  Servicesにより、さまざまなデータソースとインタラクト
する、データが豊富な Flexおよび Ajaxアプリケーションを構築することができます。 

18.3 製品の制限と使用の制限 

(A) お客様は Adobe  Flash  Builder  Pro（またはその後継版）のコピーを 5部インストールできます
が、LiveCycle  Data  Servicesと連携するアプリケーションを作成する目的において Flex  SDKコ
ンポーネントと併用する場合のみに限られます。LiveCycle  Data  Services を使って作成したア
プリケーションは、LiveCycle  Data  Services の許可と有効なライセンスを受けた製品版ソフト
ウェアと共にデプロイする必要があります。 

(B) お客様は Edge  Server を、LiveCycle  Data  Services との併用でのみ使うことができますが、
LiveCycle  Data  Services 用に取得したライセンスメトリックを超えて使用することはできませ
ん。 

(C) Data Services Modelerプラグインは LiveCycle Data Servicesおよび Adobe Flash Builderと併用す
る必要があります。お客様は、LiveCycle Data Servicesおよび Adobe Flash Builder用に取得した
ライセンスメトリックに従うことを条件に、このソフトウェアを使用できます。 

19. AEM for Forms Portal 

19.1 ライセンスメトリック  AEM for Forms Portalは、無制限の数のインスタンスにデプロイでき、
無制限の数のユーザーによって管理されます。 

19.2 ディスクリプション  AEM for Forms Portalにより、Webサイト上でドキュメントの管理が可能で
す。AEM for Forms Portalにより、AEM WCM Basic Editionおよび AEM Mobileを使用する権利が付与さ
れます。詳細は、「AEM 5.6.1 – Perpetual OnPremise PDM (2013v3)」を参照してください。 

19.3 製品の制限と使用の制限  お客様は、AEM for Forms Portalを、フォームおよびドキュメントの
検索、表示、取得、処理に関係して Web ページの作成やカスタマイズを行うなど、Web サイト
上でのフォームおよびドキュメントの作成、管理、配布のみを目的として使用できます。AEM for 

Forms  Portal を、フォームの処理やドキュメントの表示に関係しない、Web コンテンツの発行や
Webサイトの管理に使用することはできません。 

 

追加条件 

20. ライセンスされていない人  お客様は、ライセンスされていない人に対し、製品版ソフトウェアを使
用する電子プロセスに関与することを許可することができます。ただし、かかるライセンスされていな
い人は、LiveCycle SDKコンポーネントや Flex SDKコンポーネントの使用、またオンプレミスソフトウェア
の直接的な使用について許可されません。また、かかる関与は本契約に記載される禁止事項に違反する
ものではありません。 

21. ライセンスの追加制限  本契約で明示的に示されている場合を除き、お客様は以下について禁じられ
ています。 

21.1 オンプレミスソフトウェアのいずれかの部分について、お客様のイントラネットへのコピー、ま
たはお客様のイントラネット外からのアクセスを許可すること  
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21.2 オンプレミスソフトウェアを使用して、第三者が提供した電子文書またはコンテンツから PDF

ファイルを生成し、より広範なサービスまたは製品の提供の一環として、生成された PDF ファイ
ルをお客様が配布または提供すること 

22. Eclipse コード  オンプレミスソフトウェアには、エクリプス財団から提供されたコード（以下、
「Eclipse コード」といいます）が含まれる場合があります。本ソフトウェアの「お読みください」に記
載されるとおり、本ソフトウェアに含まれる Eclipse コードのソースコードを取得できます。アドビは、
保証またはサポートを提供することなく、現状有姿で Eclipse コードを提供します。Eclipse コード開発の
参加者に代わり、アドビは、本契約により 

22.1 含まれる Eclipse コードおよび Eclipse コードの二次的著作物のすべてについて、所有権及び権利
不侵害の保証または条件、並びに市場性および特定目的適合性の黙示的保証または条件のすべて
を否認します。 

22.2 直接、間接、特別、付随的、および逸失利益等の結果的損害を含む、損害賠償責任を否認します。 

22.3 Eclipse コードに関してアドビにより行われる保証またはその他の約束は、アドビ以外の関係者か
らではなくアドビからのみ行われるものであることを表明します。 

23. フォントソフトウェア  オンプレミスソフトウェアにフォントソフトウェアが含まれている場合、お
客様は以下を行うことができます。 

23.1 本契約に基づいて許可されるオンプレミスソフトウェアの使用に関連して、お客様のコンピュー
ター上でフォントソフトウェアを使用すること  

23.2 お客様のコンピューターに接続される出力装置上において、フォントソフトウェアを出力すること  

23.3 他の環境において使用するため、フォントソフトウェアを別のフォーマットに変換してインス
トールすること（ただし、変換されたフォントソフトウェアは、本契約に従う場合を除き、目的
の如何を問わず配布または譲渡できません）  

23.4 文書を印刷および閲覧するため、お客様の電子文書にフォントソフトウェアのコピーを埋め込む
こと（ただし、お客様が埋め込もうとするフォントソフトウェアが、アドビのウェブサイト
（http://www.adobe.com/jp/type/browser/legal/embeddingeula.html）上において「編集可能のフォ
ント埋め込みが許可されているフォント」として指定される場合） 

23.5 お客様の電子文書を編集する目的に限り、そのフォントソフトウェアのコピーを埋め込むこと。
本ライセンスは、上記以外の埋め込みに関する権利を含むまたは認めるものではありません。 

24. LiveCycle  Data  Services  –  お客様以外の人による使用に関する制限  LiveCycle  Data  Services  (以下、
「LCDS」といいます) により、さまざまなデータソースとインタラクションを行う、データが豊富な Flex

および Ajaxアプリケーションを構築することができます。お客様が LCDS の製品版ソフトウェアの有効な
ライセンスを取得していない場合、お客様は以下のみを使用することができます。 

24.1 Adobe  Flex で開発されたプログラムまたはアプリケーションからライセンスされた公開 API を呼
び出すことを目的として、LCDSのリモートエンドポイント機能を利用する 

24.2 未修正の LCDS 機能を、オンプレミスソフトウェアがプログラムでこれらの機能にアクセスする
ように設計されている範囲において使用する 
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25. 一部の LiveCycle エディションの追加ライセンス条件  アドビはその独自の裁量で、かつセールスオー
ダーに定めるように、さまざまなオンプレミスソフトウェアのコンポーネントを異なるバンドルセット
（それぞれを以下、「エディション」といいます）で提供します。かかるエディションに関連するライ
センスメトリックは、「パック単位」、「バンドル単位」、「セット単位」、またはその他の同様のバ
ンドル指定として分類されます。本契約の他の定めにかかわらず、それぞれ個々の「パック」、「バン
ドル」、「セット」、またはバンドル指定の 1 単位に関して、以下のオンプレミスソフトウェアコン
ポーネントの製品版ソフトウェアには、以下の追加条件が適用されます。 

25.1 LiveCycle Forms、LiveCycle Output、LiveCycle Process Management、LiveCycle Digital Signatures、また
は LiveCycle  Reader  Extensionsには、1基の CPUというライセンスメトリックがあるものとみなさ
れます。 

25.2 LiveCycle Business  Transformation  Editionの場合、LiveCycle  Rights Managementは最大 5,000人の受
領者が使用でき、保護される文書を作成する別のオンプレミスソフトウェアのコンポーネントと
共に使用する必要があります。 

25.3 LiveCycle  Reader  Extensionsは、LiveCycle  Formsと併用する必要があり、受領者に提供する単独の
文書を作成するため使用することはできません。 

26. オンラインサービス  オンプレミスソフトウェアは、お客様による、アドビまたは第三者が提供する
コンテンツおよびサービス  (以下、「オンラインサービス」といいます) へのアクセスを円滑にします。
かかるオンラインサービスの使用には追加の条件が適用される場合があります。アドビ、その関連会社、
または第三者が別途契約により明確に同意した場合を除き、オンラインサービスの使用はお客様の責任
で行うものとします。 

27. ライセンス認証  オンプレミスソフトウェアはお客様に対し、アドビ ID の取得、オンプレミスソフト
ウェアのライセンス認証または再認証、オンプレミスソフトウェアの登録、または
http://helpx.adobe.com/jp/x‐productkb/policy‐pricing/activation‐deactivation‐products.html に掲載され
る条件に従って、メンバーシップの確認を要求する場合があります。 

28. デジタル署名  電子証明書は、Adobe  Certified  Document  Servicesのベンダーあるいは Adobe  Approved 

Trust  List のベンダー等の第三者認証機関（以下、「認証機関」といいます）が発行することができます。
または自ら署名することもできます。電子証明書の購入、使用、および電子証明書を信頼するかどうか
は、お客様および認証機関の責任によるものとします。証明書を信頼するかどうかの決定について、お
客様は全責任を負います。別途、書面による保証が認証機関によってお客様に提供される場合を除き、
電子証明書の使用はお客様独自の責任おいて行なわれます。お客様は、電子証明書または認証機関に起
因するか、それらの使用あるいはそれらに依存することに関連する、すべての責任、損失、行為、損害、
請求（すべての合理的な額の費用、経費、弁護士費用を含む）から、アドビが損害を被らないよう補償
することに同意します。 

29. 第三者のソフトウェアに関する通知  他の製品およびプラットフォームと相互作動するソフトウェアに
対する公の需要に対応するために、アドビは、他の商用ソフトウェアパブリッシャーのように、公の標準
に準拠するよう製品を設計し、第三者により作成され使用許諾されるコードをアドビの製品に組み込んで
います。こういった公の標準および公開されているコードの作成者、およびその他の第三者ライセンサー
は、ソフトウェアのエンドユーザーに特定の通知および諸条件が伝えられることを求めます。第三者のソ
フトウェアに関して必要な通知や追加条件は www.adobe.com/jp/products/eula/third_party/index.html（または
その後継 Web サイト）に掲載されています。それらの通知や追加条件は、参照により本契約の一部となり
本契約に組み込まれます。 
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30. 追加の定義 

30.1 「Adobe Reader機能」は以下を意味します。 

(A) オンプレミスソフトウェアにより 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 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など）  

(B) オンプレミスソフトウェアの LiveCycle  Rights  Management コンポーネントにより直接、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載もしくは参照するメタデータ（コンピューターに保存されたり、
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る） 

30.2 「AEM」とは Adobe Experience Managerを意味します。 

30.3 「アプリケーション」とは、オンプレミスソフトウェアを使用してデータのアクセス、保存、ま
たは処理、文書の生成、データもしくはコンテンツの表示を行なう特定のタスクまたは用途に向
けて設計されたコンピュータープログラムを意味します。アプリケーションの例には、会社の
Web サイト、ブログ、Wiki、E ラーニングプラットフォーム、ゲーム、地図、Web アプリケー
ション、Webサイトなどがあります。 

30.4 「認証」とは、認証情報がオンプレミスソフトウェアに対して直接入力されるかプログラムで渡
されるかにかかわらず、オンプレミスソフトウェアまたは文書を使用したりアクセスする前に要
求される安全な資格情報（ユーザー名とパスワードの組み合わせ、スマートカード、指紋照合な
ど）の有効な入力で、オンプレミスソフトウェアまたは文書に対する特定の権限をユーザーに許
可するものを意味します。 

30.5 「許可されたユーザー」とは、お客様の従業員および個人の請負人（例えば、臨時社員）を意味
します。 

30.6 「ビジネス受領者」とは、オンプレミスソフトウェアが生成する通信にアクセスできる企業、政
府当局、教育機関、または他の組織を代表して行為する人を意味します。 

30.7 「CM 許可されたユーザー」とは、通信テンプレートの作成と管理、通信または文書の作成、管
理、変更、もしくは通信または文書の配信を目的として、認証を使用してオンプレミスソフト
ウェアまたはアプリケーションにログインする 1 人の人を意味します。各 CM 許可されたユー
ザーは、1つのデプロイメントに対してのみライセンスを許諾されます。 

30.8 「CM 受領者」とは、オンプレミスソフトウェアが生成する通信にアクセスできる、1 人の人物
で、ビジネス受領者でない人を意味します。CM 受領者のライセンスは 2 人以上の個人で共有あ
るいは使用することはできませんが、新しい CM 受領者が前の CM 受領者の後を継いだか、アド
ビからの書面による許可により、再割り当てすることができます。各 CM 受領者は 1 つのデプロ
イメントに対してライセンスを許諾されます。 

30.9 「アドビ接続アプリケーション」とは、LiveCycle  Connector と使用するアドビのソフトウェアア
プリケーションを意味します。 

30.10 「CPU」とは、以下を条件に、オンプレミスソフトウェアを実行するためにコンピューターで使
用される中央演算処理装置を意味します。 
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(A) お客様が、実際に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ー上の 

CPU  総数を下回るようにコンピューターを設定している場合（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）を除き、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ー上にあるすべての  CPU が、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) 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とみ
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別途書面で定
めがある場合はその限りではありません。 

30.11 「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 人以上の人物また
は法人に文書を提供または使用可能な状態にすることを意味します。デプロイされた文書は、配
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。 

30.12 「デプロイメント」とは、オンプレミスソフトウェアがインストールされたサーバーの集合体が、
1 つ以上のアプリケーションを実行し、これらのサーバーがすべてのアプリケーションを同じ物
理的サイトで実行することを意味します。 

30.13 「開発者プログラム」とは、Flex SDKソースファイルと、Flex SDKソースファイルに付加されたお
客様の重要な機能向上、もしくは Flex  SDK ソースファイル拡張するお客様の重要な機能向上に
よって構築された、プログラムまたはアプリケーションを意味します。 

30.14 「文書」とは、オンプレミスフトウェア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。文書は、デプロ
イされた文書と同一のコピーである場合、デプロイされた文書の直接的な翻訳版である場合、ま
たは誤字・脱字の訂正、受領者に関するデプロイ前の情報のカスタマイズ(名前、住所、アカウン
ト番号など)、文書の業務上の基本的な目的を変えないような同様の違いに関してのみ他のデプロ
イされた文書と異なる場合を除いて、「一意」とみなされます。文書が、同じアドビソフトウェ
アアプリケーションで処理されたその他の電子ファイルに含まれる内容を含み、文書として別個
にデプロイされている限りにおいて、かかる各電子ファイルも一意の文書としてみなされます。 

30.15 「エンドユーザーライセンス契約」とは、以下を含むエンドユーザーライセンス契約を意味し
ます。 

(A) 開発者プログラムの限定的かつ非独占的な使用権  

(B) お客様のサブライセンシーに Adobe  Flex  SDK に関する条項に定めるすべての制限および義務
を遵守させる条件  

(C) 開発者プログラムのリバースエンジニアリングまたはデコンパイルの標準的な禁止  

(D) お客様およびそのサプライヤーが開発者プログラムのすべての権利、権原、および利益を保
持する旨の声明  

(E) お客様のサプライヤーが開発者プログラムに関するすべての保証および表明を否認する旨の
声明  

(F) お客様のサプライヤーのためにすべての責任を否認するという責任の制限 
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30.16 「Flex SDKソースファイル」とは、Flex SDKと共に提供される Flex Frameworkソースコードを意味
します。 

30.17 「インスタンス」とは、1台のコンピューターで実行される AEM  for Forms Portalのコピー1部を
意味します。各インスタンスは、「オーサー」または「パブリッシャー」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別個で数えます。 

30.18 「LiveCycleData  Services 機能」とは、基盤コンポーネントの最初のインストール時に自動的にイ
ンストールされ設定された、リモート機能と関連するデータサービスデスティネーションを意味
します。 

30.19 「重要な機能向上」とは、Flex  SDK ソースファイルに対する知覚可能、測定可能、および定義可
能な機能向上であり、Flex  SDK ソースファイルに重要な事業価値を付加する、拡張されたまたは
追加的な、重要かつ主要な機能を提供するものを意味します。 

30.20 「オンプレミスソフトウェア」とは、本 PDM においては、LiveCycle オンプレミスの有効にライ
センスされたコンポーネントを意味します。 

30.21 「製品版ソフトウェア」とは、実務用途でライセンスされたオンプレミスソフトウェアを意味し
ます。 

30.22 「受領者」とは、お客様が直接的または間接的に文書をデプロイする個人を意味します。デプロ
イされた文書を受け取る各人は、デプロイメントの前にお客様に受領者の身元が知られておらず、
お客様がその受領者に以前文書をデプロイしていない限り、特定のソフトウェアアプリケーショ
ンに関して、一意の受領者としてみなされます。 

30.23 「サーバー」とは、ネットワークを通じて複数のユーザーがアクセスできるように設計または設
定されたコンピューターを意味します。サーバーに 2 基以上の仮想マシンが搭載される場合、各
仮想マシンがサーバーとして数えられます。 

30.24 「短寿命プロセス」とは、(i)  LiveCycle SDKコンポーネントのユーザーインターフェースまたはア
プリケーションプログラミングインターフェースを通じて「短寿命」とタグ付けされる電子プロ
セス、(ii)  1人の人または 1台のコンピューターの特定のアクションにより開始する電子プロセス、
(iii)  ある一定の結果または出力を生成するために、リアルタイムで連続的にもしくは同時に発生
する 1 つ以上のイベントで構成される 1 つの電子トランザクションの完了をもたらす電子プロセ
ス、および  (iv) プロセスの開始以外に人の介入を含まないまたは必要としない電子プロセスを意
味します。 

30.25 「ユーザー」とは、直接、もしくは API等を使用してプログラム的に、AEM  for Forms Portalへの
ログインアクセスを許可されているお客様の社員または請負人を意味します。このアクセスは、
インスタンスの管理もしくは作成、アドビがホストするもしくはオンラインのアカウント、また
は AEM for Forms Portal内に保存されたお客様のコンテンツのメンテナンスなど、その目的を問い
ません。 

30.26 「仮想マシン」とは、物理サーバーのようにアプリケーションを実行する、自己完結型のオペ
レーティングシステム環境を意味します（例えば、AIX®  LPAR、Solaris™ゾーン、または VMware®

仮想マシンなど）。 
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