PTC ソフトウェア製品
使用許諾基準
以下のページの表には、PTC の各標準ソフトウェア製品の使用許諾基準が記載されています。各種の一般的使用許諾の一般的
説明が伴いますが、この書類は、これらの製品の使用制限すべてを要約するものではなく、その使用制限は、PTC とお客様間
の使用許諾契約(｢使用許諾契約｣)に記載されます。何らかの矛盾がある場合は、この使用許諾契約が優先します。
｢同時ユーザー｣：

各同時ユーザー製品ライセンスは、所定の時点で 1 名の個人が利用できます。
同時ユーザー製品の製品説明に｢固定済｣、｢ロック済｣又は｢ノードロック済｣との記載がある場合、
その製品は、それがインストールされた指定コンピュータ上でのみの稼動が使用許諾されます。
その製品がドングル(ある時点で 1 台のコンピュータ上でのみ起動を可能とするハードウェア品目)
付のものである場合、その製品は、そのドングルを共有することによりユーザー間でのみ共有でき
ます。

｢指定サーバ｣：

各指定サーバ製品は、その製品の最初のインストレーションに関連してお客様が指定し、該当する
インストール済製品アプリケーションの 1 つの特異なインスタンスのあるコンピュータサーバ上で
のみ使用できます。
「指定サーバ(CPU 毎)」という様々な指定サーバモデルがあります。これらの製品について、ライ
センスは、中央演算装置(CPU)が 1 台のみのサーバに制限されます。追加 CPU 毎に、追加のライセ
ンスが必要です。

｢登録ユーザー｣：

登録ユーザー製品は、パスワードを基準として、個人の指定登録ユーザーのみが使用できます。お
客様は、登録ユーザーの総数がある時点で特定の製品についてその時点で有効なライセンスの数を
超えない限り、随時新たな登録ユーザーを追加し、及び／又は取り替えることができます。但し、
以前に登録ユーザーであった者が登録ユーザーの地位に復帰する場合、PTC のその時点の料金で
PTC に新たな使用料を支払わなければなりません。

｢パーインスタンス｣：

パーインスタンス製品については、該当する製品が接続されるシステムの各インスタンスについて
1 つのライセンスが必要です。

｢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には、その製品が使用されるお客様の場所毎
に 1 つのライセンスが必要です。

｢パッケージ｣：

PTC 製品パッケージの各構成品の使用許諾基準は、その構成品が別途使用許諾されている場合と同
一とします。但し、各パッケージの構成品のみがそのパッケージのベースシートと共に使用できる
場 合 を 除 き ま す 。 例 え ば 、 Pro/ENGINEER 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、登録ユーザーを基準として使用許
諾され、単一の Pro/ENGINEER ユーザーとの組み合わせで割当てられなければなりません。
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使用許諾基準の表
お客様の注文書類にある製品名が異なる使用許諾基準について特定していない限り、各標準 PTC ソフトウェア製品の使用許諾基準は、
以下のとおり特定されます。
Pro/ENGINEER 及びその他の MCAD 製品
許諾製品名
Pro/ENGINEER 製品群(以下を
除きます)
Pro/ENGINEER Application
Programming Toolkit

使用許諾基準
同時ユーザー

許諾製品名
Pro/CONCEPT

使用許諾基準
同時ユーザー

登録ユーザー

CADDS

同時ユーザー(利用ライセンス料金
が適用されます)

Mathcad 製品

許諾製品名
Mathcad Volume Licenses

使用許諾基準
同時ユーザー

Mathcad Calculation Server

指定サーバ (CPU 毎)

許諾製品名
Mathcad Single User Licenses

使用許諾基準
登録ユーザー (但し次の場合を除きま
す。この許諾製品が登録ユーザーへ割り
当てられた後、最初の登録ユーザーがお
客様によって雇用しなくなったとして
も、その使用許諾は他ユーザーのいずれ
にも再割り当てできません。)

Arbortext 製品
許諾製品名
Arbortext 製品群(以下を除き
ます)

使用許諾基準
同時ユーザー

許諾製品名
Arbortext IsoDraw

使用許諾基準
同時ユーザー

Arbortext Publishing Engine

指定サーバ

Arbortext IsoCompose

同時ユーザー

Arbortext InterLeaf Extraction
Tool
Arbortext Advanced Print
Publisher – Enterprise
Arbortext Adapter to Oracle
Content Manager
Arbortext Adapter to Oracle
CM/SDK
Arbortext Companion for
Microsoft Word

同時ユーザー(ロック済)

Arbortext IsoView

サイトライセンス

指定サーバ(CPU 毎)

Arbortext Dynamic Link Manager

指定サーバ

指定サーバ(CPU 毎)

Structured Product Labeling

指定サーバ

パーインスタンス

Arbortext Content Manager

登録ユーザー

許諾製品名
すべての e-learning software
subscriptions (例えば、
Pro/FICIENCY、 Create、
Control、Collaborate、Coach
等)

使用許諾基準
登録ユーザー

サーバあたり 1 つのライ
センスに加え、登録ユー
ザーあたり 1 つのライセ
ンス

トレーニング製品
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注記： 使用許諾契約の矛盾する定めにも拘らず、(a)これらの製品の使用は、指定国にいる者に対し
ては制限されませんし、また(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
えることはできません。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ます。
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Windchill、Pro/INTRALINK、ProductView 及び Intercomm の製品
許諾製品名
Windchill 製品群(以下を除き
ます)
Windchill PartsLink Catalog
Windchill Enterprise Systems
Integration(以下を除きます)
Windchill Enterprise Systems
Integration Adapters
Windchill Info*Engine Adapters

使用許諾基準
登録ユーザー

許諾製品名
ProductView “Standard”

使用許諾基準
登録ユーザー

指定サーバ
指定サーバ

ProductView Adapters
ProductView “Concurrent”

指定サーバ
同時ユーザー

パーインスタンス

InterComm 製品群(以下を除きま
す)
InterComm EDA Compare
InterComm EDA Conduit

同時ユーザー

FlexPLM
Pro/INTRALINK 製品群(以下
を除きます)
Pro/INTRALINK Toolkit Access

登録ユーザー
同時ユーザー

パーインスタンス

InterComm “Enabled” Products
InterComm Interfaces

指定サーバ(30 の登録ユーザーのみ
が各ライセンスを使用できる場合を
除きます)
登録ユーザー
パーインスタンス

登録ユーザー

注記：
相互運用ツール／ツールキット PTC相互運用ツール(例えば、Pro/TOOLKIT、J-Link及びPro/Web.Link)は、お客様が(自ら
又は第三者の援助により)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相互運用できるようにする目的で
のみ提供されます。お客様は、当該相互運用ツールのすべて若しくは一部を第三者に頒布し、又は第三者に頒布する相互運
用ツールを開発するために当該相互運用ツールを使用することは認められておりませんし、またそうしないことに同意しま
す。
Windchill：
Windchill ｢ライトユーザー｣ライセンスは、お客様の組織内の以下の組織又は職務分野で主に作業するユーザー(｢ライトユー
ザー｣)のみに割当てることができます：製造、生産、購入、財務、品質、販売、サービスとサポート及びマーケティング。
但し、以下の分野内で実質的な責任を負うユーザーは、ライトユーザーとはみなされないものとします：
製品エンジニアリング、製造エンジニアリング、応用エンジニアリング、製品管理、Windchillシステム管理、プログラム事
務所、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、お客様がそのソフトウェア及びメンテナンスに
ついて該当するアップデート料金を支払わない限り、ライトユーザーではない者に割当(又は再割当)できません。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所有しなければなり
ません。
Windchill｢外部ユーザー｣ライセンスは、お客様とその関連会社の外部にある売主、第三者及びその他のユーザー（｢外部ユ
ーザー｣)のみに割当てることができます。外部ユーザーライセンスは、追加ライセンス料金なく別の外部ユーザーに再割当
できます。但し、いかなる暦月中でも、1 外部ユーザーライセンスを 2 以上の外部ユーザーが使用することはできません。
FlexPLM：
FlexPLM｢ライトユーザー｣ライセンスは、お客様の組織内の以下の組織又は職務分野内で実質的な責任を負わないユーザー
のみに割当てることができます：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（ファブリッ
ク）開発、色彩（カラー）開発、フィットスペシャリスト、商品化計画（マーチャンダイジング）、製品品質、部品外注
（ソーシング）(｢ライトユーザー｣)。お客様は、お客様がそのソフトウェア及びメンテナンスについて該当するアップグレ
ード料金を支払わない限り、ライトユーザーでない者にライトユーザーライセンスを割当(又は再割当)することはできませ
ん。 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所有
しなければなりません。
FlexPLM｢供給業者｣ライセンスでは、お客様の 1 供給業者の従業員がそのライセンスを使用できます。
InterComm：
InterComm｢委託｣ライセンスは、供給業者が PTC からソフトウェアをダウンロードする時に含まれる使用許諾条件に同意し
たお客様の供給業者に対してのみ一時的に委託できます。お客様は、委託を受けた者によるそのダウンロードされた使用許
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諾条件の使用及び遵守に常に責任を負うものとします。委託を受けた者によるそのライセンスへのアクセスは、その使用許
諾条件にある満了規定に従って終了するものとします。これらのライセンスに関する技術サポートは、委託を受けた者には
提供されません。委託ライセンスは、そのライセンスについて PTC からの有効なメンテナンスがなくなったときに自動的に
満了するものとします。
InterComm ソフトウェアのユニックス版が Mainsoft の MainWin Dedicated Libraries を組み込んだいかなる場合も、以下の追加
条件が適用されます。
o InterComm ソフトウェアにアクセスするユーザー数と購入したライセンスの数は 3 対 1 の割合を超えることはでき
ません。
Mainsoft の財産権及び Libraries は、契約の諸条件と同程度に保護され、ライセンサーは、Mainsoft に代わって何ら
の表明又は保証もしません。マイクロソフト社は、本ライセンス契約の第三者受益者です。
Arbortext
お客様の本ライセンスが「ホームユーズ（自宅使用）｣の本ライセンスである場合、当該許諾製品は、別途のArbortext編集ラ
イセンスの唯一のユーザーであるお客様の従業員又は請負人の家庭内でのみ使用できます。
本ライセンス契約における一切の矛盾に関わらず、Arbortext IsoView並びにArbortext IsoCompose許諾製品は、お客様に
よって開発されたIsoView 又はIsoCompose アプリケーションと バンドルする場合、該当インストールプログラムと同梱の
ランタイムコンポーネントを、お客様のエンドユーザーへ再実施許諾することが許可されます。但し、当該アプリケーショ
ンに関連した使用のみを目的とし、それ以上の再実施権利はないものとします。お客様が、イラスト関連を表示するお客様
のウエブページ上で、当該インストールプログラムをインストールする場合、当該インストールプログラムは機密のパスワ
ードを使用することで保護されなければなりません。いかなる当該再実施権は、当該使用に関連した本ライセンス契約書上
の全ての諸条件を遵守することに同意するエンドユーザーへのみ付与することができます。お客様は、IsoView又は
IsoCompose Applicationsに含まれる所有権に関する注意事項又はラベル類の一切を削除しないものとし、且つお客様の
IsoView又はIsoCompose Applicationの各コピーに有効な著作権情報を含めるものとします。IsoView 又は IsoCompose
Installerの一部として、お客様がランタイム・コンポーネント又はそれらのコピーを使用又は配布する場合、当該配布によっ
て生じたすべて及び一切の請求をお客様が補償し、且つPTC社並びにマイクロソフト社を免責します。

ESI Adapter：
非生産環境での ESI Adapter の使用について、お客様の開発者の 75 名までが ESI Adapter のテスト、生産前実行及びサポート
のためにのみ ESI Adapter にデスクトップアクセスできます。
教育用ライセンス 許諾ソフトウエアが、 「教育用価格」 又は 「教員版/バージョン」又は「学術版/バージョン」と識別
されている場合、 お客様は教育機関に加入又は雇用されているものとし、当該許諾ソフトウエアを教育の為のみに使用する
ものとします。お客様がこれらの資格のいずれかに適合しない場合、本契約に基づいた権利はないものとします。教育機関
内の施設を通じた、又は学術的な名前を前提として行われる非教育的研究については資格がないものとし、且つ本契約の規
約に違反するものとみなされます。
グローバルライセンス／制約付きグローバルライセンス
グローバルライセンス 「グローバル」ライセンスとは、全世界に置かれたお客様の所在地（所在地内は複数可）で、使用
許諾契約上に定めるところの、許諾製品のインストール先の国の使用限定に関連する一切の制約に関わらず、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す。
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/又はあらゆる許可国のお客様の所在地
（所在地内は複数可）で、使用許諾契約上に定めるところの許諾製品のインストール先の国の使用限定に関連する一切の
制約に関わらず、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す。「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、及びルーマニアを指します。
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