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ADOBE PDM – Adobe Anywhere (2014v3) 

 

The Products and Services described in this PDM are governed by the terms of this PDM, the Sales Order, the General 
Terms, and the Exhibit for On‐premise Software.  As used in this PDM, On‐premise Software means Adobe Anywhere, 
which is a modern, collaborative workflow platform that empowers users of Adobe professional video solutions to 
work together, using centralized media, across standard networks. 
 

1. Additional Definitions   
 

1.1 “User” means  an  individual  employee,  contractor,  or  subcontractor  of  Customer’s  specific  corporate 
enterprise or similar business entity who has access to the On‐premise Software which does not exceed the 
license quantity. 
 

2. Additional License Restrictions 
 
2.1 Anywhere Server.  Subject to Customer’s continuous compliance with this Agreement and the payment of 

applicable annual license fees, Adobe hereby grants to Customer a non‐exclusive and limited license during 
the License Term to install and use the On‐premise Software for the purpose of permitting up to permitted 
number of Users to access and use the On‐premise Software within Customer’s Intranet. 

 
2.2 Pre‐release Software. This section only applies  if the On‐premise Software  is pre‐commercial release or 

beta software (“Pre‐release Software”). The Pre‐release Software does not represent final product from 
Adobe, and may contain bugs, errors, and other problems that could cause system or other failures and 
data loss. Adobe may never commercially release the Pre‐release Software.  Customer will promptly return 
or  destroy  all  copies  of  Pre‐release  Software  upon  the  earlier  of  Adobe’s  request  or  upon  Adobe’s 
commercial release of such On‐premise Software. Any use of Pre‐release Software  is at the Customer’s 
own risk. 

 
2.3 Use in Compliance with the Law. As between Customer and Adobe, Customer assumes all risks and is solely 

responsible for any and all liability resulting from Customer’s use of the On‐premise Software in a way that 
violates (or that produces content that violates) any law or the rights of others including, without limitation, 
laws concerning copyright infringement or privacy. 

 
2.4 True‐Up.    If,  during  the  License  Term,  Customer  deploys  the On‐premise  Software  beyond  the  license 

quantity (or allows more Users to use and access the On‐premise Software than the license quantity), then 
Customer will  report  any  such  change  to Adobe  and will pay  the  applicable  license  fee  for  such over‐
deployment at least 30 days prior to the end of then‐current License Term.   If, during the License Term, 
Customer experiences a  reduction of On‐premise Software deployments resulting  in a negative True‐Up 
result, Customer will not be entitled to a credit or refund and no reduction will be made to the quantity of 
the then‐licensed On‐premise Software. 
 

2.5 Open  Source  Software.  Notwithstanding  anything  to  the  contrary,  Customer  is  not  licensed  to  (and 
Customer agrees that it will not) integrate or use the On‐premise Software with any Open Source Software 
or otherwise take any action that could require disclosure, distribution, or licensing of all or any part of the 
Product in source code form, for the purpose of making derivative works, for sale or at no charge. For the 
purposes of this section, “Open Source Software” means software licensed under the GNU General Public 
License, the GNU Lesser General Public License, or any other license terms that could require, or condition 
Customer’s use, modification, or distribution of such software on the disclosure, distribution, or licensing of 
any other software in source code form, for the purpose of making derivative works, for sale or at no charge. 
Any violation of the foregoing provision immediately terminates all of Customer’s licenses and other rights 
to the On‐premise Software granted under this Agreement. Customer may use other software with the On‐
premise  Software,  which may  be  commonly  referred  to  as  “open  source”  outside  the  terms  of  this 
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Agreement, provided the license for such other open source software do not conflict with any of the terms 
and conditions herein.   

 
3. Font Software. As applies to fonts in the On‐premise Software: 

 
3.1 Customer may take a copy of the font(s) Customer has used for a particular file to a commercial printer or 

other service bureau, and such service bureau may use the font(s) to process Customer’s file, provided such 
service bureau has a valid license to use that particular font software. 

 
3.2 Customer may embed copies of the font software into its electronic documents for the purpose of printing, 

viewing, and editing the document. No other embedding rights are implied or permitted under this license. 
 

3.3 As an exception to the above, the fonts listed at http://www.adobe.com/go/restricted_fonts are included 
with the On‐premise Software only for purposes of operation of the On‐premise Software user  interface 
and  not  for  inclusion within  any Output  Files.  Such  listed  fonts  are  not  licensed  under  this  section  3. 
Customer agrees that it will not copy, move, activate or use, or allow any font management tool to copy, 
move, activate or use, such listed fonts in or with any software application, program, or file other than the 
On‐premise Software. 

 
3.4 Open‐Source Fonts. Some fonts distributed by Adobe with the On‐premise Software may be open‐source 

fonts. Customer’s use of these open‐source fonts will be governed by the applicable license terms available 
at http://www.adobe.com/go/font_licensing. 

 
4. Third‐Party Notices. Adobe is required to include the following notices, which do not preclude the Customer from 

using the On‐premise Software generally for its business uses. 
 

4.1 AVC DISTRIBUTION. The following notice applies to On‐premise Software containing AVC import and export 
functionality: THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL 
NON‐COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (a) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD 
(“AVC VIDEO”) AND/OR  (b) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED  IN A 
PERSONAL NON‐COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO 
PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE  IS GRANTED OR WILL BE  IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL 
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE http://www.adobe.com/go/mpegla. 
 

4.2 MPEG‐2 DISTRIBUTION. The following notice applies to On‐premise Software containing MPEG 2  import 
and export functionality: USE OF THIS PRODUCT OTHER THAN CONSUMER PERSONAL USE IN ANY MANNER 
THAT  COMPLIES WITH  THE MPEG  2  STANDARD  FOR  ENCODING VIDEO  INFORMATION  FOR  PACKAGED 
MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG 2 PATENT 
PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, L.L.C. 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, 
COLORADO 80206. 

 
4.3 Third‐Party  On‐premise  Software  Notices.    In  order  to  accommodate  public  demand  for  On‐premise 

Software that is interoperable with other products and platforms, Adobe, like other commercial 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 On‐premise Software.   Such required third party On‐premise Software notices and/or 
additional terms and conditions are located at www.adobe.com/products/eula/third_party/index.html and 
are made a part of and incorporated by reference into this Agreement. Customer acknowledges and agrees 
that Adobe and Adobe’s licensors are third‐party beneficiaries of this Agreement, with the right to enforce 
the obligations set forth herein for the respective technology.   The  inclusion of these third‐party notices 
does not limit Adobe’s obligations to the Customer. 
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アドビ PDM – Adobe Anywhere (2014v3) 

本 PDM に記載された製品およびサービスは、本 PDM の条件、セールスオーダー、基本利用条件、およびオ

ンプレミスソフトウェア付録に従うものとします。 

Adobe Anywhere は現代的なコラボレーション型のワークフロープラットフォームで、中央管理されたメディア

を使い、アドビのプロ用映像ソリューションを利用するユーザーを標準的なネットワーク全体にわたり連携さ

せます。 
 

1. 追加の定義 

1.1 「ユーザー」とは、取得ライセンス数内のオンプレミスソフトウェアにアクセスできる、お客様

である企業体または類似の事業法人の個々の従業員、契約業者、または請負業者を意味します。 

2. ライセンスの追加制限 

2.1 Anywhere サーバー  お客様が本契約の諸条件に従い、該当する年間ライセンス料を支払うこ

とを条件に、アドビはお客様に対し、ライセンス期間中、許可されたユーザー数までのユーザー

に対して、お客様のイントラネット内においてオンプレミスソフトウェアにアクセスし使用を許

可することを目的として、オンプレミスソフトウェアをインストールし使用する非独占的かつ限

定的なライセンスを付与します。 

2.2 プレリリース版ソフトウェア  オンプレミスソフトウェアが発売前の製品またはベータ版ソフ

トウェア（以下、「プレリリース版ソフトウェア」といいます）である場合は、本条が適用され

ます。プレリリース版ソフトウェアは、アドビから提供される最終製品に相当するものではなく、

バグ、エラーおよびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性

があります。アドビは、プレリリース版ソフトウェアを発売しない場合があります。お客様は、

アドビからの要請またはアドビによるオンプレミスソフトウェアの発売のいずれか早い時点にお

いて、プレリリース版ソフトウェアのすべてのコピーを速やかに返品または破棄しなければなり

ません。プレリリース版ソフトウェアの使用は、お客様の責任で行うものとします。 

2.3 法律を遵守した使用  お客様とアドビの間において、著作権侵害またはプライバシーに関する

法律など、法律の違反や他者の権利を侵害する（または違反や侵害を行うコンテンツを作成する）

ような形でオンプレミスソフトウェアを使用することから発生する、あらゆるリスクおよび一切

の責任は、お客様が単独ですべて負うものとします。 

2.4 補正  ライセンス期間中、お客様が取得ライセンス数を超えてオンプレミスソフトウェアを使

用（または取得ライセンス数以上のユーザーにオンプレミスソフトウェアの使用とアクセスを許

可）した場合、お客様はそのような数の変更についてアドビに報告し、その時点で最新のライセ

ンス期間が終了する 30 日前までに、超過使用分に適用されるライセンス料を支払うものとしま

す。ライセンス期間中、オンプレミスソフトウェアの使用が減少した結果、マイナスの数の補正

となった場合といえども、お客様は、クレジットまたは返金を受け取ることができず、その時点

でライセンス付与されているオンプレミスソフトウェア数が減ることはありません。 

2.5 オープンソースソフトウェア  本契約書の他の規定にかかわらず、お客様は、オンプレミスソ

フトウェアをオープンソースソフトウェアに組み込むこと、オープンソースソフトウェアと合わ

せて使用すること、ならびに派生品を作成する目的、販売目的、または無償で、ソースコード形

式による製品のすべてまたは一部の開示、配布、もしくは使用許諾を必要とする行動を取ること

は、許諾されていません（さらにお客様はそうしないことについて同意します）。本条において

「オープンソースソフトウェア」とは、GNU一般公衆使用許諾書、GNU劣等一般公衆使用許諾書、

またはその他のお客様によるソフトウェアの使用、修正、または配布の条件として他のソフト

ウェアのソースコード形式での開示、配布、もしくは使用許諾が必要となるような使用許諾条件

に基づいて許諾されたソフトウェアを意味します。前述の規定に違反した場合、本契約に基づい
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て付与されたオンプレミスソフトウェアに対するお客様のライセンスおよびその他の権利すべて

が直ちに終了します。お客様は、オンプレミスソフトウェアを、本契約の条項外で一般的に

「オープンソース」と称されるその他のソフトウェアと使用することができます。ただし、かか

るその他のオープンソースソフトウェアのライセンスが、本契約の諸条件に抵触しない場合に限

ります。  

3. フォントソフトウェア  オンプレミスソフトウェアのフォントに適用されます。 

3.1 特定のファイルに使用したフォントのコピーは、印刷業者またはその他のサービスビュ－ローへ

持ち出すことができ、サービスビュ－ローはお客様のファイルの処理にそのフォントを使用する

ことができます。ただし、サービスビュ－ローがその特定のフォントソフトウェアを使用するた

めの有効なライセンスを保有している場合に限ります。 

3.2 お客様は、お客様の電子文書を印刷、閲覧、および編集するために、フォントソフトウェアのコ

ピーをその文書に埋め込むことができます。本ライセンスは、上記以外の埋め込みに関する権利

を黙示または許可するものではありません。 

3.3 上記の例外として、http://www.adobe.com/go/restricted_fonts に記載されているフォントは、オン

プレミスソフトウェアのユーザーインターフェースの操作のみを目的としてオンプレミスソフト

ウェアに含まれており、出力ファイルに含めるためのものではありません。このようなフォント

は、本第 3 条に基づき使用を許諾されません。お客様は、オンプレミスソフトウェア以外のソフ

トウェアアプリケーション、プログラム、またはファイル内で、もしくはそのいずれかを使用し

て、かかるフォントのコピー、移動、ライセンス認証または使用を行ったり、フォント管理ツー

ルによってかかるフォントのコピー、移動、ライセンス認証または使用を行うことはできません。 

3.4 オープンソースフォント アドビによってオンプレミスソフトウェアと共に頒布されるフォント

の一部は、オープンソースフォントの可能性があります。お客様によるこれらオープンソース

フォントの使用は、http://www.adobe.com/go/font_licensingの適用されるライセンス条項に準拠し

ます。 

4. 第三者に関する通知  アドビは以下の通知を含める義務を負っています。これらは、お客様がオンプ

レミスソフトウェアを一般的に業務目的に使用することを妨げるものではありません。 

4.1 AVC の配布   以下の通知は、AVC インポートおよびエクスポート機能を含むオンプレミスソフト

ウェアに適用されます。本製品は、(a) AVC 標準規格（「AVC ビデオ」）に準拠したビデオのエン

コーディング、および  (b) 個人で非営利的な活動に従事する消費者がエンコーディングしたか、

または AVC ビデオを提供する認可ビデオ プロバイダーから入手した AVC ビデオのデコーディン

グを目的とする消費者個人の非営利的な用途に対し、AVC 特許ポートフォリオライセンスに従っ

て使用許諾されます。他の使用について、使用が許諾または黙示されていません。詳細な情報は、

MPEG LA, L.L.C.から入手できます。http://www.adobe.com/go/mpegla をご覧ください。 

4.2 MPEG‐2 の配布  以下の通知は、MPEG 2 インポートおよびエクスポート機能を含むオンプレミ

スソフトウェアに適用されます。MPEG 2特許ポートフォリオにおいて該当する特許の下でのライ

センスなしに、パッケージ化されたメディアのためビデオ情報をエンコードするための MPEG 2

標準に準拠する、消費者の個人的利用以外の本製品の使用は、明示的に禁止されています。この

ライセンスは MPEG LA, L.L.C. 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 80206から入手でき

ます。 

4.3 第三者のオンプレミス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用

するオンプレミスソフトウェアに対する需要に対応するために、アドビは、他の商業パブリッ

シャーのように、公的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。このような公的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については、オンプレミス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を伝えることが義務付けられています。第三者のオンプレミスソフ

ト ウ ェ ア に 関 し て 要 求 さ れ る 通 知 や 追 加 条 件 は

www.adobe.com/jp/products/eula/third_party/index.html 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。お客様は、アドビおよびアドビ

のライセンサーが、各テクノロジーについて本契約に定められた義務を強制執行する権利を有する
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本契約の第三者受益者であることについて了承し、これに同意します。これら第三者に関する通知

を含めることによって、アドビのお客様に対する義務が制限されるものではありません。 
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