ソフトウェア評価用使用許諾契約書
（株）KDDI テクノロジー（以下、甲とします）は本ソフトウェア評価用使用許諾契約書に基づき本ソフトウェアの使用を許諾します。お客様（以下、乙とします）
が本ソフトウェア（プログラム、マニュアルおよび本評価使用許諾契約書を含みます）をご使用頂くにあたり、本評価使用許諾契約書にご同意頂くことを条件と
しております。
なお、お客様が本ソフトウェアをご使用された場合には、本契約書にご同意頂いたものとみなします。
第１条（定義）
本ソフトウェアとは、甲が開発し著作権を所有するプログラム及び関連資料であって、次のものを指す。
（１）「VistaFinder Mx」
（２）同マニュアル
第２条（使用条件）
甲は、乙の従業員が、乙の社内において乙の所有する機器にのみ、本ソフトウェアをインストールして使用することを許諾する。
２．乙は、本ソフトウェアを善良な管理者の注意義務をもって管理するとともに、乙の従業員以外の者が本ソフトウェアにアクセスしないよう必要な措置を
とるものとする。
第３条（使用目的及び制限）
１．本ソフトウェアの使用目的は製品評価に限るものとし、乙は、前記以外の目的で本ソフトウェアの使用はできないものとする。また、乙は、本ソフトウェ
アの複製、改変、配布及び公衆送信等を行ってはならないものとする。
２．乙は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、メッセージおよびプロセス間通信等の解析、逆コンパイル又は逆アセンブル等を行わないものとする。
３．乙は、本契約によって許諾された本ソフトウェアの使用権を、甲の事前の書面の了解なしに第三者に貸与、譲渡、再許諾又は担保に供してはなら
ないものとする。
第４条（評価目的の使用許諾）
１．甲は、本契約の有効期間中、第３条第１項に定める目的に限り、乙に対して無償で使用権を許諾する。
２．甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合は、なんらの催告なく本契約を終了させることができるものとする。
３．乙は、上記期間終了後、本ソフトウェアの使用を希望する場合には、別途甲との間で正規の使用許諾契約を締結するものとする。
第５条（返却）
乙は、本契約の終了後、直ちに甲から受領した本ソフトウェアのすべてを甲に返却すると共にインストールしたもの削除する。なお、返却に要する費用は
乙が負担するものとする。
第６条（権利の帰属）
本ソフトウェアの著作権（翻訳権、翻案権、二次的著作物に関する権利を含む）は、甲に帰属する。
２．本ソフトウェアに関して甲が保有する知的財産権、所有権、その他の権利は本契約で明確に規定されたものを除き、明示的又は黙示的を問わず
乙に許諾されないものとする。
第７条（改良発明の帰属）
乙は、本ソフトウェア及び甲から提供された秘密情報に基づき、技術の改良等を行い、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権等の知的所
有権を取得しようとする場合、その権利の帰属等について甲と事前に協議するものとする。
第８条（免責）
甲は、本ソフトウェアに関するいかなる保証もせず、本ソフトウェアを格納した記録媒体、機器及び本ソフトウェアの使用に関する一切の直接もしくは間接
的損害及び知的財産紛争について責任を負わない。本ソフトウェアを使用して作成されたデータについても同様とする。
第９条（秘密保持）
乙は、甲から受領した営業上、技術上の秘密情報を秘密に保持するものとし、甲の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならない。
第１０条（有効期間）
本契約の有効期間は、別途承諾書により規定するものとする。
２．本契約終了後も第２条第２項、第４条第３項、第５条、第６条、第７条、第８条、第１１条及び第１２条の規定については引き続き有効とする。な
お、第９条の規定に関しては本契約満了後３年間有効とする。
第１１条（合意管轄）
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第１２条（協議）
本契約に定めのない事項及び本契約に関して疑義が生じた場合は、甲乙間で誠意をもって協議するものとする。
以 上

License agreement for software evaluation
KDDI Technology Corporation (hereinafter referred to Licensor) assent using of this
software based on this license agreement for software evaluation. When the company,
designated in the Acceptace form, (hereinafter referred to Licensee) refers to use this
software (include programs, manuals and this evaluation license agreement.), it must
be done with this License agreement.
Further, when Licensee uses this software, Licensor consider that Licensee agreed to
this License agreement.
1 Definition
This software means the program developed by Licensor and possesses the copyright
and related documents and points out as follows.
(1) Software "VistaFinder Mx"
(2) Manual of the above software
2 Conditions for use
2.1

Licensor permits that only Licensee’s employees can use this software when

Licensee install Licensee’s equipment and use at Licensee’s on-site.
2.2 Licensee shall administrate this software with duties to be an appropriate
administrator and take necessary measures anyone except Licensee’s employees could
not access this software.
3 The use purpose and restriction
3.1 The use purpose of this software is limited to product evaluation for determine
whether procurement, and Licensee can't use this software for the purpose of anything
but the above. And Licensee has not to do reproduction this software, an alteration,
distribution and a public transmission, etc..
3.2 Licensee shall not to do the reverse engineering, analyze of the messages and
interprocess communications, etc., disassembling, reversing compilation.
3.3 Licensee shall not to lease, transfer and offer re-assent or security this software to
third-parties without a previous written consent of Licensor.
4 Use assent of the evaluation purpose
4.1 Licensor agrees Licensee use only the purpose of setting as during validity and the
article 3.1 of this License agreement without any charge.

4.2 When Licensee violated the obligation of this License agreement, Licensor could
make this License agreement end without any preliminary notification.
4.3 If Licensee hopes for use of this software after the above period, Licensor should
procure this software and Licensee conclude another License agreement between
Licensor and Licensee.
5 Return
Licensee shall return everything of this software which was received from Licensor
immediately after an end of this License agreement to Licensor and eliminates installed
one. Further Licensee has to pay an expense of returning.
6 Belonging of a right
6.1 A copyright of this software (including right to translate, adaptation right and
claim about derivative works) belongs to Licensor.
6.2 The intellectual property right, the ownership and other right possesses about this
software aren't assented to Licensee in spite of being specific or not except for the one
prescribed clearly by this License agreement.
7 Belonging of improvement invention
When Licensee will improve technology based on this software of the confidential
information to be offered and to acquire the intellectual property right, such as a patent,
a utility model right and a service mark right, a design right and a literary property,
Licensee shall confirm with Licensor about belonging of the right beforehand.
8 Immunity from responsibility
Licensor does not have any guarantees about this software and has not to shoulder any
responsibility about the damage and trouble of intellectual properties caused from
directly or indirectly using of equipment and this software. Furthermore, Licensor does
not guarantee about the data made by using this software.
9 Confidentiality
Licensee shall hold the confidential information received from Licensor on the business
and on the technology in confidence using the same degree of care as it normally
exercises to protect its own proprietary information, and has not to elucidate to third
parties without a previous written consent of Licensor.

10 Duration
10.1 The duration of this License agreement is specified by the Acceptance form which
designated this License agreement.
10.2 The article 2.2, the article 4.3, the article 5, the article 6, the article 7, the article
8, the article 10, the article 11, the article 12 and the article 13 of this License
agreement are effective after this License agreement termination. Further, the article 9
of theLicense agreement is effective for 3 years after this License agreement
termination.
11 Aagreement control
This License agreement shall be governed by the laws of Japan. When need of a suit has
formed about this contract, the Tokyo district court is made belonging agreement
jurisdictional court.
12 Conference
When a doubtful point has occurred to this License agreement about the matter which
has no decision and this bond, Licensor and Licensee confer sincerely.
13 Export Control Laws.
The Licensee acknowledge that certain products, software, and technical information
provided under this License agreement may be subject to export laws and regulations of
Japan and any other countries and agree that any use or transfer of such items must be
authorized by the appropriate governmental body.

Licensee shall not directly or

indirectly use, distribute, transfer or transmit any item of Information (even if
incorporated into other products, software, and technical information) in contravention
of the applicable export laws and regulations.

