
(日本語版へ/To Japanese version) 
 

Software End User License Agreement 
 
 
Product: LC-MISDK 
PLEASE READ CAREFULLY THE LICENSE AGREEMENT BELOW ("AGREEMENT") BEFORE 
DOWNLOADING, INSTALLING OR USING THIS LC-MISDK SDK  AND ITS REFERENCE 
MANUAL ("SDK"). DOWNLOADING, INSTALLING OR USING THE SDK SHALL BE DEEMED 
YOUR LAWFUL ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS BELOW. IF YOU DO NOT 
AGREE TO THEM, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SDK. 
 

 
1. Copyright and Intellectual Property Rights 

This is a license agreement and not an agreement for sale. Konica Minolta, Inc. ("Konica Minolta") owns, 
or has been licensed from other owners ("Konica Minolta Licensor"), copyrights and other intellectual 
property rights of the SDK, and any and all rights and title to the SDK and any copy made from it are 
retained by Konica Minolta or Konica Minolta Licensor. In no event shall this Agreement be deemed to 
assign any copyright and/or any intellectual property rights of the SDK from Konica Minolta or Konica 
Minolta Licensor to you. The SDK is protected by copyright laws and international treaty provisions. 
Except as expressly provided in this Agreement, no licenses are granted to you as to any copyright and/or 
any intellectual property rights of the SDK. 

 
2.  License 
(1) Subject to your compliance with this Agreement, Konica Minolta hereby grants to you a non-exclusive and 

limited license: 
(i)  to use the SDK solely for the purpose of developing application software that is used with Konica 

Minolta's measuring instruments (“Application Software”). 
(ii)  to make a third party develop the Application Software with use of the SDK, provided, however, 

that you must impose on the third party the same obligations as those imposed on you under this 
Agreement and that you represent and warrant that the third party complies with the obligations,  

(iii) to use the Application Software with Konica Minolta’s measuring instruments. 
(iv)  to duplicate the Application Software, distribute the duplications to end users of Konica Minolta’s 

measuring instruments (“End Users”) and grant to the End Users licenses to use the duplications 
with Konica Minolta’s measuring instruments, provided however, that you must assure that such 
End User has agreed to the restrictions set forth in Section 3 below.  

(2) You must attach to each of the duplications set forth in Section 1(1) (iv) a legend that Konica Minolta 
or Konica Minolta Licensor owns copyrights and other intellectual property rights of the SDK. 

(3) In addition to the duplication rights granted in Section 1(1) (iv), you may make one copy of the SDK 
only for backup purposes, 

 
3.  Restrictions 
(1) Without a prior written consent of Konica Minolta, you shall not: 

(i) use, duplicate, modify, merge, revise or enhance the SDK in any way, 
(ii) decompile, disassemble, reverse engineer or otherwise attempt to discover the SDK’s source 

code. 
(iii) make others to install and/or use the SDK by rental, lease, transfer, sub-license or any other 

method, 
(iv) place the SDK onto a server so that it is accessible via a public network,  

(2)  You agree that you will not export the SDK and the Application Software in any form in violation of 
any applicable laws and regulations regarding export control of any country. 

 

4.  Disclaimer of Warranties 



(1)  THE SDK IS PROVIDED TO YOU "AS IS" WITHOUT ANY WARRANTIES WHATSOEVER. 
KONICA MINOLTA, ITS AFFILIATE COMPANIES, THEIR DISTRIBUTORS AND KONICA 
MINOLTA LICENSORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THE SDK, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, LACK OF VIRUS, ITS 
FUNCTIONALITY OR CAPABILITY, ACCURACY OR COMPLETENESS, AND 
NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. 

(2)  IN NO EVENT WILL KONICA MINOLTA, ITS AFFILIATE COMPANIES, THEIR 
DISTRIBUTORS NOR KONICA MINOLTA LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, 
LOST DATA, OR ANY OTHER INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM USE OR INABILITY TO USE THE SDK 
OR THE APPLICATION SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR 
LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION OR ANY AND ALL OTHER 
COMMERCIAL OR OTHER DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF KONICA MINOLTA, ITS 
AFFILIATE COMPANIES, THEIR DISTRIBUTORS OR KONICA MINOLTA LICENSORS HAVE 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  

(3) IN NO EVENT SHALL KONICA MINOLTA ASSIST ANY PARTIES IN USING THE SDK. 
 
5.  Termination of Agreement 
(1) You may terminate this Agreement by destroying this SDK, the Application Software and any copies 

thereof in your possession. 
(2) Konica Minolta may terminate this Agreement at any time if you fail to comply with the terms and 

conditions of this Agreement. Upon such termination, you must immediately destroy this SDK, the 
Application Software along with any copies thereof and accompanying materials in your possession. 

 
6  Applicable laws 

This Agreement shall be interpreted, construed and governed by the laws of Japan.  
 
7.  SEVERABILITY 

In the event that any part or parts of this Agreement shall be held illegal or null and void by any court 
or administrative body of competent jurisdiction, such determination shall not effect the remaining 
parts of this Agreement and they shall remain in full force and effect as if such part or parts determined 
illegal or void had not been included. 

 
8.  U.S. Government Restricted Rights Notice 

If you are acquiring the SDK on behalf of any unit or agency of the United States Government, the 
following provisions apply. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions 
as set forth in the Rights in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 
252.227-7013, subdivision (b) (3) (ii) or subparagraph (c) (1) (ii), as appropriate. Further use, 
duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in 
FAR 52.227-19 (c) (2). 

 
 
 



(To English version) 
 

使用許諾契約書 
 
本ソフトウェア： LC-MISDK (Reference manualを含む) 
 
本ソフトウェアのインストールを開始される前にこの使用許諾契約書（以下、本契約といいます。）をよく

お読みください。お客様が本ソフトウェアのインストールを開始された場合、本契約に同意されたものと

みなされます。 
 
1. 使用許諾 
(1) お客様は、日本国内において、本ソフトウェアを用いて、コニカミノルタ株式会社（以下コニカミノル

タといいます。）のコニカミノルタの計測機器（以下、本製品といいます）用アプリケーションソフト

ウェア（当該開発にかかるアプリケーションソフトウェアを、以下本アプリケーションといいます）を

開発することができます。またお客様は、日本国内において、第三者に本ソフトウェアを用いて本アプ

リケーションを開発させることができるものとします。但し、本契約において自己が負う義務と同等の

義務を当該第三者に課し、その義務の履行につき責任を負うものとします。 

(2) お客様は、本アプリケーションを、本製品の利用のために必要な範囲で使用することができるとともに、

本アプリケーションを複製し、本製品を所有する第三者（以下、エンドユーザーといいます）に譲渡す

ることができます。 

(3) お客様は、エンドユーザーに、本製品の利用のために必要な範囲において、本アプリケーションの使用

を許諾することができます。但し、エンドユーザーに本契約第３条の禁止事項を義務付けるものとしま

す。 

(4)  お客様は、第(2)項の複製に加え、バックアップまたは保存用の目的に限って、本ソフトウェアを１部

複製することができます。 
 
2. 著作権及びその他の知的財産権 
(1)本ソフトウェアの著作権及びその他の知的財産権は、コニカミノルタまたはコニカミノルタに対する許

諾者が有するものであり、日本国著作権法、その他の知的財産権に関する法律及び国際条約により保護

されています。お客様は、前条(3)項に基づき複製した本アプリケーションに、本ソフトウェアの著作

権及びその他の知的財産権はコニカミノルタまたはコニカミノルタに対する許諾者が有するものであ

ることを明示するものとします。 

(2)本契約は、著作権を含む本ソフトウェアにかかるいかなる知的財産権もお客様に譲渡するものではあり

ません 
(3) 本契約に明記されている場合を除き、著作権を含む本ソフトウェアにかかるいかなる知的財産権も、お

客様に許諾するものではありません。 
 
3. 禁止事項 
(1) お客様は本契約及び法律で許されている場合を除いて、 

    (ｲ) 本ソフトウェアを使用、複製、改変、拡張、または、他のソフトウェアと統合することはできま

せん。  

    (ﾛ) お客様は、本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アッセンブル、リバースエンジニアリング又はそ

の他の方法でソースコードを解析することはできません。 
(ﾊ) お客様は、本ソフトウェアまたはその複製物を第三者にサブライセンス、譲渡、移転、レンタル、

リース又はその他の方法により使用させることはできません。 
(ﾆ) お客様は、本ソフトウェアを、ネットワークを介してアクセスできるようにサーバーに設置しては

なりません。 
(2) お客様は、輸出管理法規や規則に違反して、本ソフトウェア及び本アプリケーションを輸出しないこと

に同意いただくものとします。 



 
4. 保証及び責任の制限 
(1)コニカミノルタは、本ソフトウェアを「現状のまま」の状態で提供するものであり、本ソフトウェアに

関し、明示または黙示を問わず、第三者の権利の非侵害、商業性、特定の目的への適合性、正確性、完

全性、ウイルスの不存在、過失の不存在、その他いかなる保証も一切いたしません。 

(2)コニカミノルタは、いかなる場合であっても、本ソフトウェアの使用及び本アプリケーションの開発に

関して、お客様、エンドユーザーをサポートする義務を負いません。 

(3)コニカミノルタは、法律上許容される最大限において、お客様による本ソフトウェアの使用もしくは使

用不能またはお客様もしくはエンドユーザーによる本アプリケーションの使用もしくは使用不能から

生ずる直接的または間接的ないかなる損失、損害等（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失ま

たはその他の金銭的被害を含むがこれらに限定されない）に対して、一切責任を負わないものとします。

たとえコニカミノルタ、または、コニカミノルタに対する許諾者がかかる損害の可能性について知らさ

れていたとしても同様です。 
 
5. 契約の終了 
(1) お客様は、本ソフトウェア及び本アプリケーション並びにこれらの複製物を全て破棄することにより、

本契約を終了させることができます。 
(2) お客様が本契約に違反した場合、コニカミノルタは本契約を解約することができます。その場合、お客

様は、本ソフトウェア及び本アプリケーション並びにこれらの複製物を全て破棄することに同意するも

のとします。 
 
6. 準拠法 
本契約は、日本国法に基づき解釈されるものとします。 
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