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1. License for Development Software. Customer may install and use a reasonable number of copies of the On-premise 
Software in a development environment only, strictly for testing and quality assurance purposes and not for production 
purposes.  

2. Use of Fonts. Except as otherwise detailed in the Agreement, Adobe’s proprietary or licensed fonts are embedded with the 
Products and Services only for use within the user interface of the Products and Services. 

3. Remote Verification. The On-premise Software may contain functionality that allows Adobe to receive reports about 
Customer’s number of active Instances of the 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 On-premise 
Software, nor does Adobe have the ability to remotely disable the system or monitor any level of activity or transactions, 
other than receiving a notification that an Instance is active. Customer may disable this functionality at Customer’s 
discretion.  Instructions for disabling the remote verification will be provided to Customer by Adobe after Customer submits 
a support ticket to Adobe requesting such instructions. 

4. Definitions. 

4.1 “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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1. 開発版ソフトウェアのライセンス：お客様は、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、開発環境においてのみ、オンプレミスソフトウェアの合理的な数のコピーをインストールし使用するこ

とができます。 

2. フォントの使用：本契約において別途規定する場合を除き、アドビが専有するフォントまたはライセンスを受

けているフォントは、本製品およびサービスのユーザーインターフェースの中での使用に限り、本製品および

サービスと合わせて埋め込まれます。 

3. リモート検証：お客様が本契約の諸条件を遵守していることを検証するため、オンプレミスソフトウェアに

は、お客様の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、オンプレミスソフトウェアの個人の使用

に係るデータは受領しません。また、インスタンスがアクティブである旨の通知を受領する機能を有してい

ますが、システムをリモートで無効にしたり、各レベルのアクティビティまたはトランザクションをリモー

トで監視したりする機能は有していません。お客様は、お客様の裁量において当該機能を無効にすることが

できます。リモート検証を無効にするための指示は、お客様がかかる指示を要求するサポートチケットをア

ドビに提出した後、アドビによりお客様に提供されます。 

4. 定義 

4.1 「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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