
TNT製品用フローティング特別アカデミックライセンス（SAL）のレンタル

【参考訳】

レンタル価格
　3      ユニットフローティングライセンス  

 資格認定アカデミックプログラムでは、 TNT製品 3シート（同時ユーザ）用のフロー
ティング特別アカデミックライセンス（SAL）を年額 3,000アメリカドルで 1年間レ
ンタルすることができます。SALのレンタル料は前払いでお支払い頂きます。
本 SALは最小 3つの TNT製品ユニット（シート）に対応します。1回のご注文で購
入して頂き（バラ売りは致しません）、ネットワーク上で単一のソフトウェアオー

ソリゼーションキー（物理的装置）によってコントロールされます。

　アップグレードが含まれます
通常の TNT製品のアップグレードおよびメンテナンス全てが、SALのレンタル料に
含まれます。1年のレンタルでは、TNT製品は有効期間内におそらく 1、2度アップ
グレードされますが、アップグレードが規定回数行われることを保証しているわけ

ではありません。

　フローティングユニットの追加
基本のフローティング SALライセンスに、追加のフローティングユニットを 1ユニッ
トあたり年間 1,000アメリカドルでレンタルすることができます。

　TNTserver      のレンタル（オプション）  
アカデミック使用の目的に限り、基本の TNTserverが年間 1000アメリカドルで SAL
とセットでレンタルできます。レンタル料にはその年のメンテナンスおよびアップ

グレード費用も含みます。

　一般事項
NAFTA（北米自由貿易協定）用 SALおよび国際機関用 SALについては、レンタル
料の違いはありません。

上記のものを含み、マイクロイメージ社製品の全価格は予告なく変更される場合が

あります。

ライセンスの管理
マイクロイメージ社のフローティング SALライセンスは、他の多数の商用ソフトウェ
ア製品や同等な商用 TNT製品のフローティングライセンスと同様に動作します。3
つのユニット（シート）の全てが、ネットワーク上のどこかの単一コンピュータに

 物理的に接続された 単一の SALソフトウェアキーによってコントロールされます。
この単一のコンピュータは、TNT製品に対するライセンスマネージャとして機能し
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ます。ライセンスマネージャとしてのコンピュータの使用はコンピュータの通常の

使用を妨げるものではありませんが、常時ネットワークに接続できる状態にしてお

く必要があります。

ネットワーク上の他の適当なリモートコンピュータで自由にライセンスマネージャ

のコンピュータにアクセスできるものは、ライセンスをチェックして、3つのユニッ
トのうち 1つを一時的に使用することができます。この際、リモートコンピュータ
は一時的に TNT製品の使用を許可する仮想的なキーを取得しますが、これは物理的
にソフトウェアキーが直接そのコンピュータに取り付けてあるのと同じ状態です。

フローティング SALライセンスは同時に 3ユニット（もしくはシート）を提供する
ため、ネットワークに接続された任意のコンピュータで合計 3つの仮想キーを使え
ることになります。

含まれている製品
SALは、TNTmipsおよび TNTedit、TNTview製品のローカル使用を全オプションで
許可しますが、3つ以上の TNT製品の組み合わせを超えて同時使用することはでき
ません。ネットワークに接続されたWindowsやMac OSX（LINUXやUNIXは現在サ
ポートしていません）が作動しているコンピュータであれば、3つのユニットが許可
されます。

TNTatlasや TNTliteは無料の TNT製品であり、SALからは独立しています。これら
のソフトウェアでは SALユニットで適切なサイズに加工されたデータを使用するこ
とができ、また、どこでもどなたでもご使用頂けます。

含まれていない製品
　大判プリント

A3もしくは 11×17インチ以上の大判プリントは、基本の SALのレンタルに含まれて
いません。消費される資材のコストが高いため、一般的に学生は大きな地図サイズ

用のプリンタを使用することが許可されていません。基本の SALのレンタルに追加
で年間 1,000アメリカドルを支払うことにより、無制限に全てのユニットもしくはシー
トからこの大判プリント機能（オプション P15）にアクセスすることが可能となりま
す。

　TNTserver
TNTserverはエンドユーザ用の製品ではなく、フロートすることはできません。
WindowsXPもしくはWindows2000上でのみ使用可能です。TNTserverは SALには含
まれておりません。SALを使用している学術機関においては、年間 1,000アメリカド
ルで TNTserver      をレンタルすることができ  、これにはアップグレード費用も含まれて
います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 



　その他

いかなる TNT製品も SALレンタル時の下取り品として受け付けられません。
以前にアカデミックとして購入したもの、もしくはディスカウント価格で購入した

ものであっても、SALのレンタル時に預かり金として適用されません。

提供される資料
レンタル用の SALライセンスには、カラー印刷された自習書もしくは他の資料の付
属がありません。低価格のレンタルでは、これらの高価な手製の資料を提供するこ

とはできません。全印刷物は TNT製品 CDで PDFフォーマット形式で提供され、使
用機関もしくはエンドユーザの要望に合わせて各々がカラーで印刷することができ

ます。この CD上の TNTの参考資料においては、各々が行う印刷および配布の数に
制限を設けていません。

レンタルが開始された時点での最新バージョンの TNT製品 CDが 3セット出荷され
ます。レンタル期間にリリースされる TNT製品の新規アップグレードに対しても、
新たに 3枚の CDが提供されます。同 CDは TNTliteプログラムへのアクセスも可能
とするもので、学生ほか必要とする人へ複製して配布することができます。最小の

複製および発送コストで、配布用の追加 CDをマイクロイメージ社から購入すること
ができます。

割引価格についての概要

　商業利用購入との比較
基本の SALのレンタル総額は、3,000アメリカドルです。TNT製品の商業利用目的
でのレンタルはありません。本 SALのレンタル料と同 TNT製品の商業利用目的の場
合の料金との比較を行うには、同じ商用製品を購入する場合の初年度の機会費用で、

1年間使用した場合の価格と比較を行います。

3ユニット（シート）のフローティングライセンスの商業利用目的の場合の購入価格
は、国際価格で 21,600アメリカドル[（TNTmips 1セットあたり 6,000アメリカドル）
×（フローティングは 1.20倍）×　3ユニット分]で、NAFTA用価格では 18,000アメ
リカドル[（TNTmips 1セットあたり 5,000アメリカドル）×（フローティングは 1.20
倍）×　3ユニット分]です。

上記を基に計算すると、SALのレンタル料は同 TNT製品の購入価格に比べて国際価
格の 14％、NAFTA用価格の 17％となっています。

　商業利用目的の年間メンテナンスとの比較
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より劇的な比較としては、SALのレンタル料が、先に料金を提示した同等の TNT製
品で商業利用目的で使用する場合にかかる年間メンテナンス料とほぼ同額であるこ

とです。基本の SALのレンタル料は 3,000アメリカドルであるのに対し、商業利用
目的の場合のフローティングライセンスにかかる年間メンテナンス費用は、国際価

格で 3,600アメリカドル、NAFTA用価格では 2,880アメリカドルです。

適格者
特別アカデミックライセンス（SAL）の第一使用目的が学術であることを証明でき
る学術機関は、SALを購入することができます。SALの目的は、貴殿の機関に属す
る学生で一般的な学位の取得をめざす者が母国語で日常的に TNT製品を使用し、地
理空間分析を学習および演習する機会を提供することです。SALを入手するための
資格を得るには、購入するユニットの第一の使用目的が日常的な教育活動であるこ

とを証明しなければなりません。さらに貴殿は、生徒が SALユニットを使用するの
に適切な講義および／または設備があることを証明しなければなりません。

SALの購入および使用のための申込書は簡単に用意することができます。下記の簡単
な 3つのステップに従って書類を用意し、直接マイクロイメージ社に英語で提出す
るか、同社が認可している再販売業者を通じて貴殿の母国語で提出すれば良いだけ

です。

　ステップ      1.  
貴殿の所属する機関が学位を与える資格があり、国家的に認可された機関であるこ

とを証明してください。

貴殿は、その学術的機関に関する説明付き冊子の複写をもって、これを提出書類と

することができます。どのコースで SALが使われるか、リストとして表示されてい
る冊子を提示してください。

　ステップ      2.  
各コース内で直接 SALユニットを使用するものを提示してください。また、SALユ
ニットがそのコースにどのように組み込まれるかという点についても説明してくだ

さい。

貴殿の各学術的コースでは、学生への配布用として、コース名およびコースの目的、

受講資格、コース内容についての簡単なアウトラインが書面として記されたものが

既に作成されているかと思われます。この書面を公式な複写としてコース毎に提示

し、貴殿の機関が地理空間分析に関してどのようなコースを持っているか提示して

ください。TNT製品がその講義内でどのように使用されるかおよび／またはコース
で使用される設備について簡単な説明書きを付けてください。同コースにおいて他

社製の地理空間製品を使用することについては問題ありませんが、その場合はコー
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ス内で使用されるその他のアプリケーションソフトウェアに関してもリストにして

提示してください。

　ステップ      3.  
ステップ 2で挙げられたコース内の講義、設備および／または指定プロジェクトに
おいて本科生が SALユニットを使用するために該当機関が提供しているコンピュー
タについて説明してください。ローカルもしくはより大規模な学内のネットワーク

の一部のうち、コースで使用されるコンピュータ施設で、SALが提供するフローティ
ングユニットにアクセスするものについて限りリストに記してください。TNT製品
を学生が使用することになるコンピュータ室のデジタル写真も提示してください。

さらに、同教室で生徒が TNT製品を用いてクラスで出された課題を行っている様子
をデジタル写真に収め、送付するようにしてください。この写真は次に新しくレン

タルを受けるための申込の際、承認を受けるための資料として用いることができま

す。

貴殿の機関に関する冊子およびコースに関する説明が英語で書かれている場合、申

込書（上記ステップ 1、2、および 3）をマイクロイメージ社に提出してください。
機関に関する冊子およびコースに関する説明が英語で書かれていない場合は、申込

書（上記ステップ 1、2、および 3）を貴殿の母国語で作成し、同社の認可している
再販売業者に提出し、評価を受けてください。貴殿の母国語を話す再販売業者をご

存知でない場合は、英語で書かれていない申込用資料を直接マイクロイメージ社に

お送りください。

ライセンシーの定義
ライセンシーとは、ここでは元々 SALの使用を申し込み、購入する学術機関を指す
こととします。

SALのライセンスは部分的にソフトウェアオーソリゼーションキー（物理的装置）
によってコントロールされています。SALのレンタルでは、本キーがレンタルの残
日数を数えており、その日数の更新がなされない場合にはレンタル期間終了ととも

に操作が無効となるように設定されています。新規のレンタルの場合は、出荷や導

入の時間を提供するために、13ヶ月として発行されます。しかしながら、失効後に
延長あるいは更新する場合のレンタルは 12ヶ月の期間にセットされます。
ライセンシーが SALのレンタル条項に違反した場合、SALのユニットを追加したり
レンタルしている SALのアップグレードを行うことができなくなります。更に違反
したものは、その時点で残っているレンタルの差額で TNT製品を継続して使用する
権利を喪失する場合があり、その分の返金もいたしかねます。しかしながら、この

ペナルティは通常マイクロイメージ社および／またはその再販売業者が調べて課す

ものではありません。SALの導入が承認された後は、主として契約書に署名した学
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部や機関の健全性に適切な使用を委ねています。同時にマイクロイメージ社は、責

任ある学術機関が専門的な契約を厳守し、名声を守る姿勢を自ら示してみせること

で所属する学生を指導することを想定しています。

認められる課外使用
フローティング SALのレンタルは、学術的コースにおける使用が第一の目的となっ
ていますが、機関において行われる他の通常活動で教育関連のものであればこれを

使用することができます。

SALによって認可されたユニットは、機関が所有している、または借りている物理
的な施設内にあり、ネットワークに接続されたコンピュータ上でフロートし使用す

ることができます。この施設には、寮や大学が管理している住居も含みます。

SALは、該当する単一の機関に所属する学部、職員および大学院生、さらに、現在
受講しており公式な単位を取得しようとしている本科生によって運営されている非

営利団体での内部的な学術調査プロジェクトにおいて使用することができます。

禁じられた使用
SALの使用は、元々 SALへの申込を行い、購入したライセンシーに限られます。

SALが管理しているユニットの使用の全ては、ライセンシーの機関に正式に登録さ
れている学生、運営される学部または職員に制限されます。

フローティング SALユニットはインターネット上で提供および使用されたり、もし
くは入手できるようにしてはなりません。これは TNTライセンスマネージャおよび
ソフトウェアオーソリゼーションキーの設計によって、物理的かつ故意的にブロッ

クされています。

SALが管理しているユニットの一時的もしくは恒常的な使用に関し、ライセンシー
からいかなる個人、企業、もしくは他の機関へ貸与、レンタル、貸付、授与、贈与
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重要通知：

宿題および課外で行われる個人的なプロジェクトは、学生が個人のコンピュータ上で個々

に無料の TNTliteを使用して行えるようにすべきです。こうすることでより多人数のクラス
の課題に対応でき、SALが提供し、数に限りがある専門的な TNT製品の有用性が格段に上
がります。宿題を行う際に個人的に TNTliteを使用することも、生徒にとっては地理空間技
術に関して学んだことを現在および将来にわたって学術的もしくは個人的なプロジェクト

に適用するのを促すことにつながります。



することはできません。

SALは利益を生むために使用することはできません。また、生産指向の契約作業を
遂行するために民間のコンサルタントやビジネスと直接競合するような使い方も許

されません。

SALによって認可されたユニットはマイクロイメージ社の事前の書面による承認を
得ることなくライセンシーからから移譲することはできません。

上記アカデミックライセンスを読み、理解し、その条項に同意することを認めます。

　　　　署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：　　　　　　　　　　　　　

　　　　署名したものの氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　上記のものが代表する機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　役職名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

            

（翻訳）　株式会社オープンGIS 　　　2009年 4月
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