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Sencha Development and Consultants, Integrators,

and Other Third Party Development
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Sencha開発、コンサルタント、インテグレータ

およびその他サードパーティの開発

Sencha recognizes and supports a vibrant community of developers, which include many developers that
produce applications on behalf of clients.  There are several ways in which licensing for applications that
include a Sencha SDK can be addressed.

Senchaはクライアントに代わって、アプリケーションを生成する多くの開発者を含む開発者の活気に満ちたコミュニティを
認識し、サポートしています。SenchaSDKを含むアプリケーションのライセンスの取扱いに関していくつかの方法がありま
す。

The use of a Sencha SDK (Sencha Ext JS, Sencha GXT, and Sencha Touch) with a commercial application
requires commercial license from Sencha.  Sencha licenses its SDK’s by developer.  Where a consultant
develops on behalf of a client, there are several options.  Whereas Sencha Ext JS and Sencha GXT have
fees associated with each developer license, Sencha Touch has a free commercial license, provided the
application produced is not an app/software builder (reference prohibited use sections of the license
agreements).

商用アプリケーションにおけるSenchaSDK（SenchaExt JS、SenchaGXTおよびSenchaTouch）の使用には、Senchaからの
商用ライセンスが必要です。
Senchaは、開発者の単位でそのSDKのライセンス供与を行っています。
コンサルタントがクライアントの代わりに開発している場合、いくつかのオプションがあります。
SenchaのExt JSとSenchaGXTは、各開発者ライセンスに関連付けられた費用が必要であるのに対し、SenchaTouchは、
作成されるアプリがアプリ/ソフトビルダで無い限り、無料の商用ライセンスです。

The easiest way to license a Sencha SDK for a client application is to have the client purchase licenses for
the number of developers working on the application, and assign the designated user seats to the consultant
developers.  These seats can be reassigned to client developers upon the delivery of the application, or they
can remain with the consultant, depending on who will maintain the application.  Note that these licenses
must be obtained at the start of development unless the consultant has its own Sencha licenses under
which it can commence commercial work.  Because Sencha SDK’s are dual licensed (commercial/GPLv3), if
development begins without a commercial license, that development must be under the open source GPLv3.
GPLv3 development cannot be converted to commercial later, so commercial licenses must be used from
the start if that is the intent.

クライアントアプリケーション用のSenchaSDKのライセンスを取得する最も簡単な方法は、アプリケーション開発に従事す
る開発者の数のライセンスをクライアントが購入・所有し、コンサルタント開発者をその指定ユーザに割り当てることです。
これらは、アプリケーションの納品時にクライアントの開発者に再割り当てすることができ、またはそれらは、誰がアプリ
ケーションを維持するかに応じて、コンサルタントに残しておくことができます。
コンサルタントが独自でSenchaのライセンスを持っていない限り、これらのライセンスは、開発開始時に取得しなければな
らないことに注意してください。
なぜならば、SenchaSDKはcommercial/GPLv3のデュアルライセンスであり、商用ライセンスなしで開始した場合、その開
発は、オープンソースのGPLv3のライセンス下のものとなります。 GPLv3の開発は後でコマーシャルに変換することはでき
ません。コマーシャルライセンスが意図であれば最初から使用する必要があります。

Alternatively, a consultant can acquire its own commercial licenses for the number of developers working on
the application, and assign the licenses to the client upon the delivery of the application. The designated
user seats can be assigned to client developers, or they can remain with the consultant, depending on who
will maintain the application.

代替案として、コンサルタントは、アプリケーション開発で作業している開発者の数分の商用ライセンスを自身で取得し、ア
プリケーションの納品時にクライアントにライセンスを割り当てることができます。指定ユーザのaddressはクライアント開発
者に割り当てることができ、あるいは、誰がアプリケーションを維持するかに応じて、コンサルタントに残すことができます。

Note that all the licenses for the number of developers that worked on the application must be transferred
to the client.  In the case where various Sencha products are bundled, such as Sencha Complete, licenses
to all the products must be assigned together, since you are not allowed to have different designated users
across the different products in a bundle. You can, however, assign only the number of licenses for the
number of developers who worked on the project and retain the remaining licenses if there are more.

アプリケーショ開発に従事した開発者の数分のすべてのライセンスがクライアントに移転される必要があることに注意して
ください。
SenchaCompleteのようなバンドル製品の場合、製品ごとに異なる指定ユーザーを登録することは許可されていません。さ
まざまなバンドルされているSencha製品は、すべての製品に対しライセンスを同一に割り当てる必要があります。
ただし、移転の際にはプロジェクトに取り組んだ開発者の数のライセンス数だけを割り当て、それ以上の余剰がある場合
に残りのライセンスを保持することができます。

For any license assignment in connection with work for hire, Sencha must be notified and the assignee must
accept the license in writing.

職務著作に関連したライセンスの割り当てについては、Senchaに通知しなければならず、ライセンス割当を受ける人は書
面でライセンスを受け入れる必要があります。

Finally, if a consultancy has developed a product that is not a work for hire but is owned by the consultancy
and licensed to multiple clients, the consultancy need only have its own licenses for the number of
developers that worked on the application, provided clients perform no further development on the
application.  Where a client or third party is performing additional development, those developers will need to
be commercially licensed.

コンサルタント会社が職務著作では無く自社で所有し複数のクライアントにライセンスを許諾する製品を開発する場合、ク
ライアントが追加開発を行わないという前提であれば、その開発に従事した開発者数分の独自のライセンスを持っている
だけで良い。クライアントまたは第三者が追加開発を行っている場合には、それらの開発者は、商用ライセンスが必要に
なります。

Note that if the product is a software/application builder, UI designer, or developer tool, a standard
commercial license is not sufficient and an OEM agreement must be obtained.

開発される製品がソフトウェア/アプリケーションビルダ、UIデザイナ、または開発ツールである場合には、標準の商業用ラ
イセンスでは不十分であり、OEM契約の締結が必要であることに注意してください。

If you have any questions regarding licensing as it relates to work for hire, please contact Sencha at
licensing@sencha.com.

職務著作に関連するライセンスについてのご質問がございましたら、licensing@sencha.com宛てSenchaまでご連絡くださ
い。

Examples 適用例

Consultant develops an application for Client using Ext JS.  Three developers are on the project.  Consultant
has 10 licenses and client has none.  Client should acquire 3 licenses upon the transfer of the application to
the Client, or Consultant can assign 3 of their 10 licenses to Client (must advise Sencha of assignment).

コンサルタントは、Ext JSを使用するクライアント用のアプリケーションを開発しています。三人の開発者がプロジェクトに
従事しています。
コンサルタントは10ライセンスを持っており、クライアントはライセンスを持っていません。クライアントは、アプリケーション
の受領時に3ライセンスを取得する必要があります、またはコンサルタントは、Sencha社への通知をすることを条件に、ク
ライアントに彼らの10ライセンスの3つを移転することができます。

Consultant develops an application for Client using Ext JS.  Three developers are on the project.  Consultant
has no licenses and client has 3 licenses.  Client can assign the 3 licenses to the 3 developers at
Consultant.  Upon the transfer of the application to the Client, Client can reassign the licenses to its own
developers or leave them with Consultant, depending on who will maintain the application.

コンサルタントは、Ext JSを使用するクライアント用アプリケーションを開発しています。三人の開発者がプロジェクトに従
事しています。コンサルタントはライセンスを持っておらず、クライアントは3ライセンスを持っています。
クライアントはコンサルタントの三人の開発者に3ライセンスを割り当てることができます。クライアントへのアプリケーショ
ンの納品時には、誰がアプリケーションのメンテをするかに応じて、クライアントは自社の開発者にライセンスを再割り当て
することができたり、コンサルタントにそれらを残すことができます。

Consultant develops an application for Client using Ext JS.  Three developers are on the project.  Consultant
has no licenses and client has none.  If neither party acquires licenses before development starts, the
project will be presumed open source (GPLv3), requiring the release of source code, and cannot later be
converted to commercial.

コンサルタントは、Ext JSを使用するクライアント用アプリケーションを開発しています。三人の開発者がプロジェクトに従
事しています。コンサルタントはライセンスを持っておらず、クライアントも持っていません。
開発開始前にどちらもライセンスを取得していない場合、その開発プロジェクトはオープンソース（GPLv3の）による開発と
みなされ、ソースコードの公開を必要とし、その後に商用ライセンスへ変換することはできません。

Consultant develops an application using Ext JS to be licensed to many Clients.  Three developers are on
the project.  Consultant should have 3 commercial licenses.

コンサルタントは多くのクライアントにライセンス許諾するアプリケーションをExt JSを使用して開発しています。三人の開
発者がプロジェクトに従事しています。コンサルタントは3つの商用ライセンスを持つ必要があります。
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