
コンピューティング・サービス契約書

本契約は、（　）年（　）月（　）日、（　）法に基づいて及びその効力によって設立され現存する法人で、その
主たる営業所を（　）に有する（　）（本契約中にて以下「ＡＢＣ」と称する）と、（　）法に基づいて及びその
効力によって設立され現存する法人で、その主たる営業所を（　）に有する（　）（本契約中にて以下「ＸＹＺ」
と称する）との間で締結され、以下のことを証する。
ＡＢＣは、ＡＢＣ情報ネットワーク、並びにローカル及び遠隔のコンピュータ・サービスを遂行するのに適した特
定のコンピュータ・プログラムから成る専有コンピュータ・オペレーティング・システム、並びにＡＢＣ情報サー
ビスの提供において使用される関連コンピュータ・ソフトウエア（本契約中にて以下「オペレーティング・システ
ム」及び「アプリケーション・ライブラリ」と称する）を開発し、その所有者であり、
ＡＢＣは、ＡＢＣ情報サービスに関する特定の登録商標の登録された所有者であり、
ＸＹＺは、その顧客に対してＡＢＣ情報サービスを市場開拓することを希望しており、並びに
ＡＢＣとＸＹＺは、本契約と同日付の標準ソフトウエア・ライセンス及び技術サービス契約を締結した。かかる契
約において、ＸＹＺがＡＢＣのライセンシーとして、自己のコンピュータを利用して（　）内の地域における情報
サービスの使用及び市場開拓を行うための協力関係が樹立された。
よって以下のとおり合意された。

第１条　定義
本契約において使用されている用語には、以下の定義が各々適用されるものとする。
ａ）オペレーティング・システム
ＡＢＣ情報により遠隔コンピュータ・サービスを提供するために使用される、ＡＢＣが専有する、既存の及び将来
開発されるソフトウエア・システム。この定義には、（　）が含まれる。この定義からは特に以下のｂ）号に定義
されるコンピュータ・プログラムが除外される。
ｂ）アプリケーション・ライブラリ
オペレーティング・システムと結合してＡＢＣ情報により使用され、ＡＢＣ情報のすべての顧客の使用に供される
、既存の及び将来開発されるコンピュータ・アプリケーション・プログラムのライブラリ。このライブラリには、
第三者が所有権を有し、現在又は将来有効な特別な契約に従ってＡＢＣに実施許諾されたプレミアム・アプリケー
ション製品及びソフトウエアが含まれる。現行のプレミアム製品のリストは、本契約の付属書Ａに記載される。
ｃ）ＡＢＣ情報サービス
ＡＢＣ情報サービスは、以下に掲げる項目の全体又は一部を包含する。
i)（　）内においてＡＢＣの自社のコンピュータに設置されたＡＢＣ情報ネットワーク、オペレーティング・シス
テム及びアプリケーション・ライブラリ。但し、以下のｅ）号に定義する契約地域においてアプリケーション・ラ
イブラリを提供する権利及び実施権をＡＢＣが有することを前提とする。
ii)ＡＢＣ情報サービスのマーケティング及び使用に関連して実施されるコンサルティング、プログラミング及び
その他のサービス。
ｄ）遠隔通信集信機（ＲＣＣ）
遠隔端末がＡＢＣ情報サービスにアクセスするための統計的多重送信のアドバンス・エラー制御及びターミナル・
インターフェースを提供するＡＢＣの仕様に従って構築されるプログラミングが可能なデータ処理装置。

ｅ）契約地域
本契約の開始時の（　）の地理的境界内且つ（　）が主権を有する地域。
ｆ）ＡＢＣ情報ネットワーク
ＡＢＣ情報ネットワークは、通信とデータ処理用のハードウエア及びソフトウエア・システムから成る遠隔通信網
であり、データ端末によっていかなる場所からアクセスされた場合でも、データを登録、記憶、処理、分析し、ま
た、データを単数若しくは複数の端末設置場所に送信するために使用される。
ｇ）通常の顧客支援サービス
情報ネットワークとの通信アクセス、データ登録、データ処理及びデータ検索に関連する事項についてのユーザー
への援助から成る妥当な水準のサービスを包含している顧客へ無料で提供される一般に利用可能なサービス。通常
の顧客支援サービスは、顧客が最上の方法で情報サービスを利用することを保証するため顧客と相互作用する継続
的過程である。
ｈ）グループ
グループは、以下に掲げるＸＹＺの株主の（　）社で構成されている。
**ＸＹＺに投資している会社（アルファベット順）
（　）
（　）
（　）
ｉ）発効日
本契約が発効する日。発効日は、ＡＢＣがＸＹＺから、必要とされるすべての（　）の関係当局の認可が得られた
との書面による通知を受領してから（　）日後か又は本契約を両当事者が締結した日かの、いずれか遅い日に開始
するものとする。

第２条　情報のマーケティング及び商標権の付与
１．ＡＢＣは、ＸＹＺに対し、法の許す限りにおいて契約地域内においてその顧客に対しＡＢＣ情報サービスを市
場開拓する譲渡不能の独占的権利を付与することに同意し、本契約によりこれを付与し、更にＡＢＣは、ＸＹＺに
対し、（　）年（　）月（　）日に（　）において登録された登録番号（　）の商標「（　）」（本契約中にて以
下「契約商標」と称する）を、法の許す限りにおいて契約地域内で使用する譲渡不能の独占的権利及び権限を付与
する。本条に従って付与された実施権、権利及び権限は、ＸＹＺが本契約の条件に従って積極的にＡＢＣ情報サー
ビスを市場開拓し、利用する限りにおいて継続するものとする。
２．ＸＹＺは、ＡＢＣ情報サービスの提供に関してのみ契約商標を使用するものとし、本契約が有効な限りにおい
て契約商標の価値及び有効性を維持するべく最善の努力をするものとする。ＸＹＺは、契約地域及びその他の地域
において契約商標に対するＡＢＣの権原、並びに商標登録における所有者としてのＡＢＣの登録の有効性を承認す
る。ＸＹＺは、本契約に従ってそれを使用したという理由により、契約商標に対する所有権又は同様の権利を主張
しないものとする。

３．ＸＹＺは、誤認又は混乱を招くような、契約商標に類似又は酷似する他のいかなる商標もその営業において使
用しないものとする。
４．本契約に基づき、契約地域内においてＸＹＺが販売するＡＢＣ情報サービス及びプログラム製品の価格は、Ａ
ＢＣの承認付きでＸＹＺが設定する。両当事者は、利益及び（　）の市場における競争力を最大限にするよう十分
考慮し設定価格を決定するよう意図している。本契約に規定される方針において設定された価格について、ＡＢＣ
は、不当に不可としない。両当事者は、競争力に関する圧力が、ＡＢＣ情報サービスの（　）での提供価格を決定
する上で大きな要因になることを相互に認識している。価格又は価格変更の承認は、ＡＢＣがＸＹＺから価格に関
する通知を受領してから（　）週間以内に回答しない限り、ＡＢＣに承認されたものとみなされる。



第３条　ＡＢＣの義務
１．ＡＢＣは、ＸＹＺ及びＸＹＺの顧客がＡＢＣ情報サービスを利用できるように、（　）又はその周辺にある通
信のゲートウェイ・ポイントから（　）のＡＢＣ情報サービスへのアクセスを提供する。これには、ＡＢＣのコン
ピュータ資産の使用及び（　）のＡＢＣ情報サービスの使用の費用が含まれる。
２．ＡＢＣは、ＸＹＺがＲＣＣ及びその他の通信用ハードウエアを設置した日から（　）日以内に、契約地域にお
けるＲＣＣソフトウエアの使用に関する初回の設置、検査及び準備を、ＸＹＺに対し無料で行うものとする。ＡＢ
Ｃは、ＲＣＣソフトウエアの設置から（　）日以内に、ＸＹＺ及びＸＹＺの顧客が契約地域においてＡＢＣ情報サ
ービスにアクセスし、それを利用できることを確認するものとする。
３．ＡＢＣは、ＸＹＺ及びＸＹＺの顧客を、ＡＢＣ及び（　）におけるＡＢＣの顧客から区別しないものとし、（
　）において確立されたサービスと実質的に同様の水準のサービスを契約地域においても提供するものとする。
４．本契約開始時におけるＡＢＣ情報の通常のコンピュータ操業時間は、以下の操業休止時間を除き、年間を通じ
一日24時間である。
**操業休止時間；毎週（　）曜日については（　）現地時間で（　）時より（　）時迄**

５．ＡＢＣは、オペレーティング・システムにおける通信用ソフトウエアを、契約地域に存在する特殊な条件に適
合させるために必要な、技術的なノウハウ及び情報を、追加請求なしでＸＹＺに利用させることに同意する。本項
の目的のために、技術的ノウハウ及び情報という用語は、（　）更にこれらを支援するドキュメンテーション等の
ような、但しこれに限定しないが、通信用ソフトウエアに関して必要とされるすべての資料を意味すると解釈され
るものとする。人員にかかった旅費、食費及び宿泊費は、ＸＹＺの負担とする。ＸＹＺは、本規定に基づきＸＹＺ
が修正したすべての通信用ソフトウエアの保守についてその責を負うものとする。ＸＹＺから要請のあった場合に
は、ＡＢＣは、第13条－専門的サービスの規定に従った特定の保守合意事項に基づき、かかる修正ソフトウエアの
保守を行うことに同意する。両者は特に、ＸＹＺの人員が（　）においてＡＢＣの人員の監督の下で（　）機能を
付加することに合意する。ＸＹＺの人員の旅費、食費及び宿泊費は、ＸＹＺの負担とする。

６．訓練
ＡＢＣは、以下のいずれかひとつの方法によりＸＹＺの人員の訓練を提供する。
ａ）ＸＹＺから書面による要請があった場合には、ＡＢＣは、ＡＢＣ情報がその人員のために（　）において定期
的に実施する、付属書Ｄ記載の次回利用可能な訓練クラスに参加させることにより、ＸＹＺの人員に訓練を提供す
る。ＸＹＺの人員の参加人数は、各訓練クラスにつき（　）名を超えないものとする。かかる訓練は、主に（　）
又はその周辺で英語で実施される。本契約において提供される訓練は、ＸＹＺに対する追加料金の請求なしでＸＹ
Ｚに提供されるものとする。ＸＹＺの人員にかかった旅費、食費及び宿泊費は、ＸＹＺの負担とする。
ｂ）ＡＢＣは、訓練スケジュールをＸＹＺに配布し、ＸＹＺの書面による要請があれば、ＡＢＣ主催で第三者によ
り実施されているセミナーや特別訓練クラスにＸＹＺの人員が参加できるように手配する。かかる訓練に関連した
すべての費用は、ＸＹＺの負担とする。
ｃ）ＸＹＺからの要請により、及び第13条－専門的サービスの規定に従って、ＡＢＣは、オペレーティング・シス
テム又はアプリケーション・ライブラリの使用につきＸＹＺの人員に対して特別な訓練を提供する。

７．ドキュメンテーション
ＡＢＣは、ユーザー・ドキュメンテーション、並びにＲＣＣソフトウエアの発売に伴う既存の及び将来のドキュメ
ンテーション、並びに本契約付属書Ｃに記載の、ＡＢＣ情報サービスのマーケティングにおいて使用するための適
切なマニュアル及び情報資料を（　）部づつＦ．Ｏ．Ｂ．（　）にて無償でＸＹＺに引渡し、追加部数は、出荷時
に（　）で有効な標準販売価格で引渡すことに同意する。ＸＹＺは、自己費用負担において、本契約に基づき提供
された情報ユーザー・ドキュメンテーションのコピーを、いかなる言語にでも印刷することができるが、但し、す
べての当該コピーは、ＡＢＣから提供されたオリジナルに含まれる著作権表示を付すものとし、更に、すべてのコ
ピーには以下の文が人目につくよう表示されなければならない。
「オペレーティング・システムは、（　）の（　）の独占的財産です。」
ＡＢＣから提供されたドキュメンテーションについてＸＹＺが行ったあらゆる翻訳は、ＸＹＺの財産であり、ＸＹ
Ｚは、翻訳の正確さ及び完成度につき単独でその責を負う。ＸＹＺは、契約地域以外においてかかる翻訳文書を使
用する永久的、独占的実施権をＡＢＣに付与することに同意し、本契約によりこれを付与する。かかる独占的実施
権に関するＸＹＺへのロイヤルティは、かかる翻訳文書についてＡＢＣが顧客に対して請求するプレミアム料金の
（　）パーセントとする。プレミアム料金とは、ＡＢＣの（　）販売価格を超過する料金と定義され、ＸＹＺがよ
り低いプレミアム料金を承諾しない限り、標準価格の（　）パーセントを下回らないものとする。ＡＢＣが使用す
るためのかかる翻訳文書の印刷は、ＡＢＣの費用負担とする。ＸＹＺは、まずＡＢＣの書面による承諾を得ない限
り、マニュアル又はドキュメンテーションの改訂を行わないものとする。

８．販売促進及び広告資料
ａ）ＸＹＺは、契約地域内におけるＡＢＣ情報サービスの使用を促進するために標準の販売促進及び広告資料を使
用することができる。かかるすべての資料は、正確であり専門的な性質のものとする。ＡＢＣは、技術的内容の正
しさを確保するために頒布前にすべての広告資料を承認する権利を有する。ＸＹＺは、すべての販売促進及び広告
資料のコピーを頒布前に書留郵便にてＡＢＣに提出するものとする。配達日より（　）営業日が経過してもＡＢＣ
から何ら回答がない場合には、提出された資料は受諾されたものとみなすものとする。ＸＹＺが使用を意図する契
約商標のすべての表示は、そのデザイン、色及びその他の詳細の承認を取得するためにＡＢＣにまず提出されるか
、或いはＡＢＣが使用している当該商標の正確なコピー又は表示であるものとする。ＸＹＺは、ＡＢＣが所有若し
くは使用するすべての商標に、それがＡＢＣの商標であること及びＸＹＺは、その実施許諾された使用者であるこ
とを示す言葉又はシンボルを併記するものとする。
ｂ）ＡＢＣは、ＸＹＺが多国籍の顧客を獲得するために役立つマーケティング情報を利用可能であるよう、これを
提供する。
ｃ）ＡＢＣは、遠隔コンピューティングの市場動向、競合者の戦略、取引環境及びマーケティング経験に関して、
ＸＹＺとＡＢＣの関連会社、子会社及びライセンシーとの間で情報交換ができるように手配すべく最善の努力する
。
９．専用ユーザーＩＤ
ＡＢＣは、独自の裁量により、デモンストレーション、マーケティング及び訓練を目的とするＸＹＺによるＡＢＣ
情報サービスの妥当な社内使用のために、無償で専用ユーザーＩＤを提供する。

10．保守
ＡＢＣは、オペレーティング・システム及びアプリケーション・ライブラリの保守につきその責を負うものとする
。オペレーティング・システム及びアプリケーション・ライブラリのソフトウエアの問題の訂正、もしあれば改良
及び改善を含む保守の費用は、ＡＢＣの費用負担とする。ＡＢＣは、ＸＹＺが提出するソフトウエアの問題に関す
る報告書を、ＡＢＣの標準的な手続に従って妥当な限り速やかに見直し、ＸＹＺが当該問題を回避するのにとるべ
き必要な措置をＸＹＺに助言することに同意する。更に、ＸＹＺが問題を報告した結果、ＡＢＣが該当するソフト
ウエアを修正すると判断を下した場合には、ＡＢＣは、とるべき是正措置を決定し、該当ソフトウエアに必要な修



正をいかに編入するか計画をたて、ＸＹＺにかかる決定を通知すると同時に、必要であればその行動計画を知らせ
るものとする。ＸＹＺが報告した問題がＸＹＺの事業に影響を与えるほど重大な性質のものである場合、ＡＢＣは
、かかる問題を最優先で修正することに同意する。
ＡＢＣは、ＡＢＣ情報サービスに関するソフトウエアの開発又は改良につき継続的にＸＹＺに通知することに同意
する。ＡＢＣは、ＸＹＺから提出されたすべてのソフトウエア改良要請を、本契約における付属書Ｅに含まれるＡ
ＢＣの情報標準手続きに基づき見直すことに同意する。ＡＢＣは、当該ソフトウエアに改良を編入するか否かを、
またその時機を決定し、かかる決定をＸＹＺに通知する権利を留保する。ＡＢＣは、ＸＹＺがＡＢＣ情報サービス
の提供において利用する、ハードウエア販売業者や通信関係当局との交渉の中で遭遇した困難を解消するために、
持てる方策が妥当に許容する限りにおいて、ＸＹＺを支援することに最善を尽くすものとする。ＸＹＺからの要請
があれば、ＡＢＣが一般的に行っている保守責任の範囲外であっても、契約地域内でＡＢＣ情報サービスを提供す
るために必要なソフトウエアの変更及び修正に関する特殊な要請を見直し、また、かかる変更及び修正を実施する
のに必要な時間及び作業を見積り、第13条－専門的サービスの規定に従って相互に合意したかかる変更及び修正を
実行することに同意する。

11．ＸＹＺの顧客の権利
ａ）ＸＹＺの顧客は、顧客のファイルの中にあるデータ及び顧客のアプリケーション・プログラムに対する権利を
保持するものとし、顧客の専有データ及びプログラムにアクセスする絶対的権利、並びにＡＢＣ情報サービスが提
供されている場所からかかるデータ及びプログラムを除去する権利を有するものとする。
ｂ）ＡＢＣは、i)ＸＹＺの顧客のファイル、データ及びプログラムの秘密を保護し、ii)当該ファイル、データ及
びプログラムを処理サービスだけのために使用し、iii)これらへの許可のないアクセスを独自のユーザーＩＤを用
いて回避するよう最善を尽くすことに同意する。
ｃ）ＸＹＺは、安全性及び保護が適切であるかを判断するために、ＡＢＣの操作手順書を見直す権利を有するもの
とする。

第４条　ＸＹＺの義務
１．ＸＹＺは、独自の費用負担において、本契約付属書Ｆに記載されたＡＢＣが指定する通信機器及び設備を提供
し、設置する。
２．ＸＹＺは、本契約の条件に従ってＡＢＣ情報サービスを使用し、ＸＹＺの顧客にもこれを使用させるものとす
 る。
３．ＸＹＺは、第12条－多国籍にわたるサービスの10項に別途規定する場合を除き第３条の規定に基づき、ＡＢＣ
情報サービスの使用に関して並びに契約地域におけるマーケティング及び商標権に関してＸＹＺが顧客に請求する
純益（プログラミング・サービスの収益以外）の（　）パーセントに相当する金額をＡＢＣに支払うものとする。
総請求収益とは、ＡＢＣ情報サービスの提供の対価としてＸＹＺが顧客に請求する金額に相当すると定義される。
純益を算出するために、以下に相当する金銭が総請求収益から控除されるものとする。
ａ）下記の６項に従い、第三者に支払われたプレミアム・アプリケーション製品及びソフトウエアにかかる料金、
報酬又はロイヤルティ
ｂ）売上税、使用税又は同様の税金
ｃ）ＸＹＺの顧客に対して販売若しくはリースされた機器の料金
ｄ）ユーザー・ドキュメンテーションの料金
本契約に基づきＡＢＣに対し支払われる金額に適用され得る、技術移転税、売上税若しくは付加価値税、通貨輸出
税又はその他の税金は、ＸＹＺが負担するものとし、かかる支払金額から控除しないものとする。但し、（　）の
法律に従って、本契約に基づくＡＢＣの所得に課せられる源泉税がある場合には、ＡＢＣがこれを負担するものと
し、また法の要請がある場合には、ＡＢＣに対する支払金額からこれを控除するものとする。ＸＹＺは、かかる支
払がなされたことを（　）の税務当局に適切に証明する書類を、ＡＢＣに速やかに提出するものとする。本契約に
基づきＡＢＣに支払われるすべての金銭は、ＸＹＺが、i)自己の顧客への請求のためにＸＹＺが必要とするすべて
のデータ、ii)相互に合意した手続きに従ってＡＢＣに支払われる金銭に関する適正な報告書、を受領した日から
（　）日以内に、ＡＢＣより受領する毎月の指示に従い、（　）にて支払われるものとする。

４．本第４条の３項に規定に拘わらず、第１条のｈ）項に定義されるグループからの最高（　）までの毎歴年の純
益が、以下の公式に基づき、本契約に基づく収益の定義から除外されるものとする。
**ＡＢＣに対する年間支払総額
＝｛ＲＴ×（　）｝－（　）×｛ＲＭＧ÷（　）｝**
*「ＲＴ」は純益総額を意味する。*
*「ＲＭＧ」は最高額（　）迄のグループからの純益総額を意味する。*
５．ＸＹＺは、本契約で規定された全金額が、ＡＢＣに対し、支払期日に（　）で支払うことができるように適正
かつ継続的な精励さをもって、本契約の署名後速やかに、（　）の為替管理当局その他の関係当局が要求する必要
な届出及び登録の手続きを行うことに最優先の責任を有し、またＸＹＺは、かかる手続きにかかる費用を負担する
ものとする。ＸＹＺは、（　）政府から書面による認可を取得してから（　）日以内に、上記の手続きに関連する
すべての認可、承認及びその他の書類及び記録の写しをＡＢＣに送付するものとする。かかる政府の認可が（　）
年（　）月（　）日までに交付されなかった場合、両当事者は、本契約を終了するか、或いは（　）の関係当局の
最終決定までの相互に合意した日まで存続させるか否かを決定するために、誠意をもって協議することに同意する
。
６．ＸＹＺは、本契約第１条ｂ）項で定義された第三者の所有するプレミアム・アプリケーション製品及びソフト
ウエアに関するすべての料金報酬又はロイヤルティを支払う。ロイヤルティの料率は、ＡＢＣとプログラムのライ
センサーとの間で締結されたライセンス契約で規定されたものと同率とする。

第５条　保証及び責任
１．ＡＢＣは、本契約に基づきＡＢＣが提供するＡＢＣ情報サービスが、現在及び将来に（　）において提供され
るＡＢＣ情報サービスと実質的に同様のものであることを保証する。両当事者は、ＡＢＣがＸＹＺが意図し得る特
別な目的への市場性及び適合性に関する保証を含むがこれに限定されない、ＡＢＣ情報サービスに直接又は間接を
問わず関連する、他のいかなる明示の又は黙示の保証にも、拘束されないことに合意する。
２．ＡＢＣは、本契約に基づいてＡＢＣがＸＹＺに提供するドキュメンテーション、訓練、技術的ノウハウ及び情
報は、ＡＢＣが（　）で使用しているものと実質的に同様のものであることを保証する。

第６条　責任及び不可抗力
１．ＡＢＣは、ＡＢＣの過失に起因するＸＹＺ若しくはＸＹＺの顧客のデータが喪失又は破壊された場合を除き、
ＸＹＺによるＡＢＣ情報サービスのマーケティング又は使用により生じ得る、妥当な弁護士報酬を含むすべての損
失、請求、損害、責任若しくは出費について、その責を負わないものとし、ＸＹＺは、これを引受け、またＡＢＣ
、ＡＢＣの役員及び被雇用者に害を与えないようにする。かかる喪失又は破壊されたデータについて、ＡＢＣは、
ＸＹＺ又はその顧客から提供されるソース・データからデータ・ファイルを再生成するために必要な接続時間、Ｓ
ＲＵ及び記憶にかかる費用を負担する責を負うとともに、ユーザーの国際テレコミュニケーション回線の一日平均
使用料を負担するものとする。ユーザーの国際テレコミュニケーション回線の一日平均使用料とは、先行する（　
）日間の一日平均とする。いかなる場合にも、ＡＢＣは、ＡＢＣ情報サービス又は本契約において提供されるその
他のコンピュータ・ソフトウエア若しくはドキュメンテーションの提供、操業若しくは使用に関連して、或いはそ



れらに起因して生ずる、例えば見込利益の逸失、その他の経済的損失などの、これに限定されない、いかなる間接
的、偶発的、特殊、典型的若しくは派生的な損害についても、ＸＹＺに対してその責を負わないものとする。
２．本契約に別途規定のある場合を除き、いずれの当事者も、「不可抗力」を理由とする本契約に基づく義務の不
履行、または義務履行の遅延についてその責を負わないものとする。本契約に基づき用いられる「不可抗力」とい
う用語は、以下に限定されるものではないが、天変地異、政府の行為若しくは不作為、軍当局の行為若しくは不作
為、ストライキ、ロックアウト若しくはその他の産業騒動、公敵行為、戦争、封鎖、騒擾、暴動、流行病、地滑り
、地震、火災、嵐、落雷、洪水、道路等の流出、内乱、並びに影響下にある当事者の支配の及ばない且つかかる当
事者が適正な努力を行使してもなお克服不能なその他あらゆる行為若しくは不作為を意味するものとする。

第７条　専有情報及びデータ
１．オペレーティング・システム、アプリケーション・ライブラリ、並びに関連のドキュメンテーションは、ＡＢ
Ｃの専有で秘密の情報及びデータを含むことを両者は相互に合意する。ＸＹＺは、第３条８項に規定される場合又
はＡＢＣが書面により同意した場合を除き、オペレーティング・システム、アプリケーション・ライブラリ及び関
連のドキュメンテーションの全体又は一部を開示、増殖若しくは複製しないことに同意する。両当事者は、第三者
がこれらに匹敵するオペレーティング・システムを開発するのに役立つかもしれない（　）及びこれらの支援ドキ
ュメンテーション等を含むがこれに限定されない情報を、その全体又は一部に拘わらず開示若しくは複製しない意
図を持ち、これに合意する。
上記の制約は、以下の各事項には適用されないものとする。
ａ）ＸＹＺがＸＹＺで使用するために、ＡＢＣの許可を得て行う書類の複製
ｂ）第３条８項に従ったＡＢＣ情報サービスの販売促進及び広告に必要不可欠な情報の開示
ｃ）ＡＢＣが事前に書面により許可した或いはＸＹＺ側の行為によらず公有に属する情報の開示、増殖若しくは複
製
ＡＢＣ及びＸＹＺは、顧客リスト、顧客からの収益、マーケティング戦略、ビジネス・プラン及び財務情報をはじ
めとする、ＡＢＣ若しくはＸＹＺのマーケティング情報及び資料を開示しないことに合意する。

２．オペレーティング・システム、アプリケーション・ライブラリ、ＡＢＣ又はＸＹＺがそれに施したすべての改
良及び改善、並びに関連ドキュメンテーションは、常にＡＢＣの唯一且つ独占的財産とするが、但し、ＸＹＺが独
自に行った改良及び改善はこれを除外し、ＸＹＺの財産とする。本条の目的に照らし、独自に行った改良及び改善
とは、（　）で利用されている或いは利用される予定のオペレーティング・システムの必須の部分ではなく、ＡＢ
Ｃが本契約に基づく一般的保守責任に基づき保守の責任を負わない部分であると定義される。オペレーティング・
システム及びアプリケーション・ライブラリに含まれ、ＡＢＣが所有するアプリケーション・ソフトウエアについ
てＸＹＺが独自に行った修正は、ＸＹＺの財産とする。本契約が満了又は終了した場合には、オペレーティング・
システム及びアプリケーション・ライブラリ、ＸＹＺが所有していないすべてのそれへの改良及び改善、並びに関
連ドキュメンテーションを含むすべてのコピーは、ＡＢＣの選択により、ＡＢＣの費用負担でＡＢＣに返却される
か、或いはＸＹＺが破棄してかかる破棄が行われたことをＡＢＣに証明するものとする。ＸＹＺは、オペレーティ
ング・システム及びアプリケーション・ライブラリを、自社のコンピュータ・サービス又はその他の目的に、もは
や使用しないものとする。

第８条　侵害
１．ＸＹＺは、契約商標又はアプリケーション・ライブラリの所有権が第三者により侵害され若しくは侵害される
恐れがあること、或いは不正競争があること、或いは第三者による、かかる契約商標が公衆に誤認若しくは混乱を
招きがちであるとの主張やクレームがあることを知った場合、直ちにその詳細をＡＢＣに通知し、ＡＢＣが法的手
続を開始するか又は防御すると決断した場合には、すべての情報及び支援をＡＢＣに提供する。すべての当該法的
手続きは、ＡＢＣの指揮下におかれるものとし、すべての費用はＡＢＣが負担する。
２．ＸＹＺの契約商標の使用を理由として、第三者が契約地域における登録商標の侵害を主張した場合、ＡＢＣは
、かかる主張からＸＹＺを防御する。すべての当該防御は、ＡＢＣの指揮下におかれるものとし、すべての費用は
、ＡＢＣが負担する。ＸＹＺは、かかる侵害の法的手続きの防御においてＡＢＣを援助することを引き受ける。

第９条　契約期間及び終了
１．本契約は、発効日に発効するものとし、発効日から（　）カ月後か、両当事者間で締結する標準ソフトウエア
・ライセンス及び技術サービス契約において定義されるイニシャル・サービス日か、いずれか早く到来する日に終
了するものとする。
２．発効日より（　）カ月間が満了する以前に、両当事者間で締結する標準ソフトウエア・ライセンス及び技術サ
ービス契約をＸＹＺが発効させなかった場合、ＸＹＺは、本契約を更に（　）カ月延長するものとする。かかる延
長期間が満了した後、両当事者が標準ソフトウエア・ライセンス及び技術サービス契約に基づき操業していない場
合、ＸＹＺは、本契約及び標準ソフトウエア・ライセンス及び技術サービス契約を満了することを許可する選択権
を有するものとし、或いはＸＹＺは、標準ソフトウエア・ライセンス及び技術サービス契約の条件に基づきその条
件に従って情報サービスを操業し続けることを選択することができる。
３．上記２項に従って、発効日より（　）カ月後、本契約も標準ソフトウエア・ライセンス及び技術サービス契約
のいずれも有効に存続していない場合には、ＡＢＣは、その時点のＸＹＺの既存の顧客に対しサービスを続けるか
、或いは両当事者で相互に合意する当該諸条件により、かかる顧客サービスを続けることをＸＹＺに許可するかの
選択権を有するものとする。
４．相手方当事者が自発的に破産の申立てを提出し、かかる申立てが（　）日以内に取り下げられなかった場合、
或いは相手方当事者が支払不能に陥り、満期になった債務の支払ができなかった場合、或いはかかる当事者が債権
者の利益のために譲渡を行ったり自己又は自己の資産のために管財人を任命した場合、下記５項に基づく終了する
権利を条件として、いずれかの当事者は、相手方に対する書面による通知により、本契約を終了及び解除すること
ができる。

５．ＸＹＺ又はＡＢＣが本契約に基づき要求される支払いを怠った場合、いずれかの当事者は、相手方当事者に対
し、かかる不履行につき書面にて通知するものとする。ＸＹＺ又は場合によってはＡＢＣが、かかる不払いに関す
る通知を受領してから（　）日以内に、要求される支払いを行わない場合には、不履行のない当事者は、（　）日
の事前の書面による通知により、本契約、並びに本契約に基づく権利及びライセンスを終了することができる。本
項の規定は、ＸＹＺ又はＡＢＣの不払いが、資金の国外流出に関する政府の制限等の「不可抗力」が理由である場
合には適用されないものとする。「不可抗力」の期間が（　）日間継続する場合、不可抗力を主張していない当事
者は、（　）日の事前の書面による通知をもって本契約を終了することができる。
６．いずれかの当事者は、相手方当事者に本契約に基づくいずれかの義務の不履行があった場合、（　）日の事前
の書面による通知をもって本契約を終了することができる。但し、かかる（　）日の期間中に、不履行のある当事
者がその義務を果たした場合、本契約はかかる通知がなされなかったかのごとく、継続して効力を有するものとす
 る。
７．本条４項、５項、６項及び８項に基づくＸＹＺ又はＡＢＣによる終了する権利は、法の適用により、或いは衡
平法において、或いは本契約のその他の規定に基づき許可された、他の諸権利若しくは救済措置に追加されるもの
とする。
８．ＡＢＣが情報サービスをもはや（　）で提供しないと決定する場合には、ＡＢＣは、ＸＹＺに対し、実行可能
な限り速やかに、但し、いかなる場合も事前（　）カ月より遅れず通知書を送付するものとする。ＸＹＺは、情報



サービスがもはや（　）で提供されない場合には、ＡＢＣに対し（　）日の事前の書面による通知により、本契約
を終了することができる。

９．本条２項の規定にかかわらず、本契約が（　）カ月間有効であった場合、ＸＹＺは、以下の条件が満たされて
いる限り、違約罰なくして本契約を解除することができる。
ａ）ＸＹＺがＸＹＺの財務諸表に反映されるように、その情報サービスの取引に関して、継続して損益分岐点以上
の位置に到達できなかった場合。
ｂ）（　）カ月の期間の終結後（　）日以内に、ＸＹＺがＡＢＣに対し本契約を解除することを選択した旨を書面
で通知する場合。
ｃ）ＸＹＺが、一般的に容認された会計実務に従った、統一され一貫した基準で準備され、独立の公認会計士によ
り証明された財務諸表を、ＡＢＣに速やかに提出する場合。
ＡＢＣは、（　）カ月の期間の末日に、ＸＹＺが継続的に損益分岐点以上の位置に到達できなかったことに同意す
る場合、ＸＹＺに対し、その同意の旨を書面により通知し、本契約は、ＸＹＺがかかる通知を受領した日より（　
）日目に中止し終了するものとする。ＡＢＣは、ＸＹＺが継続的に損益分岐点以上の位置に到達できなかったこと
に異議のある場合、ＸＹＺに対し書面により通知をなすものとし、その後速やかにこの案件については第15条に従
った仲裁に持ち込まれるものとする。本項に従ったＡＢＣからＸＹＺへの通知は、ＡＢＣがすべての必要な財務情
報を受領してから（　）日以内に行われるものとする。

第10条　終了以後
いかに終了したかにかかわらず、本契約の終了時に、
ａ）ＡＢＣは、実行可能な限り速やかに、ＸＹＺ及びＸＹＺの顧客のデータ及びプログラムすべてを返却するもの
とする。
ｂ）ＡＢＣは、ＸＹＺの既存の顧客にサービスを提供するか、又はＸＹＺが、両当事者が相互に合意した条件に従
って自己の既存の顧客に対し引き続きサービスを提供することを許可するか、いずれかを選択する権利を有するも
のとする。ＡＢＣにより別途許可された場合を除き、オペレーティング・システム及びアプリケーション・ライブ
ラリの使用、並びにＡＢＣ情報サービスのマーケティングを中止するものとする。
ｃ）ＸＹＺは、妥当に現実的な限り速やかに、契約商標への言及すべてが削除されるように、電話帳等の出版物か
らすべての登録を除去させ、すべての便箋類、広告、販促資料及び記号を変更、除去若しくは抹消させるものとす
 る。
ｄ）ＸＹＺは、ＡＢＣが所有又は使用する商標と類似若しくは酷似し、混乱を招く恐れのある、いかなる取引様式
、商号若しくは商標をもその後使用しないものとする。
ｅ）ＸＹＺは、「私有データ」、「（　）私有データ」、「（　）私有データ」若しくは「営業秘密－極秘」の語
句が記されたり、又は押捺されている、社内使用のマニュアルすべてのコピー、並びにドキュメンテーション、書
類及び資料のすべてのコピーを、終了から（　）日以内にＡＢＣに返却するものとする。ＡＢＣが、第３条７項に
従って開発されたドキュメンテーションを、両当事者が相互に合意する条件に基づき取得することに、（　）日以
内に同意しない限り、ＸＹＺは、ＸＹＺ自身の財産を除く、かかるすべてのドキュメンテーションを破棄するもの
とする。

第11条　契約の譲渡
いずれかの当事者は、当該譲渡がその承継者、或いは実質的にその事業及び資産すべての譲受人に対するものでな
い限り、相手方当事者の書面による同意があれば、本契約、並びに本契約に含まれる権利及び利権を第三者に譲渡
することができる。但し、かかる譲渡は、本契約で規定されたそれぞれの義務をＡＢＣ及びＸＹＺから免除しない
ものとする。

第12条　多国籍サービス
１．ＸＹＺが契約地域に主たる事業利権を有する顧客を獲得し、かかる顧客が多国籍ベースで事業を営んでおり、
その契約地域外の事務所及び／又は従業員が、契約地域内に設置されたＸＹＺの情報システム上に現存する当該共
通のデータ・ベースに接続して利用する共通のデータ・ベース及び／又はプログラムにアクセスすることを希望し
ている場合には、ＡＢＣ及びＸＹＺは、ＸＹＺが契約地域外のかかるその他の顧客（本契約中にて以下、「多国籍
の顧客」と称する）に対し、ＸＹＺのシステム上のＡＢＣ情報サービスを提供する主たる責任を負うことに合意す
 る。
２．ＡＢＣ情報サービスの操業をＡＢＣが他者に譲渡、リース若しくは実施許諾していない国又は場所に所在する
、多国籍の顧客の事務所及び／又は従業員に対し、ＸＹＺがＡＢＣ情報サービスを提供する場合は常に、ＡＢＣは
、ＸＹＺからそうするよう要請があれば、通常の顧客支援サービスをＡＢＣの費用負担において提供することに同
意するが、但し、ＡＢＣがその時点で、直接の近隣において自己の顧客にかかる支援サービスを提供していること
を条件とする。
３．ＡＢＣ情報サービスの操業をＡＢＣが他者に譲渡、リース若しくは実施許諾している国又は場所に所在する、
多国籍の顧客の事務所及び／又は従業員に対し、ＸＹＺがＡＢＣ情報サービスを提供する場合は常に、ＡＢＣは、
ＸＹＺとＡＢＣの譲受人、レッシー若しくはライセンシー（本契約中にて以下、「ホスト・レッシー」と称する）
との間で、ホスト・レッシーに以下の４項及び５項の規定されるものと同条件にて通常の顧客支援サービスを提供
することを要求する契約が成立するよう誠実に努力をすることに同意する。
４．上記２項で特に規定される場合を除き、多国籍の顧客を受け入れたことから生ずるすべての費用は、ＸＹＺの
負担とする。
５．ＸＹＺは、多国籍の顧客にＡＢＣ情報サービスを提供する場合は常に、契約地域外の当該収入源から生ずるす
べての総収益について、個別に記録を保持することに同意し、更に、ＡＢＣ（場合によってはホスト・レッシー）
に対し、ＡＢＣ（又はホスト・レッシー）が通常の顧客支援サービスを提供した地域のすべての当該収益の（　）
パーセントを支払うことに同意する。

６．ＸＹＺは、契約地域外の多国籍の顧客の事務所及び／又は従業員に対してＡＢＣ情報サービスを提供する場合
は常に、ＡＢＣ情報システムへのアクセスに関して、特別のＩＤナンバーを割り当て、かかる事務所及び／又は従
業員にかかるＩＤナンバーを利用することを要求するものとする。
７．ＡＢＣ（又はホスト・レッシー、但し、かかるホスト・レッシーが３項に基づき通常の顧客支援サービスを提
供することに同意した場合）が契約地域外に主たる事業利権を有する顧客を獲得し、かかる顧客が多国籍ベースで
操業し、その契約地域内の事務所及び／又は従業員が、契約地域外に設置されたＡＢＣ（又はホスト・レッシー）
の情報システム上に現存する当該共通のデータ・ベースに接続して利用する共通のデータ・ベース及び／又はプロ
グラムにアクセスすることを希望している場合には、１項から６項の規定を準用するものとする。
８．ＡＢＣ及びＸＹＺは、かかる多国籍の顧客がそれぞれのＡＢＣ情報システムを使用することから生ずる収益を
、多国籍の顧客に関する取引高又はその他の値引きに適用することを目的として結合しないことに同意する。
９．ＸＹＺの要請がある場合には、ＸＹＺの費用負担において、ＡＢＣは、ＸＹＺが本契約に基づく通常の顧客支
援サービスの提供により収入を得る権利を有する、ＡＢＣ情報サービスの提供事業体について監査を行うことに同
意する。ＡＢＣは、その監査の結果報告をＸＹＺに提出する。
10．ＸＹＺが上記５項の規定に従って通常の顧客支援サービスからの収益の（　）パーセントをＡＢＣ又はホスト
・レッシーに対して支払った場合には、第４条３項に従ってかかる多国籍の顧客からの収益に関するＡＢＣの受取
配分は、それぞれ（　）パーセントから（　）パーセントに減額することにＡＢＣは合意する。



第13条　専門的サービス
１．技術サービス
ＡＢＣは、ＸＹＺから書面による要請がある場合には、ＡＢＣが提供したものではない新しいアプリケーション・
プログラムがオペレーティング・システム及びＸＹＺが必要とするＡＢＣ情報サービスの提供に直接関連するその
他のタスクに基づいて作動するようにその開発及び統合においてＸＹＺを支援するために、妥当な人数のＡＢＣ情
報技術人員又はその他の人員を、妥当な通知をもって提供することに同意する。これらの人員は、ＡＢＣの国際取
引における顧客に関する現行の条件に基づいて提供されるものとする。本契約開始時におけるかかる顧客に関する
料金表は本契約付属書Ｇに記載される。ＡＢＣは、人員に適用される料率から（　）パーセントの割引を差し引い
た料金で、これらの要員を提供する。
２．マーケティング・サービス
ＡＢＣは、ＸＹＺの要請がある場合には、１項で規定された条件と同条件にて、ＡＢＣ情報サービスの販売に必要
な様々な分野における、販売及びマーケティングに熟練した人員を提供することに同意する。

第14条　通知
本契約において規定される通知は、書面によりなされるものとし、料金前納の第一種の書留又は配達証明郵便にて
、下記の住所宛に、
*ＡＢＣ：
（　）宛
（　）気付
*ＸＹＺ：
（　）宛
（　）気付
或いは両当事者が書面にて指定するその他の住所又は個人宛に送達されるものとする。

第15条　仲裁
本契約から、関して若しくは関連して、或いはその違反のために両当事者間で発生したあらゆる紛争、論争、意見
の相違は、（　）年（　）月（　）日付けの（　）商事仲裁協定に従って仲裁により最終的に解決されるものとし
、本契約の各当事者はこれによって拘束されるものとする。仲裁判断は最終的なものであり、且つ両当事者を拘束
するものとする。

第16条　その他の条件
１．各当事者は、本契約を極秘に保持し、本契約の遂行に必要な場合、或いは法に従った場合を除き、相手方当事
者の同意なくしてその内容を漏洩しない。
２．本契約は、（　）の法律に準拠し、これにより解釈されるものとする。
３．ＸＹＺは、ＡＢＣ情報ネットワークを使用する本質的目的は、データ処理であり、本契約に基づき提供される
ＡＢＣの通信用設備は、かかる目的の達成に付随し且つ必要なものであることに同意する。ＸＹＺは、ＡＢＣ情報
サービス及びＡＢＣ情報ネットワークが国家の又は国際的な通信規則、法規若しくは料金率に違反して使用されな
いことを約束する。ＸＹＺは、適用規則、法規若しくは料金率を遵守するために必要な、すべての必要措置をとる
ことに同意する。
４．本契約は、両当事者により正式に署名された証書による場合を除き、改変、修正又は改訂しないものとする。

５．ＸＹＺは、契約地域におけるＡＢＣ情報サービスのマーケティングのために、販売代理店及び代行店を利用す
る権利を有するものとする。但し、ＡＢＣは、本契約に基づき、又はその他何であろうと、かかる代理店及び代行
店に対しいかなる責任も負わないものとする。ＸＹＺは、かかる任命の場合には、速やかにＡＢＣに通知するもの
とする。
６．本契約は英語及び日本語にて締結され、その各々が原本とみなされるものとする。但し、本契約両当事者は、
英語版の方が支配的な版であることに合意する。
７．ＸＹＺは、アプリケーション製品、ソフトウエア又はデータ・ベースを所有する第三者との間で、かかるアプ
リケーション製品、ソフトウエア又はデータ・ベースをＡＢＣのコンピュータに設置し、ＡＢＣ情報サービスをＸ
ＹＺが利用及びマーケティングすることを目的として、ライセンス契約を締結する権利を有するものとする。ＡＢ
Ｃは、かかるライセンス契約の締結につきＸＹＺに助力を与えるものとする。

上記の証拠として、本契約両当事者は、（　）年（　）月（　）日、本契約２通を英語及び日本語にて締結した。

ＡＢＣ：
会社名（　）
署名欄（　）
役職（　）
ＸＹＺ：
会社名（　）
署名欄（　）
役職（　）


