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は、www.ptc.comの｢法的上の方針とガイドライン｣を参照のこと。 

 

 
 

PTC ソフトウェア製品  
使用許諾基準  

 

本文書の以下のページに記載の表は、ＰＴＣの各標準ソフトウェア製品の使用許諾基準を示すものである。それぞれのライセンスタイプ全

般の一般詳細は以下に続くものとするが、本文書は、これらの製品の使用に関して全ての制限事項を要約するものではない。それぞれの

ライセンスタイプの規制詳細は、お客様とPTC間のライセンス契約に記載されている（以下「ライセンス契約」という）。これらの文書間にお
いて矛盾がある場合には、ライセンス契約が優先されるものとする。 

 
「同時ユーザー」：  各同時ユーザー製品ライセンスは、所定の時点において、１個人が使用できる。 

   

同時ユーザー製品は、以下の場合を除き、通常の場合「フローティング」である。 

 ・指定コンピューター： 製品名に「fixed （固定）」｢locked (ロック済)｣「node-locked (ノード・ロック済)」の文字が
ある場合には、それらの製品は、当初インストールされた指定コンピューターにおいてのみ操作が許可される。 

 ・ライセンスロック： 製品名に「extension (拡張)」の文字又はパートナンバーの末尾に「Ｌ」を含む場合には、そ
れらの製品は、他のＰＴＣ製品の拡張として、その製品と共にのみ使用される。 

 ・ドングルライセンス： ドングル製品の場合（１度に１つのコンピューターでのみ使用が許可されるハードウェア）、

当該製品は、ドングルを共有した場合にのみ、共有ユーザー間での使用が可能となる。 

                  ・複数インスタンス： 一個人がある特定の時間において同時ユーザー製品を複数のインスタンスにおいて使用し
ている場合、大抵は、そのインスタンスの数だけのライセンスの使用となる。例えば、一人のユーザーが2つのイ
ンスタンスでCreo Elements/Proを起動している場合、2つのライセンスを使用していることであり、1つにはならな
い。 

 

「指定サーバ」： 各指定サーバ製品は、最初の製品インストール時にお客様から指定されたコンピューターサーバ上でのみ使用

されるものとし、適当なインストール製品アプリケーションの唯一のインスタンスを保持していることとする。 

 「指定サーバ（ＣＰＵ-中央演算装置ごと）」と称される指定サーバの変格形がある。これらの製品については、ライ
センスは、１つのＣＰＵ（中央演算装置）が入ったサーバにのみ限定される。それぞれの追加ＣＰＵ毎に、追加ラ

イセンスが必要となる。 

 
「登録ユーザー」： 登録ユーザー製品は、パスワード制限のされた個人で、特定名登録のユーザーのみが使用できる。お客様は、

新規登録ユーザーをその都度、追加及び／又は交代させることができるが、登録ユーザーの合計数が如何なる

時点においてもその特定製品における有効ライセンス数を超えてはならない。さらに、仮に以前登録していたユ

ーザーが登録ユーザーの状況に戻った場合、ＰＴＣのその時点で有効なレートに従い、ＰＴＣに新たにライセン

ス料を支払わなければならない。 

本ライセンスは、登録ユーザー製品又はそこに含まれているデータへのアクセス(直接的であるか、又はウェブポー
タルを通じて、若しくは許諾製品若しくはそのデータを「バッチ」し、その他それらへの間接的アクセスを実現する他

の機構を通じてであるかを問わない)をする個人ごとに必要となる。 

 

「インスタンス毎」： インスタンス毎の製品については、該当製品が接続するシステムのインスタンス毎に、１つのライセンスが必要

となる。 
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「サイトライセンス」： 「サイトライセンス」を基準として使用許諾される製品は、当該製品が使用されるお客様の所在地（場所）毎に１つ

のライセンスが必要となる。 

 

「パッケージ」： ＰＴＣ製品パッケージを構成するそれぞれのコンポーネント（構成品）の使用許諾基準は、当該コンポーネントが

別々に使用許諾された場合と同じものとする。但し、それぞれのパッケージのコンポーネントがパッケージのベー

スシート（主要製品）と共に使用される場合を除くものとする。例えば、Creo Elements/Pro Enterprise XE Package 
にバンドルされたWindchill PDMLinkとWindchill ProjectLinkの登録ユーザーライセンスは、登録ユーザー基準
で使用許諾され、１人のCreo Elements/Proユーザーとの組み合わせで割り当てられなければならない。 

 

使用許諾基準表  

PTCからお客様への見積書又はその注文確認書にて、製品名又はパートナンバーに対する別の使用許諾基準が指定されている場合を
除き、PTCの標準ソフトウェア製品の使用許諾基準は以下に記載されたとおりとする。 

Creo Elements/ とその他のMCAD 製品  

許諾製品名  使用許諾基準   許諾製品名  使用許諾基準   
Creo Elements/Pro製品群（以下
に記載する分を除く） 

同時ユーザー   Creo Elements/Direct 製品群 
(except as noted) 

同時ユーザー 

Creo Elements/Pro Application 
Programming Toolkit 

登録ユーザー  Creo Elements/Direct Modeling 
Personal 

登録ユーザー(本ライセンスが一度、登
録ユーザーへ割り当てられた場合、そ

の後その登録ユーザーが退職したとし

ても、その使用許諾は他ユーザーに再

度割り当てできない) 
Rights Management User 
Licenses 

登録ユーザー  Creo Elements/Direct Integration 
for SAP ERP 

登録ユーザー 

Cleo Elements/View “Standard” 登録ユーザー  CADDS 
 

同時ユーザー同時ユーザー(ドイツ、オ
ーストリア、スイス以外の国では、使用

許諾費が適用される) 
Product View Adapters 指定サーバ  Pro/CONCEPT Concurrent User 
Product View “Concurrent” 同時ユーザー    

 
Mathcad製品  

許諾製品名  使用許諾基準   許諾製品名  使用許諾基準   
Mathcad Volume ライセンス 同時ユーザー  Mathcad Single User ライセンス 登録ユーザー (本ライセンスが一度、

登録ユーザーへ割り当てられた場合、

その後その登録ユーザーが退職したと

しても、その使用許諾は他ユーザーに

再度割り当てできない) 
 

Arbortext製品  

許諾製品名  使用許諾基準   許諾製品名  使用許諾基準  
Arbortext製品群(以下に記載す
る分を除く) 
 

同時ユーザー  Arbortext Provisioning Transaction 
Manager 

同時ユーザー 

Arbortext Publishing Engine 指定サーバ（CPU毎）  Arbortext Learning Content 
Manager - S1000D 

サーバ毎 

Arbortext InterLeaf Extraction 
Tool 

同時ユーザー(ロック済)  Arbortext IsoView サイトライセンス 

Arbortext Content Manager 登録ユーザー  Arbortext Dynamic Link Manager 指定サーバ 
Arbortext Adapter to Oracle 
Content Manager 

指定サーバ(CPU毎)  Structured Product Labeling 指定サーバ 
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Arbortext Adapter to Oracle 
CM/SDK 

インスタンス毎  Arbortext Advanced Print 
Publisher - Enterprise 

指定コンピューター、指定サーバ、

CPU毎のいずれか（製品名に記載） 
Arbortext Companion for 
Microsoft Word 

サーバ毎に1つのライセン
スと、登録ユーザー毎に1
つのライセンス 

 Arbortext CSDB – S1000D 同時ユーザー 

Arbortext IETP Viewer - 
S1000D 

指定サーバ (CPU毎)  Arbortext LSA Interface  サーバ毎 

Raytheon Eagle Product 登録ユーザー  Arbortext Learning Management 
System 

指定サーバ 

 
 

Windchill ･ Pro/INTRALINK ･ NetRegulus ･ Intercomm 製品  

許諾製品名  使用許諾基準   許諾製品名  使用許諾基準  
Windchill製品群(以下に記載す
る分を除く) 

登録ユーザー  NetRegulus Study Administrator 登録ユーザー 

Windchill PartsLink Catalog 指定サーバ  NetRegulus Case Report Form 
Administrator 

登録ユーザー 

Windchill Enterprise Systems 
Integration(以下に記載する分を
除く) 

指定サーバ  NetRegulus Complaints 登録ユーザー 

Windchill Enterprise Systems 
Integration Adapters 

インスタンス毎  NetRegulus NCR 登録ユーザー 

Windchill Info*Engine Adapters 
 
Windchill Info *Engine Access 

インスタンス毎 
 
登録ユーザー（*） 

 NetRegulus Quality Package 登録ユーザー 

FlexPLM 登録ユーザー  NetRegulus NetRM Framework  指定サーバ (CPU毎) 
Pro/INTRALINK製品群(以下に
記載する分を除く) 

同時ユーザー  NetRegulus Study Data Manager  登録ユーザー 

Pro/INTRALINK Toolkit Access 登録ユーザー  NetRegulus Case Report Form 
Builder  

登録ユーザー 

InterComm 製品群（以下に記載
する分を除く） 

同時ユーザー  NetRegulus CAPA  登録ユーザー 

InterComm EDA Compare 
InterComm EDA Conduit 

指定サーバ(各ライセンスに
対して登録ユーザー数が３

０以下で使用される場合は

除く) 

 NetRegulus Audit 登録ユーザー 

InterComm”Enabled” Products 登録ユーザー    
InterComm Interfaces  インスタンス毎    
 

（*）お客様のWindchillユーザーが第三者製システムへのアクセスを可能にするためにWindchill Info*Engine Accessを使用する場
合、Windchill登録ユーザーごとにWindchill Info*Engine Accessライセンスを購入する必要があります。 

 
InSight Environmental Compliance （「Synapsis」  または  「EMARs」) 

 
許諾製品名  使用許諾基準   許諾製品名  使用許諾基準   
InSight 製品群 （右及び以下
に記載する分を除く) 

指定サーバ  InSight Environmental Compliance - Concurrent User 同時ユーザー 

Relex Reliability Products 同時ユーザー    
 

トレーニング製品  
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許諾製品名  使用許諾基準  
 
全てのe-learning ソフトウェアサ
ブスクリプション (例えば、 
Pro/FICIENCY、 Create、
Control、Collaborate、Coach等) 

登録ユーザー 
 
注記：  ライセンス契約の矛盾する規定にもかかわらず、(a)これらの製品の使用は、指定国に居住する者に限
定されない。 (b)これらの製品についてお客様は、1つの登録ユーザーを別の者に代用させることはできない。
但し、お客様が雇用しなくなった登録ユーザーについては、別の登録ユーザーと取り替えることができ

る。 
 

注記：  

アップグレード： PTCソフトウェアが以前のバージョンからのアップグレード版として許諾されている場合、お客様はまずPTCからアップグレ
ードが適格と認められたソフトウェアを許諾されなければならない。アップグレード版をインストールした後は、アップグレード版として許諾さ

れた当該ソフトウェアに交換または補完され、お客様はアップグレードを適格と認められる基となった以前のバージョンを使用することはで

きない。 

相互運用ツール／ツールキット： PTCの相互運用ツール（例えば、Pro/TOOLKIT、J-Link、Pro/Web.Link、アプリケーション プログラミン
グ インターフェース）は、お客様（お客様自身又は第三者支援の際）が、許諾製品をお客様の他のコンピュータシステム及びプログラムと

の間で相互運用させる目的のためにのみ提供される。お客様は、その一部、全部にかかわらず当該相互運用ツールを第三者へ配布して

はならない。さらに、当該相互運用ツールを使い、第三者へ配布するための新たな相互運用ツールを開発してはならない。 

Windchill: 

Windchill「ライトユーザー」ライセンスは、お客様の社内において、以下の組織又は職務分野で主に作業する登録ユーザー(｢ライトユーザ
ー｣)にのみ割り当てることができる： 製造、生産、購買、財務、品質管理、販売、サービスとサポート、マーケティング。但し、以下の分野
において実質的な責任を負う登録ユーザーは、ライトユーザーとはみなされないものとする： 製品エンジニアリング、応用エンジニアリン

グ、製品管理、Windchillシステム管理、プログラム担当、技術出版及び調達エンジニアリング。ライトユーザーライセンスは、ライトユーザー
以外の者に割り当て(又は再度割り当て)できないものとする。但し、お客様が、そのメンテナンス及びソフトウェアの該当アップグレード費を
負担する場合はこの限りではない。お客様は、お客様が所有する2つのライトユーザーライセンス毎に少なくとも1つのヘビーユーザーライ
センスを保持しなければならない。 

Windchill｢外部ユーザー｣ライセンスは、お客様とその関連会社に関わる外部の売主、第三者及びその他のユーザーとなっている登録ユ
ーザー（｢外部ユーザー｣)にのみ割り当てることができる。外部ユーザーライセンスは、追加ライセンス料金を支払うことなく、別の外部ユー
ザーに再び割り当てることができる。但し、同じ暦月中に、1外部ユーザーライセンスを2以上の外部ユーザーに使用させてはならない。 

Windchill｢ビュー（確認）／印刷ライセンス｣は、Windchillの以下の基本的機能に限定されたライセンスである。(a)Windchillの検索エンジ
ンを使用して、Windchill管理の対象物を、メタデータ及び内容データ内においてキーワードで全文検索する機能、(b)データベース検索
を実行し、Windchill管理の対象物をメタデータの合致により探しだす機能、(c)キャビネット／フォルダー内の情報分類構造からWindchill
管理の対象物を多角検索する機能、(d)前述の機能により検索された管理対象物を、「プロパティ」ページで確認する機能。「プロパティ」
ページは、Windchill管理の対象物のメタデータプロパティを外形化し、対象物の一部としてファイル内容がある場合には、そのファイル内
容をダウンロードする機能を提供する、（e）対象物を印刷する機能。以下に列挙された機能は全て、ビュー／印刷ライセンスの機能から明
確に除外される。(1)ワークフロー及びライフサイクル作業の項目に参加する機能、(2)キャビネット／フォルダー内の分類関連（例えば、製
品構造関係、変更要求／指示関係等）以外で多角操作、通常操作を実行すること、（3）内容ファイルをアップロードする又はメタデータを
どのような形であれ変更すること、(4)データ作成、データ変更を行う機能。 

以下の使用規制は、ライセンスタイプ別に、PTCがIBM/Congosからライセンスを受けているWindchill内のBusiness Reporting機能に適用さ
れる。 

(i)  Windchill(すなわち、PDMLinkのほか、MPMLink、RequirementsLinkのようなアドオン・モジュール)の各ライセンス
には、次の(a)から(c)に掲げるBusiness Reporting基本機能を使用するライセンスが含まれる。（a）レポートの選択、レポート
の閲覧、及び個人設定(言語、時間帯など)、（b）許諾済みWindchill Business Reporting Author(以下で定義する)又は当
該使用制限に則したいずれかのレポート生成手段によって作成されるレポートの実行及びスケジュール設定、

プロンプトとの交信、PDF、CSVのような他フォーマットへのレポート出力、予定レポートの申込、レポート・
フォルダ及びポータル・ページの作成及び管理、標準レポートのカスタマイズ、及びEvent Studio通知の受信、
並びに（c）サーバ、セキュリティ及びレポート・スケジュール設定に連動したBusiness Reporting環境の管理。 

 (ii) 「Windchill Business Reporting Author」 ライセンスは、上記(i)と同一の機能を許諾するものであり、さらに追加機能として
お客様は、特定数の登録ユーザーに、Query Studio及びReport Studioのモジュール及び機能を使用させること、並びに
Framework Managerを使用してメタデータを作成させることができる。 
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(iii) 「Windchill Business Reporting Monitor」ライセンスは、お客様が特定数の登録ユーザーにEvent Studioモジュールの使
用を許可することができるライセンスである。 

(iv) お客様は、各ユーザー種別において、上記で認められている機能以外のレポート機能が使用できないように、Business 
Reporting機能を設定しなければならない。 

    

FlexPLM： 

FlexPLM｢ライトユーザー｣ライセンスは、お客様の社内において、以下の組織又は職務分野で実質的な責任を負わないユーザーにのみ
割り当てることができる： システムアドミニストレーター、テクニカルデザイナー、デザイナー、繊維開発、色彩開発、フィットスペシャリスト、

商品化計画、製品品質、部品外注(｢ライトユーザー｣)。ライトユーザーライセンスは、お客様がそのソフトウェア及びメンテナンスについて
適当なアップグレード費を負担しない限り、ライトユーザー以外の者に割り当て(又は再度割り当て)してはならい。お客様は、お客様が所
有する2つのライトユーザーライセンス毎に少なくとも1つのヘビーユーザーライセンスを保持しなければならない。 

FlexPLM｢供給業者ライセンス｣又は｢キャパシティー外部ユーザーライセンス｣は、お客様とその関連会社に関わる外部の売主、第三者及
びその他のユーザー（｢外部ユーザー｣)にのみ割り当てることができる。外部ユーザーライセンスは、1歴月において1つの外部ユーザーラ
イセンスにつき1名の外部ユーザーのみの使用を条件とし、追加料金なくして他の外部ユーザーに再割当をすることができる。 

 
InterComm： 

InterCommソフトウェアのユニックス版にMainsoft社のMainWin Dedicated Librariesが組み込まれている場合には、以下の追加条件が適
用される。 

o InterCommソフトウェアにアクセスするユーザー数と購入ライセンス数は、3対1の割合を超えてはならない。 
o Mainsoft社の所有権及びLibrariesは、本契約の諸条件と同程度に保護されており、PTCは、Mainsoft社を代表し何ら表明又は
保証をするものではない。Microsoft社は、ライセンス契約の第三者受益者である。 

 

Arbortext Iso View Distribution Kit: ライセンス契約の如何なる規定にもかかわらず、以下の文言は当該ライセンスに対して優先して適
用されるものとする。Arbortext IsoViewのDistribution Kit ライセンスは、お客様に以下を許可する。 

（1）単一の建物または同一の所在地にある複数の建物内で対話型電子技術マニュアル（「IETM」）又は許諾製品の機能に重要な機能
追加及び/又は重要、且つ主要な追加コンテンツを有するソフトウェアアプリケーション（例：IETM）（「アプリケーション」）を開発するため
にArbortext IsoViewを利用すること、及び（2）本規定に従って、IETM又はその他重要なコンテンツもしくはアプリケーションにバンドルさ
れた該当のインストールプログラムファイル（ランタイムコンポーネントを含む）を、お客様のエンドユーザーに対して再実施許諾すること

ができる。但し、当該IETM/その他重要なコンテンツ又はアプリケーションと関連した使用に限られており、それ以上の再実施許諾を許
可するものではない。お客様のエンドユーザーへの再実施許諾の権利は、アプリケーションが重要な追加機能及び/又は重要、且つ主
要な追加コンテンツを有しない限り許可されないものとする。お客様が前述のインストールプログラムファイルを、イラストのプレゼンテー

ションなどのためにお客様のウェブページ等にインストールした場合、当該インストールプログラムファイルは、制限付きのパスワードの利

用により保護しなければならない。前述の再実施許諾は、ライセンス契約上で使用に関して規定された全ての条件に同意したお客様の

エンドユーザーにのみ付与される。お客様は、Arbortext IsoView許諾製品に含まれる専有権に関する注意事項又はラベル類の一切を
取り除いてはならず、各IETM及びアプリケーションの複製物に有効な著作権表示を含むものとする。お客様がRuntime Components又
はそれらの複製物をArbortext IsoView インストールファイルの一部として、使用又は配布する場合、お客様は、当該配布及びエンドユ
ーザーの使用によって引き起こされるあらゆる損害からPTC及びMicrosoft社を補償し、かつ免責する。 

 
ESI Adapter：ESI Adapterの非製造環境における使用に関しては、お客様の開発者で最大７５名が、ESI Adapterのテスト、試作実装、サ
ポートを唯一の目的としてESI Adapterにデスクトップアクセスできる。 

 
ホーム使用ライセンス/：Portable License Enabler ライセンス  
 
お客様のライセンスが「自宅使用（home use）｣のライセンスのライセンスである場合、同一許諾製品の自宅使用でないライセンスの主たる
利用者であるお客様の従業員又は請負人の各人に対し自宅においてのみ1ライセンスの使用が許可される。 
 
お客様がCreo Elements/Direct製品のライセンスを所有し、又は購入する際に、Portable License Enablerも所有している又は購入する場
合、お客様は、最大30日間、お客様のホストライセンスサーバ内のCreo Elements/Direct製品のライセンスを、チェックアウト（取り出す）こ
とができるものとする。ポータブル(チェックアウトした)ライセンスは、お客様のホストライセンスサーバには接続されていないお客様所有の
ノートパソコン等のコンピューター上で使用できるものとする。ポータブル(チェックアウトした)ライセンスは、お客様所有の個別のコンピュ
ーターにおいて個々のオペレーターによってのみ使用されるものとする。お客様は、アメリカ合衆国の輸出管理当局が指定する輸出禁
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止国を除き、ポータブル(チェックアウトした)ライセンスを、全世界のいかなる国において使用することができる。お客様は、Creo 
Elements/Direct製品のライセンスを出荷又は購入した当初の国以外の国でポータブル(チェックアウトした)ライセンスを使用する場合、事
前にPTCに通知するものとする。ポータブル(チェックアウトした)ライセンスの使用目的は、ライセンス契約の諸条件に従うものとする。 
 
教育用ライセンス  許諾製品が「教育用価格」、「教員版／教員バージョン」、「学術版／学術バージョン」と称される場合、お客様は、学
位の授与を行っている教育機関に入学又は雇用されているものとし、当該許諾ソフトウェアの使用は教育目的に限定されなければなら

ない。仮にお客様が上記の条件に当てはまらない場合には、本契約に基づいた権利を一切有しないものとする。一例として、教育機関

の施設又は教育機関の名前を使用しただけの利益研究又は資金援助付き教育研究については、「教育目的」には該当せず、それらの

目的による教育ソフトウェアの使用は、本契約の条件に違反するものとみなされる。 
 
 いかなる教育用 ｢サイトライセンス｣については、次のライセンス数を限度とする。University – 500ライセンス; Schools Advanced (ヨーロッ
パのみ) – 35ライセンス;School Edition – 300ライセンス; Windchill – 100 ネームドユーザー。School Edition (学校版)．許諾製品の使用
につき、PTCから訓練を受け認定され、最新の証明（PTCJにより時折設定します）を持つ先生/講師が職員の中から不在となった場合、
自動的にSchool Edition のサイトライセンスの使用を中止します。お客様は、School Edition ライセンスを許諾する各生徒に、その時の
PTCJ生徒用ライセンス契約書様式を署名させるものとし、PTCJの要求に従い、署名済み当該契約書をPTCJに提供するものとする。	 
 
グローバルライセンス／制限付グローバルライセンス ライセンス契約に記載のとおり、PTCソフトウェアは、注文書類にインストール国とし
て指定された国においてのみインストール及び操作が許可される。但し、以下のグローバル及び制限付グローバルライセンスには別の

許諾条件が適用されるものとする。 

グローバルライセンス  「グローバル」ライセンスとは、全世界に点在するお客様の所在地（複数の場合もあり）において、当該許
諾製品のインストール・操作・使用を許可するものである。ライセンス契約上、許諾製品は、当初インストールを行った国におい

てのみ使用が許可されるが、本グローバルライセンスは、当該使用制約の影響を受けないライセンスである。 

制限付グローバルライセンス  「制限付グローバル」ライセンスとは、指定国及び/又はその他の許可国に点在するお客様の所
在地（複数の場合もあり）において、当該許諾製品のインストール・操作・使用を許可するものである。ライセンス契約上、許諾

製品は、当初インストールを行った国においてのみ使用が許可されるが、本制限付グローバルライセンスは、当該使用制約の

影響を受けないライセンスである。「許可国」とは、中国、インド、ロシア、チェコ共和国、ポーランド、ハンガリー、マレーシア、南

アフリカ、イスラエル、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ルーマニアを指す。 

e-learningライセンス: e-learningソフトウェアを購入されるお客様には、お客様のサーバ上において当該ソフトウェアをホストする選択権
が付与される。ライセンス契約内のいかなる規定にもかかわらず、以下の両文言はe-learningライセンスに対して優先して適用されるも

のとする。(a) e-learningソフトウェアの使用は、指定国に住む者に限定されない。(b)当該ライセンスに関しては、お客様は、1つの登録

ユーザーを別の者に代用させることはできない。ただし、登録ユーザーがお客様によって雇用が中止された場合は別登録ユーザーへ

代替することができる。 


