
マイクロソフト認定トレーナー プログラム契約  
 

このマイクロソフト認定トレーナー (以下「MCT」) プログラム契約 (以下「MCT 契約」) は、マイクロソフト

認定トレーナー プログラム (以下「MCT プログラム」) への参加に関する、マイクロソフト (以下「甲」) と
個人 (以下「乙」) との間で締結される法的文書です。本 MCT 契約書をよく読んでください。MCT プログ

ラムに登録して参加するには、本 MCT 契約の条項に同意することが求められます。乙は、下の [同意

する] を選択することにより、本契約、プログラム ガイド、およびプログラム WEB サイトに従う義務を負

うことに同意されるものとします。プログラム ガイドおよびプログラム WEB サイトは、本契約に組み込

まれ、本契約の一部を構成するものとします。乙は、MCT プログラムに参加する前に、本契約に同意

する必要があります。同意しない場合は、[同意する] をクリックしないでください。 
 
本契約は、乙が MCT プログラムに同意したことを示す確認書を甲が乙に提供した日 (以下「発効日」) 
をもって有効となります。 
 

契約 
 
1. 定義。ここで別途定義されていない限り、本 MCT 契約の条項は、マイクロソフト認定プロフェッショ

ナル (以下「MCP」) 契約で定義されている用語と同じ意味を持つものとします。以下に追加項目を示し

ます。 
 
1.1. アクセス コードとは、Microsoft Lab Online (マイクロソフト ラボ オンライン) に関連したトレーニン

グ セッションを指導する MCT が、指定されたマイクロソフト Web サイトで引き替えることで、特定

の Microsoft Lab Online 1 つに対する期間限定のオンライン アクセス権を取得できる一意のコー

ドをいいます。 
 

1.2. 正規カスタマーとは、ラーニング パートナー、IT アカデミー メンバー、およびマイクロソフトにより

書面で認可されているその他の法人をいいます。 
 

1.3. 指導分野とは、MCT が特定のマイクロソフト コースウェア タイトルを指導するにあたって満たす

必要のある要件をいいます。 
 

1.4. IT アカデミーとは、現在マイクロソフト IT アカデミー MCT プログラムのメンバーである正式認定教

育機関をいいます。 
 
1.5. ラーニング パートナーとは、現在、MPN プログラムの下で有効なラーニング コンピテンシーのス

テータスを保持しているシルバーまたはゴールド レベルの優良な MPN メンバー、および MPN プ
ログラム契約で事業所として関連付けられている関連会社をいいます。 

 
1.6. マイクロソフトとは、本 MCT 契約の第 14.8 項で特定されているマイクロソフト法人をいいます。 

 
1.7. マイクロソフト認定パートナーとは、arvato distribution GmbH をいいます。 
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1.8. マイクロソフト認定トレーナー (MCT) とは、特定のマイクロソフト テクノロジを指導する能力を持ち、

マイクロソフト コースウェアを使用してインストラクターによるトレーニングを提供するための指導

技術と技能資格を保持する、マイクロソフト認定プログラムの下で現在マイクロソフト認定トレー

ナー プログラムのメンバーである個人をいいます。 
 

1.9. マイクロソフト コースウェアとは、マイクロソフトのサービス、ソフトウェア、またはテクノロジについ

て個人を指導する、マイクロソフトによって認可された、インストラクターによるマイクロソフト ブラ

ンドのトレーニング コースをいいます。 
 
1.10. Microsoft Labs Online (マイクロソフト ラボ オンライン)(以下「MLO」) とは、特定の MOC タイトルに

関連するマイクロソフト オンライン仮想ラボ環境をいいます。 
 
1.11. マイクロソフト オフィシャル コース (MOC) とは、オフィシャル マイクロソフト ラーニング プロダクト 

インストラクター指導式コースウェア (これを「マイクロソフト オフィシャル コース」ということもあり

ます) の受講者キット版をいいます。厳密には、ハンズオン ラボ 、MLO、First Look Clinic、
Microsoft Press の書籍、トレーナー キット、および仮想環境コンポーネントは MOC には含まれま

せん。 
 

1.12. Microsoft Partner Network (MPN) は、Microsoft Partner Network プログラムをいいます。 
 

1.13. 非公開トレーニング セッションとは、事前に設定された学習目標を指導するために、企業カスタ

マーを対象として、Microsoft Partner Network メンバーによって、マイクロソフト コースウェアを使

用して実施される、インストラクターによるトレーニング クラスをいいます。これらのクラスは一般

の人々に宣伝または販売促進されることはなく、クラスへの出席は企業カスタマーによって雇用

または契約された個人に制限されます。 
 
1.14. 公開トレーニング セッションとは、一般の人々を対象として、正規カスタマーによって、マイクロソ

フト コースウェアを使用して実施される、インストラクターによる公開トレーニング クラスをいいま

す。これらのクラスは、マーケティング資料またはインターネットを通じて宣伝される場合があり、

受講者として 1 つまたは複数の組織が参加するものや特定の企業や組織に属さない個人が参

加するものも含まれます。 
 
1.15. 受講者とは、トレーニング セッションに出席する個人をいいます。 
 
1.16. 受講者キットとは、マイクロソフト コースウェアおよび付属教材の受講者版をいいます。 
 
1.17. トレーナー キットとは、マイクロソフト コースウェアを使用してトレーニング セッションを実施するた

めに MCT によってのみ使用されるマイクロソフト コースウェアおよび付属教材をいいます。トレー

ナー キットには、マイクロソフト コースウェア用の Microsoft PowerPoint プレゼンテーション、ト

レーナー用準備ガイド、トレーナーのトレーニング用マテリアル、教室セットアップ ガイド、講師用

メモ、およびデモンストレーション ガイドが含まれる場合があります。 
 
1.18. トレーニング セッションとは、公開トレーニング セッション、非公開トレーニング セッション、および

仮想トレーニング セッションをいいます。 
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1.19. 乙は、本 MCT 契約に記載されている資格要件を満たし、甲によって MCT プログラムへの参加が

同意され、本 MCT 契約の条項に同意した個人を指します。 
 

1.20. 仮想環境とは、正規トレーニング セッションを実施するときにのみ使用するマイクロソフト ソフト

ウェア タイトル、サポート ファイルとコンフィギュレーション ファイル、コンテンツ、およびサンプル 
アプリケーションを含む 1 つ以上のバーチャル ハード ディスク イメージで構成される仮想化され

た環境をいいます。 
 

1.21. 仮想トレーニング セッションとは、ラーニング パートナーによって提供され、インターネット経由で

受講者を対象にリアルタイムで実施される、インストラクターによるオンラインのライブ型公開登

録トレーニング クラスをいいます。 
 
2. MCT の要件。MCT 資格を取得して維持するために、本 MCT 契約の契約期間にわたって満たす必

要のある要件があります。これらの要件は、現在の MCT プログラム ガイド (以下「ガイド」) に記載され

ている責任および義務とは別に満たす必要があります。これらの要件を満たさない場合、乙は MCT プ
ログラムへの参加を終了される可能性があり、MCT プログラムの下で付与されたすべての権利は直ち

に無効にされます。 
 
2.1. MCT 認定資格の取得。MCT プログラムに参加する資格を得るには、乙は、次の要件を満たす

必要があります。 
a. 最新版のガイドで説明されている登録要件をすべて満たす。 
b. オンライン MCT プログラム申込書とすべての必要書類に記入し、甲に送信する。 
c. 現在の MCT プログラム契約で [同意する] をクリックして甲に送信することにより、本 MCT 

契約の条項および条件に同意する。 
d. 適用される MCT プログラムの費用を支払う。 
e. MCT プログラム申込書が受理されたことを知らせる通知が電子メールで甲から乙に送付さ

れます (申込書が受理されなかった場合も電子メールが乙に送付されます)。 
 
2.2. MCT プログラムの特典 

a. 乙は、MCT プログラム Web サイトに記載されている特典を受けることができます。特典は、

乙の認定資格および所在国によって異なることがあります。英語のみで提供される MCT プ
ログラム特典が含まれる場合があります。 

b. MCT プログラムの特典には、追加の条項、条件、およびラインセンスが含まれる場合があ

ります。MCT プログラム特典を使用するには、これらの追加の条項、条件、およびライセン

ス、本 MCT 契約、およびガイドを遵守する必要があります。乙は、(i) MCT プログラム特典

を使用する前にこれらの追加の条項、条件、およびライセンスに同意し、(ii) これらの追加

の条件 (下記第 2.2 項 c (Software Plus Services サブスクリプション) で説明されている場合

を除く)、本 MCT 契約、およびガイドに従って MCT プログラム特典を使用する必要がありま

す。これらの追加の条件に同意しない場合、乙は MCT プログラム特典を使用することはで

きません。 
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c. MCT Software Plus Services サブスクリプション 
i. 甲は、MCT プログラム特典の 1 つとして、MCT プログラム特典 Web サイト上で

「Software Plus Services サブスクリプション」として説明されている特典一式を乙に提供

する場合があります。MCT デベロッパー向け Developer Software Plus Services サブス

クリプションを受け取るには、乙は、マイクロソフト認定ソリューション デベロッパーまた

はマイクロソフト認定ソリューション デベロッパー資格を保有している必要があります。 
ii. ライセンスの付与。Software Plus Services サブスクリプションは、乙にユーザー単位で

ライセンスが付与されます。乙は、乙がトレーニング セッションの指導を準備する目的

でのみ、乙に所有されている最大 3 台のデバイス上に Software Plus Services サブスク

リプション (またはそのコンポーネント部分) をインストールし、使用またはアクセスでき

ます。 
iii. ライセンスに関する制限事項  

1. 乙は、以下のいずれかの状況では Software Plus Services サブスクリプション (ま
たはそのコンポーネント部分) を使用することはできません。 
• 稼動中の環境において  
• ステージング環境において、またはバックアップされていないデータを使用して  
• ソフトウェアを開発または配布する目的で、またはソフトウェア開発/テスト環

境において 
2. Software Plus Services サブスクリプション (またはそのコンポーネント部分) を教

室内または指導準備以外の目的で使用することはできません。甲によって明示

的に付与されていない Software Plus Services サブスクリプションの権利は、すべ

て甲が留保します。 
3. 乙は、Software Plus Services サブスクリプション (またはそのコンポーネント部分)、

もしくは Software Plus Services サブスクリプションを使用するためのソフトウェア 
キーまたはライセンスを共有、移転、再販、または譲渡することはできません。 

iv. プロダクト キー。Software Plus Services サブスクリプションのインストールまたはアク

セスには、キーが必要となる場合があります。乙に割り当てられたキーの使用は、

乙が責任を負うものとします。 
v. 乙は、以下の内容を認め、これに同意するものとします。 

• Software Plus Services サブスクリプション (またはそのコンポーネント部分) 
のインストールまたはアクセスに際して、上記第 2.2 項 c. ii に記載された使

用権と矛盾するライセンス条項および条件への同意を求められる場合があ

ります。 
• 上記第 2.2 項 c. ii に記載された使用権は、Software Plus Services サブスクリ

プション特典のいずれかの部分のインストールまたはアクセスを行う際に表

示される可能性のあるライセンス条項や使用条件に優先します。 
• 上記第 2.2 項 c.ii に記載されているライセンスの付与は、Software Plus 

Services サブスクリプションのいずれかのコンポーネントのインストール、使

用、またはアクセスを行うために個別のライセンス条項または使用条件への

「同意」が求められる場合でも、乙による Software Plus Services サブスクリプ

ション (およびそのコンポーネント部分) の使用を規定します。 
vi. 本契約の条件と他のライセンス条項または使用条件の間に矛盾がある場合は、本

契約の内容に関してのみ、矛盾の範囲内に限り、本契約の条件が優先して適用さ

れます。 
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2.3. マイクロソフト コースウェアとトレーナー キットの要件 
a. 乙は、ラーニング パートナーおよび IT アカデミー メンバーに対するその事業所における公開

トレーニング セッション、(ii) ラーニング パートナーに対する仮想トレーニング セッション、およ

び (ii) MPN メンバーに対するその事業所における非公開トレーニング セッションを準備およ

び指導するためにのみマイクロソフト コースウェアおよびトレーナー キットを使用できます。 
b. 乙によるマイクロソフト コースウェアおよびトレーナー キットの使用は、本 MCT 契約とガイド

の制限条件とガイドライン、およびマイクロソフト コースウェアとトレーナー キットに適用、付

属、または含まれているすべての追加の条項、条件、およびライセンスを厳密に遵守するも

のとします。乙は、マイクロソフト コースウェア タイトルまたはトレーナー キットを使用する前

に、追加の条項、条件、およびライセンスに同意する必要があります。 
c. 乙は、マイクロソフト証明書に記載されている、乙が取得したマイクロソフト認定資格および

指導分野に関連するマイクロソフト コースウェア タイトルのみを実施するものとします。 
d. 乙は、以下を含む、トレーニング キットのすべての制限事項および要件を遵守するものとし

ます。 
i. トレーナー キットは、マイクロソフト コースウェアを使用するトレーニング セッションにのみ

使用することができます。 
ii. 乙は、実施しているマイクロソフト コースウェアに関連したトレーナー キットのみ使用する

ことができます。 
iii. マイクロソフト コースウェア以外のコースの実施中またはその他の目的でトレーナー キッ

トまたはその一部を使用することはできません。 
iv. トレーナー キットを個人に配布することはできません。 

 
ラーニング パートナーは、各トレーニング セッションで指導するマイクロソフト コースウェアの受講者

キットのライセンス コピーを 1 つ提供する義務を負います。ラーニング パートナーがこの作業を実行し

ない場合、mlsecure@microsoft.com に電子メールを送信してマイクロソフトに通知してください。 
 
2.4. 補足資料。乙は、以下の条件の下で、マイクロソフト コースウェアを使用するトレーニング セッ

ションの実施に際して補足的なコンテンツ (以下「補足資料」) を追加することができます。 
a. 補足資料がマイクロソフト コースウェアと明確に区別されている。 
b. 補足資料がマイクロソフトから提供されたこと、もしくはマイクロソフトが補足資料を保証また

は推奨していることを示唆または暗示しない。 
c. 補足資料が第三者の補足資料として宣伝されている。 
d. 乙は、変更されたトレーニング セッションで使用される補足資料により、いかなる著作権、特

許、営業秘密、商標、いかなる第三者が保持している商標またはその他の財産権を侵害ま

たは悪用していないことを保証し、表明するものとします。 
e. 乙は、追加した補足資料から生じるあらゆる損害、責任、費用 (弁護士費用を含みます) に対

して甲を防御し、補償し、甲に損害を与えないことに同意します。 
 
2.5. 第三者との合意。乙は、カスタマーとの間でトレーニング セッションを準備、指導、および実施す

るための契約の条項について交渉および申し込みを行うことについてすべて責任を負います。こうした

契約は、すべて乙とカスタマーの義務であるものとします。甲は、乙またはカスタマーに対して、このよ

うな契約に起因または関連していかなる種類または性質の義務も負いません。 
 

http://download.microsoft.com/download/2/6/b/26b22e6b-a371-4ea6-9160-1e7d1399a614/mct_program-competencies_10_28_13.xlsm�
mailto:mlsecure@microsoft.com�
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2.6. 顧客満足度。乙は、すべてのトレーニング セッションの終わりに、甲が指定したトレーニング評価

システム (以下「トレーニング評価ツール」) を使用してオンライン評価を提出するよう、受講者に指示す

る必要があります。また、乙は、顧客満足度評価で平均以上を達成し、維持する必要があります。 
 
2.7.  秘密情報。乙は、契約期間中、および契約終了後 3 年間は、いかなるマイクロソフトの秘密情報

も厳重な極秘扱いにし、いかなる第三者に対しても使用または公開しないものとします。マイクロソフト

の秘密情報という用語は、甲が秘密であると指定した、または分別のある人が秘密であるものと認識

または合理的に理解する、いかなる形態のすべての非公開の情報、ノウハウ、および営業秘密を意味

します。ただし、以下に示す種類の情報は、マイクロソフトの秘密情報ではありません。(a) 本契約に違

反することなく公開されているまたは公開される情報、(b) 機密を保持する義務を伴わずに合法的に知

られていた情報、(c) 合法的に開示することができ、機密を保持する義務を伴わない別のソースから受

け取った情報。さらに、乙は甲に開示前に書面で通知し、開示に課せられるすべての保全命令 (または

それに相当するもの) に従う場合、政府または司法の要請に応じてマイクロソフトの秘密情報を開示す

ることができます。 
 

2.8. コンプライアンス 
a. 乙は、最新版の MCT 契約、ガイド、および MCT プログラムの Web サイトに掲載されたすべ

ての追加要件を本 MCT 契約の契約期間にわたって常に遵守するものとします。 
b. 乙は、マイクロソフト認定資格を取得した指導分野に関連する MOC タイトルのみを実施する

ものとします。各指導分野に関連する MOC タイトルの一覧は、マイクロソフト公認証明書に

記載されています。証明書には、認定資格のほか、乙が指導資格を有する MOC タイトルも

明記されます。 
c. 甲は、追加の条件およびライセンスのある MCT 特典、マイクロソフト コースウェア、仮想環境

コンポーネント、MLO、トレーナー キット、およびその他のコンテンツへのアクセスを乙に提供

する場合があります。乙は、MCT 特典、マイクロソフト コースウェア、仮想環境コンポーネント、

MLO、トレーナー キット、およびその他のコンテンツを使用する前に追加の条件に同意およ

び遵守する必要があり、使用することで追加の条件に同意したものと見なされます。これらの

条件に同意しない場合は、MCT 特典、マイクロソフト コースウェア、仮想環境コンポーネント、

MLO、トレーナー キット、およびその他のコンテンツを使用することはできません。 
d. 乙は、甲の書面による事前の許諾を受けることなく、マイクロソフト コースウェア、仮想環境コ

ンポーネント、MLO、トレーナー キット、およびその他のコンテンツに対して変更、配布、コ

ピー、送信、投稿、表示、公開、派生物の作成、リバース エンジニアリングを行わないものと

します。 
e. 乙は、甲または甲の被指名者が実施する可能性のある現場検査または遠隔検査あるいは

監査に参加することに同意するものとします。そのような監査または検査には以下が含まれ

る可能性がありますが、それに限定されません。乙による MCT 特典、マイクロソフト コース

ウェア、仮想環境コンポーネント、MLO、トレーナー キット、トレーニング セッション教材、受講

者名簿、およびトレーニング評価ツールの結果の使用に関する物理的な現場監査および現

場検査。 
f. 乙は、マイクロソフト認定資格または MCT プログラムの機密性、整合性、またはセキュリティ

に支障を来す可能性のある不法行為に従事しないものとします。 
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g. 乙は、MCT 特典、マイクロソフト コースウェア、仮想環境、MLO、トレーナー キットのすべての

コンポーネント、およびマイクロソフトのテクノロジとサービスに関連したその他のコンテンツ

および無体財産権の著作権侵害または不正使用を防ぐことを目的として設計された標準ま

たは要件を遵守することに同意するものとします。著作権侵害または不正行為には以下が

含まれます。 
i. 試験問題と解答、または MCT プログラムの下で取得またはアクセスされた情報およびコ

ンテンツを含む、MCT 特典、マイクロソフト コースウェア、仮想環境、MLO、トレーナー 
キット、マイクロソフト ソフトウェア、マイクロソフト認定試験に関連する情報の不正なコ

ピー、使用、または配布。 
ii. 受講生評価を含む不正なレポート。 

 
3. プライバシー 
3.1. 個人情報。乙は、甲がプログラムを運営するために乙に関する情報を収集すること、および乙が

取得した認定資格と乙の MCT プログラム アクティビティが追跡され、個人情報に関連付けられる

可能性があることを認め、これに同意するものとします。個人情報の収集方法および使用方法の

詳細については、Microsoft オンライン プライバシーに関する声明を参照してください。 
3.2. 個人情報の使用。乙は、甲がアンケートや調査への協力を依頼するために乙に連絡を取る場合

があることに同意するものとします。 
3.3. 個人情報の開示。乙は甲に対して、次の権利を付与するものとします。 

a. 乙の氏名、連絡先情報 (電子メール アドレスを含む)、雇用主の会社名、乙が取得した認定

資格、および MCT プログラムにおけるステータスを、以下の対象と共有する権利  
i. 他のマイクロソフト プログラム。乙および乙の雇用主が他のマイクロソフト プログラ

ム要件を遵守していることを確認する目的で共有する場合  
ii. マイクロソフト関連会社、マイクロソフト認定パートナー、および MCT プログラムへ

の参加に関連してマイクロソフト認定試験を実施するサード パーティ試験実施プロ

バイダーおよび試験センター  
b. 電子メール アドレスと Web サイトの URL、マイクロソフト認定資格のタイトルとステータス、お

よび乙の雇用主の会社名を含む、乙の氏名、個人情報、連絡先情報の全部または一部を乙

の MCT プログラムへの参加に関連して公開する権利  
 
4. MCT のタイトル、ロゴ、およびアクセス コード 
4.1. 付与。乙がすべての MCT プログラム要件を満たすことに成功し、本 MCT 契約およびマイクロソ

フト認定資格要件の条項と条件を継続的に遵守している場合、甲は、乙に対し、マイクロソフト 
コースウェアの準備と指導に関して、MCP 資格およびロゴ使用ガイドライン、甲から提供される該

当するアートワーク、またはその両方に従って、マイクロソフト認定トレーナー指定および MCT ロ
ゴを使用する権限を付与します。本 MCT 契約の満了または終了時、または乙の MCT プログラ

ム停止の時点で、乙が MCT 資格およびロゴを使用する権利は直ちに終了し、乙は、MCT 資格お

よび MCT ロゴの一切の使用を直ちに中止することに同意するものとします。 
 

4.2. 制限。乙は、MCP 資格およびロゴ使用ガイドラインまたは甲から提供される該当するアートワー

クに記載された以外の方法で、MCT 資格または MCT ロゴを使用または複製することはできませ

ん。乙は、MCT ロゴおよび MCT 資格に対する甲の権利を侵害することのない方法で MCT ロゴお

よび MCT 資格を使用し、MCT ロゴまたは MCT 資格に対する甲の権利を妨げ、または損なうおそ

れのある行為、または MCT ロゴおよび MCT 資格に含まれる甲の信用または営業権を損なう行

為を行ってはならないものとします。乙は、乙が提供する製品またはサービスが、甲の製品また

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/core/default.aspx�
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はサービスであるかどうかに関し混同をもたらす可能性のある方法で、MCT ロゴまたは MCT 資
格を使用してはならないものとします。 

 
4.3. 権利の帰属。本契約において明示的に付与されていない権利は、すべて甲が留保します。乙は、

MCT ロゴと MCT 資格、および関連するすべての営業権が甲に帰属し、MCT ロゴと MCT 資格に対

する権利、権原、または権益を甲が保持することを認め、これに同意するものとします。甲は、乙

による MCT 資格および MCT ロゴの使用に関連する営業権の唯一の受益者であるものとします。 
 
5. 仮想環境 
5.1. 乙は、仮想環境コンポーネントに関連するマイクロソフト コースウェア タイトルを使用する公開ト

レーニング セッションの準備および指導の目的でのみ、仮想環境およびそのコンポーネントを使

用できます。 
 

5.2. 制限。仮想環境コンポーネントには、追加の条項、条件、およびライセンスがあります。乙は、い

ずれかの仮想環境コンポーネントを使用する前に、追加の条項、条件、およびライセンスに同意

する必要があります。乙は、関連する条項、条件、およびライセンスと、本 MCT 契約およびプロ

グラム ガイドの条項と条件に明示的に定めるところにより、仮想環境コンポーネントを使用するこ

とができます。以下に関する制限は排除されません。 
a. 乙は、実施している公開トレーニング セッションの対象であるマイクロソフト コースウェア タイ

トルの教室セットアップ ガイドに掲載されている仮想環境コンポーネントのみをアクセス、イン

ストール、ダウンロード、および使用することができます。乙は、他の仮想環境コンポーネント

をアクセス、インストール、ダウンロード、または使用することはできません。 
b. 乙は、仮想環境コンポーネントを 1 つのユニットとしてのみ使用することができ、仮想環境コン

ポーネントを分離することはできません。 
c. 乙は、乙の監督の下で受講者が利用できるよう、公開トレーニング セッション期間中のみ正

規カスタマーが所有または管理する教室内のコンピューターに限り仮想環境の個別コピーを

インストールすることができます。 
d. 乙は、以下のセキュリティ要件を遵守する必要があります。 

• 甲は、仮想環境のオペレーティング システムを無効化します。当該仮想環境を受講者に

提供する前に、乙は、各仮想環境のオペレーティング システム ソフトウェア コンポーネン

トのプロダクト キーを甲から取得し、そのプロダクト キーを用いて甲のソフトウェアを有効

化します。 
• 乙は、公開トレーニング セッションに登録された受講者数よりも多い台数の教室内のコン

ピューターに仮想環境をインストールすることはできません。 
• 乙は、仮想環境およびいずれかのコンポーネントのダウンロードまたはコピーを第三者

に許可することはできません。 
• 乙は、仮想環境のインストール、使用、有効化および無効化、セキュリティに関する追加

の条項、条件、ライセンス、および甲の指示を厳格に遵守する必要があります。 
• 以下を除き、乙は、仮想環境またはいずれかのコンポーネントを変更することはできま

せん。 
 コンフィギュレーション (マウスなど) および設定について通常のエンド ユーザーが自

身のコンピューター エクスペリエンスを向上させるために行う変更を乙が行う場合  
 書面に記載されたラボ実習に必要な範囲で乙が変更を行う場合 
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5.3. 甲は、乙に提供する仮想環境、そのコンポーネント、またはマイクロソフト ラーニング ダウンロー

ド センターへのアクセスまたは使用を、理由を伴わずにいつでも停止する権利を留保します。 
 

6. MLO 
乙は、以下の要件を遵守するという条件の下で、当該 MLO に関連する MOC タイトルの準備および指

導の目的でのみ MLO を使用できます。 
a. MLO は、ラーニング パートナーのトレーニング セッション用アクセス コードに関連付けられた 

MOC タイトルの準備および指導の目的でのみ使用できます。 
b. 乙は、トレーニング セッションの開始日の 7 日前以降に、アクセス コードを引き替えることが

できます。MLO へのアクセスは、トレーニング セッションの最終日に自動的に停止されます。 
c. 有効なアクセス コードは 1 つに付き 1 回、指定された MLO に対する期間限定のオンライン 

アクセス権への引き替えを、アクセス コードに記載されている特定の Web サイトでのみ行う

ことができます。 
d. アクセス コードを引き替えるには、乙は、アクセス コード上で指定されている Web サイトのア

クティブなアカウントを保有している必要があります。乙は、MLO Web サイトにサインインする

際に電子メール アドレスとパスワードの入力を、「有効化」または MLO にアクセスする際に一

意のアクセス コードの入力を求められます。 
e. アクセス コードのいかなる販売、配布、移転も、明確に禁じられています。 
f. アクセス コードは、MLO 間または Web サイト間で移転することはできません。 
g. 失効、盗難、または紛失が生じた場合、新しいアクセス コードは付与されません。 
h. アクセス コードの換金または払い戻しは一切できません。また、いかなる方法でも改変され

た場合には無効になります。 
i. 乙は、アクセス コード、MLO Web サイト、および MLO に適用されるすべての追加のライセン

ス、条項、および条件を厳密に遵守するものとします。これらの条件に同意しない場合は、

MLO を使用することはできません。 
 

7. 業務の実施方法  
7.1. 営業慣習。乙は、以下の方法によって、MCT としての指導分野におけるすべての業務を実施す

るものとします。 
a. 甲の信用に悪影響を及ぼさない。 
b. 詐欺的行為、誤解を与えるような行為、および非倫理的な行為を避ける。 
c. 適用されるすべての法律、規制、および条例 (輸出法規制を含む) を遵守する。 
d. 著作権および他の知的財産権および所有権の保護を遵守する。 
e. 本 MCT 契約の条項および条件を遵守する。 

 
7.2. 商標の制限。本 MCT 契約に明示的に言及されている場合を除き、本 MCT 契約に定めるいかな

る事項も、乙に甲の商標、サービス マークまたはロゴを使用する権限を付与するものではありま

せん。 
 
7.3. オンライン ニュースグループへの参加。乙は、甲が提供するニュースグループ、フォーラム、掲

示板およびオンライン チャット等の MCT のコミュニケーション活動への参加は、そうしたサイトに

適用されるすべての使用条件および行動規範に従って行います。 
 
7.4. 無保証。乙は、マイクロソフト コースウェアを実施するためのすべての要件を正しく満たしている

ことが真実であり、本 MCT 契約の条項と矛盾しない形で述べる場合を除き、乙が甲に雇用され
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ている、甲と提携している、もしくは甲の保証または後援を受けている旨の広告、販売促進、また

は提案を行ってはなりません。乙は、甲を代理していかなる表明、保証または約束も行うことは

できません。本 MCT 契約の期間中、MCT として甲のソフトウェアやテクノロジに関するトレーニン

グを提供することを定めるすべての契約に、乙は次の文を挿入するものとします。 
「Microsoft は本契約に関与していません。この契約の目的であるサービスに関して 
Microsoft は一切責任または義務を負いません。「マイクロソフト認定トレーナー」という
肩書きは、特定のマイクロソフト コースウェアを実施するのに必要なスキルを反映する 
Microsoft の認定資格およびプログラムの要件を私が正しく満たしたことを示します。本
契約の下で提供されるサービスは私が一切の責任を負い、私が提供するサービスは、
Microsoft によって後援されたものではありません。」  

 
7.5. 著作権侵害対策。乙は、甲の知的財産権を保護するために、可能なあらゆる措置を講じるもの

とします。乙は、甲の知的財産権に関するいかなる形態の不正使用または侵害にも一切従事し

てはなりません。これには、甲のソフトウェア、製品、またはテクノロジの不正な複製、配布、また

は使用が含まれます。甲の知的財産の偽造、不正コピー、その他の侵害の疑いがある場合、乙

は速やかに甲 (tctips@microsoft.com または甲が随時通知する別の連絡先) に通知するものとし、

甲の調査に協力するものとします。 
 
8. MCT プログラムの変更。甲は、いつでも MCT プログラムを中止し、MCT プログラムまたはそのいか

なる側面も変更する権利 (MCT プログラムの要件および特典を変更する権利を含む) を留保します。甲

は MCT プログラムを中止する場合は 60 日前に書面で通告するものとします。これらの通告は、MCT 
プログラムの申請において乙が提供した電子メール アドレスまたは住所に送信されます。電子メール 
アドレスまたは住所に変更が生じた場合は、乙が甲に通知する責任があります。 
 
上記以外の変更はすべて MCT プログラム Web サイトに掲載されます。乙は、定期的に MCT プログラ

ム Web サイトにアクセスし、変更を確認する責任を負うものとします。変更は掲載日をもって有効とな

ります。変更はさかのぼって適用されることはありません。乙が変更に同意しない場合、MCT 契約およ

び MCT プログラムへの参加の解除が乙の唯一の救済方法となります。 
 
9. 監査。本 MCT 契約の契約期間中、および契約終了後 3 年間は、甲は、乙による声明 (乙の技術

的な知識や講義のスキル、MCT プログラム要件、本 MCT 契約、プログラム ガイド、および MCT 特典、

マイクロソフト コースウェア、仮想環境コンポーネント、MLO、トレーナー キット、その他のコンテンツに

適用、付属、または含まれるすべてのライセンスおよびその他の条項の遵守状況を含みます) を確認

するために、MCT プログラムへの乙の参加に関するすべての側面を監査する権利を留保します。監査

には、乙が指導したトレーニング セッションの受講者名簿の確認も含まれます。乙は、これらのすべて

の要件が遵守されていることを示す通常の適切な文書をすべて保管する責任を負います。乙は、監査

対象に選ばれた場合、MCT プログラム管理者から特定の情報提供を求めるオーディット レターを受領

します。乙はオーディット レターに記載の日付までに、要求された情報や書類を提供すること、甲や甲

の被指名者が実施するすべての監査に全面的に参加および協力すること、および要求されたすべて

の記録、情報、施設へのアクセスを提供することに同意するものとします。乙は、本 MCT 契約に基づき

監査を実施するために必要なすべての権利 (受講者およびカスタマーの個人情報を乙が甲と共有する

権利を含みます) を確保するものとします。上記の権利および手順を開始することにより、甲は本 MCT 
契約を行使する権利、および法律で許容された他のあらゆる手段で自身の知的財産権を保護する権

利を放棄することはないものとします。 
 

mailto:tctips@microsoft.com�
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10. 期間および終了 
10.1. 契約期間。本 MCT 契約は、発効日をもって有効となり、本 MCT 契約に従って早期に終了されな

い限り、発効日から 1 年 (以下「契約期間」) が経過すると自動的に終了します。 

10.2. 更新。本 MCT 契約は自動的に更新されません。甲は、乙の MCT プログラム メンバーシップを更

新する義務、または新しい MCT プログラムを乙と締結する義務を一切負わないものとします。正

当な理由により契約が既に終了している場合、乙は MCT プログラムに再登録することはできま

せん。 
  

10.3. 理由を伴わない終了。いずれの当事者も、正当な理由を伴わずに、30 日前までに書面で通知す

ることにより、いつでも本 MCT 契約を終了することができます。 
 

10.4. 自動終了。本 MCT 契約の期間中に MCT または MCP としてのステータスを失った場合、本 MCT 
契約は自動的に終了するものとします。 

 
10.5. 理由を伴う終了。以下の場合、甲は、その単独の裁量で、直ちに本 MCT 契約を終了することが

できます。 
a. 乙が本 MCT 契約またはプログラム ガイドの条項および条件のいずれかを遵守しない。 
b. 乙が、MCT ロゴまたは MCT 資格の使用について定めた条項を遵守しない。 
c. 乙が自身の指導におけるプレゼンテーション スキルを意図的に偽った、または要請を受けた

ときに、指導におけるプレゼンテーション スキルの証明を甲に提供しない。 
d. 乙が、トレーニング評価ツールの顧客評価、受講者評価、またはその両方を不正にレポート

する、またはトレーニング評価ツール評価の連続する 6 か月で乙の「不満足」という評価が 
10% を超えている場合。 

e. 乙が、甲の営業秘密もしくは秘密情報の不正使用または不正開示を行った場合、もしくは甲

のソフトウェア、テクノロジ、または製品の著作権を侵害した場合、もしくは甲のその他の知的

財産権を侵害した場合。 
f. 乙が、法律で禁止されている行為、または MCT 認定資格の整合性に支障を来す可能性の

ある行為を行った場合。 
g. 政府機関または裁判所がマイクロソフト コースウェアに関して乙が提供したサービスに何ら

かの瑕疵があると認めた場合。 
h. 乙が、自身の認定資格の状況もしくは甲との関係を偽った場合。 

 
遵守違反の程度によっては、MCT および MCP プログラムの認定が永久に取り消されるか、MCT およ

び MCP プログラムから脱退される場合があります。この場合、MCT および MCP 資格認定を永久に失

うことになります。資格認定要件をこのように厳格に適用する目的は資格認定要件を遵守している大

多数の MCT を保護することにあります。 
 
10.6. 終了の効果。本 MCT 契約が満了または終了したすべての場合において、MCT プログラムにお

ける乙のメンバーシップは終了し、MCT プログラムの下で乙に付与されたすべての権利は直ちに

終了するものとします。乙は直ちに以下を行う必要があります。 
a. MCT プログラムに関連するすべての行為を中止します。 
b. MCT ロゴおよび MCT 資格の使用を中止します。 
c. MCT プログラムに参加した結果として提供されたすべてのトレーナー キット、仮想環境とそ

のコンポーネント、およびすべてのコンテンツへのすべてのアクセスと使用を中止し、それら

のすべてのコピーをアンインストールおよび破棄します。 
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d. 自身を MCT プログラムへの参加者として見なすことを停止します。 
e. MOC タイトルの指導を中止します。 
f.  MCT プログラムのすべての特典の使用を中止します。 
g. マイクロソフト ラーニング ダウンロード センターおよび MCT Web サイトへのあらゆるアクセス

を中止します。 
 
要請に応じて、乙は甲に対して破棄に関する署名証明書を提供します。甲は、乙またはいかなる

第三者に対して、(a) 条件に従った本 MCT 契約の終了、(b) MCT プログラムの停止または中止、

または (c) MCT プログラムまたは MCT プログラム特典に対する変更の結果として生じるいかなる

費用または損害に関しても責任を負わないものとします。 
 
10.7. 権利および義務の放棄。乙は、ここに、本 MCT 契約の解約に事前の裁判所の承認が必要な範

囲において、適用法におけるすべての法的責任または要件を否認および放棄することに同意し

ます。 
 

10.8. 条項の存続。第 1 項「定義」および同項で定義されるすべての用語と、第 2.4 項「補足資料」(d) 
および (e)、第 2.6 項「秘密情報」、第 2.7 項「コンプライアンス」(e)、第 4.3 項「権利の帰属」、第 9 
項「監査」、第 10.6 項「終了の効果」、第 10.8 項「条項の存続」、第 11 項 「保証の排除」、第 12 
項「責任の制限」、第 13 項「補償」、および第 14 項「その他」は、本 MCT 契約の満了または終了

にかかわらず有効に存続するものとします。 
 

11. 保証の排除。本契約に規定されている場合を除き、甲は、MCT PROGRAM プログラムまたは乙の

結果に関する乙の満足度を保証しないものとします。MCT プログラム特典は、現状有姿のまま、提供さ

れた時点の状態で、いかなる種類の保証もなしに提供されます。甲およびその関連会社と納入業者は、

明示的または黙示的のいずれのものであるとを問わず、いかなる責任 (タイトル、侵害の不存在、商品

性、および特定目的に対する適合性の保証を含みます) も一切負いません。 
 
12. 責任の制限。適用される法律により認められる最大限の範囲において、いかなる場合も、甲および

その関連会社は、いかなる方法であれ本契約、MCT プログラム、または MCT プログラム特典の使用も

しくは使用できないことに起因または関連する一切の間接的、派生的、偶発的、特別、懲罰的、または

見せしめとなる損害に関して一切責任を負いません。かかる損害に対するあらゆる請求の依拠する法

理論にかかわりなく、たとえ甲がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも、かかる損害が

合理的に予見可能であるかどうかにかかわりなく、またはこの除外を適用することによりいずれかの救

済がその本質的な目的を果たせなくなるかどうかにかかわりなく、この除外は適用されます。 
 

13. 補償。乙は、以下に関連する、第三者からのあらゆる要求、請求、責任、またはその組み合わせ 
(「請求」) に対して、自身の支出で、甲の要請に応じ、甲、その関連会社、その承継者、ならびにそれぞ

れの役員、取締役、従業員、および代理人を防御し、補償し、一切の損害を与えないものとします。(a) 
MCT としての乙のサービスの販売促進、販売、実施または配布、(b) いかなる形であれ本 MCT 契約の

条件と矛盾しない方法による MCT ロゴまたは MCT 資格の乙による使用、(c) 甲による、または本 MCT 
契約の条件に従った、乙のマイクロソフト認定資格の終了、(d) 乙による任意の第三者の知的財産権

または個人の権利の侵害、悪用、または不正使用、(e) 適用される法律、規定、または規制に対する乙

の非遵守。甲がこの条項の下で乙からの補償を求める場合、甲は、甲に対して提起される請求につい

て、乙に書面で合理的な範囲で速やかに通知します。甲は、甲が選任した弁護士と共にかかる請求に

対する防御について全権を持つか、または防御を乙に付託し、甲が選任した弁護士にその防御の状
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況を監視させるかを選択することができます。甲がこのような請求に対する防御について全権を持つ

場合、乙による支払いを要する和解を行うには乙から事前に書面による承諾を得る必要があり、乙は

かかる承諾を正当な理由なく拒否しないものとします。乙は、甲が合理的に負担した費用 (弁護士費用

および請求に関する判決金または和解金を含みますが、それらに限定されません) について補償請求

を受けたときは、速やかに甲に支払うものとします。 
 
14. その他 
14.1. 通知。本  MCT 契約によって甲に対して行う必要があるすべての通知の宛先は、Microsoft 

Certified Trainer Program, Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-
6399) とします。本 MCT 契約によって乙に対して行う必要があるすべての通知の宛先は、申込

書に記載された住所とします。乙の連絡先 (電子メール アドレスおよび住所) に関して常に最新

の情報を提供するのは、乙の責任です。 
 
14.2. 可分性。管轄裁判所において本契約の規定が不正、無効、または執行不可能と認められた場合

でも、それ以外の規定は引き続き有効に適用されるものとします。 
 
14.3. 権利放棄の否認。甲による権利または請求権の行使が遅れた場合または行使しなかった場合

に、その権利または請求権、あるいは他の権利または請求権が放棄されることはありません。 
 

14.4. 専属の否認。MCT プログラムへの乙の参加は任意です。本契約のいかなる内容も、マイクロソフ

ト以外のテクノロジの指導、サポート、販売促進、配布、または使用を制限することはありません。 
 

14.5. 輸出の制限。乙は、マイクロソフト製品およびソフトウェアがアメリカ合衆国起源のものであること

を了解します。乙は、これらの製品に適用される米国内外のすべての適用法 (合衆国輸出管理

規則 (U.S. Export Administration Regulations)、ならびに合衆国政府およびその他の政府が発令

するエンドユーザー、最終使用および仕向け国に関する規制を含みます) を遵守することに同意

します。詳細については、http://www.microsoft.com/exporting/ を参照してください。 
 

14.6. 完全なる同意。最新版のマイクロソフト認定資格プログラム契約の条項および条件は、本契約に

組み込まれ、本契約の一部を構成するものとします。疑義を避けるために、組み込まれる条件に

は、マイクロソフト認定資格プログラム契約の一般適用条項が含まれるものとします (かかる一

般条項が本契約に関連する限りにおいて、適用される法律、弁護士費用、関係、および譲渡に

関する条項を含みます)。本契約 (上記の組み込まれた契約を含みます) は、本件に関する当事

者間の完全なる合意を構成するものとし、以前または同時期に取り交わされた書面または口頭

によるすべての合意に優先します。本契約は、本契約の日付以降の日付で、正式な権限を有す

る双方の代表者によって署名された書面によらない限り、変更されないものとします。 
 

14.7. 優先順位。マイクロソフト認定資格プログラム契約と本 MCT 契約の間に矛盾がある場合は、本 
MCT 契約が優先して適用されます。マイクロソフト認定資格プログラム契約では規定されている

が、本契約では規定されていない条項がある場合は、マイクロソフト認定資格プログラム契約の

条件に従うものとします。 
 

http://www.microsoft.com/exporting/�
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14.8. マイクロソフト法人。本 MCT 契約書を締結するマイクロソフト法人は、乙が所在する国または地

域を基準として決定されます。詳細については以下を参照してください。 
 

14.8.1. 次の国および地域のマイクロソフト法人は下記のとおりです。アンギラ、アンティグア・バー

ブーダ、アルゼンチン、アルバ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、バミューダ諸島、ボリビア、

ブラジル、カナダ、ケイマン諸島、チリ、コロンビア、コスタリカ、キュラソー、ドミニカ国、ドミ

ニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、フランス領ギアナ、グレナダ、グアム、グアテマ

ラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、マルチニーク島、メキシコ、モンセラット、旧

オランダ領アンティル、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、プエルトリコ、セント・キッ

ツ・ネイビス、セントルシア、サンピエール島・ミクロン島、セントビンセントおよびグレナ

ディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、アメリカ合衆国、ウ

ルグアイ、ベネズエラ、英領バージン諸島、米領バージン諸島:  
 Microsoft Corporation  

One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052 USA 
 

14.8.2. 次の国および地域のマイクロソフト法人は下記のとおりです。アフガニスタン、アルバニア、

アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、

ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブーヴェ島、ブルガリ

ア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ、

コートジボワール、クロアチア、キプロス、チョコ共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、

コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、エジプト、エストニア、エチオピア、フェロー諸島、

フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ジブラルタル、ギリシア、

グリーンランド、グアドループ島、ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イ

スラエル、イタリア、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、コソボ、クウェート、キルギスタン、ラト

ビア、レバノン、レソト、リベリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、リビア、マ

ケドニア、マダガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、モルドバ、モ

ナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、オランダ、ニューカレドニ

ア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、

カタール、カーボベルデ共和国、赤道ギニア共和国、ギニア共和国、セネガル共和国、レ

ユニオン、ルーマニア、ロシア連邦、ルワンダ共和国、セントヘレナ島、サンマリノ、サウジ

アラビア、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリ

カ、スペイン、スバールバル諸島・ヤンマイエン島、スワジランド、スウェーデン、スイス、タ

ジキスタン、タンザニア、トーゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、

アラブ首長国連邦、イギリス、ウズベキスタン、バチカン市国、イエメン、ザイール、ザンビ

ア、ジンバブエ: 
Microsoft Ireland Operations Limited 
The Atrium, Block B, Carmenhall Road 
Sandyford Industrial Estate 
Dublin, 18, Ireland 
 

14.8.3. 次の国および地域のマイクロソフト法人は下記のとおりです。オーストラリアおよびその外部

領土、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア、クック諸島、フィ

ジー、フランス領ポリネシア、フランス領極南諸島、香港、インドネシア、キリバス、ラオス人

民民主共和国、マカオ、マレーシア、モルジブ、マーシャル諸島、マヨット、ミクロネシア連邦、
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ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニウエ、北マリアナ諸島、パラオ、パプアニューギニア、

フィリピン、ピトケアン島、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、タイ、東ティモー

ル、トケラウ諸島、トンガ、ツバル、ウォリス・フティナ諸島、バヌアツ、ベトナム: 
Microsoft Regional Sales Corporation 
438B Alexandra Road #04-09/12 
Block B, Alexandra Technopark 
Singapore 119968 
 

14.8.4. マイクロソフト インド法人は下記のとおりです。 
Microsoft Corporation India Pvt. Ltd.  
9th Floor, Cyber Greens, Tower A,  
DLF Cyber City, Sector 25A,  
Gurgaon 122002 
Haryana, India 

 
14.8.5. マイクロソフト日本法人は下記のとおりです。 

日本マイクロソフト株式会社 
108-0075 
東京都港区港南 2-16-3  
品川グランドセントラルタワー 
 

14.8.6. マイクロソフト台湾法人は下記のとおりです。 
Microsoft Taiwan Corporation 
8F, No 7, Sungren Rd. 
Shinyi Chiu, Taipei 
Taiwan 110 

 
14.8.7. マイクロソフト中国法人は下記のとおりです。 

Microsoft (China) Company Limited6F Sigma Center 
No. 49 Zhichun Road Haidian District 
Beijing 100080, P.R.C 

 
14.8.8. マイクロソフト大韓民国法人は下記のとおりです。 

Microsoft Korea, Inc 
5th Floor, West Wing 
POSCO Center 
892 Daechi-Dong Gangnam-Gu 
Seoul, 135-777, Korea 

 
14.9. 適用される法律。本 MCT 契約に関する適用法、裁判管轄および裁判地は下記のとおりです。こ

の裁判管轄および裁判地の選択は、いずれかの当事者が、知的財産権の侵害、守秘義務違反、

仲裁判断または決定の承認の執行に関して差止命令による救済を求めることを妨げないものと

します。差止命令による救済または承認の執行は、適切な法域において求めることができます。 

a. 通則。第 14.9 項 (b) に規定する場合を除き、本 MCT 契約はワシントン州法に準拠します。

連邦政府の司法管轄権が存在する場合、当事者は、ワシントン州キング郡所在の連邦裁
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判所の専属的裁判管轄および裁判地に同意するものとします。存在しない場合、当事者

は、ワシントン州キング郡所在の上位裁判所の専属的裁判管轄および裁判地に同意する

ものとします。 

b. その他の条項。乙の主たる営業所が、以下に列記する国々もしくは地域の 1 つに所在す

る場合、抵触する範囲で下記該当規定が第 14.9 項 (a) に優先して適用されます。 

i. 乙の主たる営業所が、オーストラリアおよびその外部領土、バングラデシュ、ブータン、

ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア、クック諸島、フィジー、フランス領ポリネシア、フ

ランス領極南諸島、香港、インドネシア、キリバス、ラオス人民民主共和国、マカオ、マ

レーシア、モルジブ、マーシャル諸島、マヨット、ミクロネシア連邦、ナウル、ネパール、

ニュージーランド、ニウエ、北マリアナ諸島、パラオ、パプアニューギニア、フィリピン、ピ

トケアン島、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、タイ、東ティモール、トケ

ラウ諸島、トンガ、ツバル、ウォリス・フティナ諸島、バヌアツ、ベトナムに所在する場合、

本 MCT 契約は、シンガポール法により解釈され、同法に準拠します。- 

1. 乙の主たる営業所が、オーストラリアもしくはその外部領土、ブルネイ、マレー

シア、ニュージーランド、またはシンガポールに所在する場合、シンガポールの

裁判所を非専属的管轄裁判所とします。- 
2. 乙の主たる営業所が、バングラデシュ、ブータン、カンボジア、クック諸島、フィ

ジー、フランス領ポリネシア、フランス領極南諸島、香港、インドネシア、キリバ

ス、ラオス人民民主共和国、マカオ、モルジブ、マーシャル諸島、マヨット、ミク

ロネシア連邦、ナウル、ネパール、ニウエ、北マリアナ諸島、パラオ、パプア

ニューギニア、フィリピン、ピトケアン島、サモア、ソロモン諸島、スリランカ、タイ、

東ティモール、トケラウ諸島、トンガ、ツバル、ウォリス・フティナ諸島、バヌアツ、

ベトナムに所在する場合、本契約に関連するすべての紛争は、本契約の存在、

有効性または終了に関する一切の疑義を含め、シンガポール国際仲裁セン

ター (Singapore International Arbitration Centre: SIAC) の仲裁規則に従い、シン

ガポールにおける仲裁に付託され、最終的にかかる仲裁により解決されるもの

とします。SIAC 仲裁規則は、本参照により MCT 契約に組み込まれています。

仲裁裁判は、SIAC の会長が任命する仲裁人 1 名により行われます。仲裁で使

用する言語は英語とします。仲裁人の決定は最終的、拘束力のある、上訴不

可なものであるとし、また、バングラデシュ、インド、インドネシア、フィリピン、ス

リランカ、タイもしくはベトナムまたはその他の場所で、それに基づく執行判決

の基礎として援用することができます。 
 

ii. 乙の主たる営業所がインドに所在する場合は、以下の規定が適用されます。MCT 契約は、イ

ンド法により解釈され、同法に準拠します。乙は、MCT 契約および付加条項に起因または関連

するすべての紛争は、本契約の存在、有効性または終了に関する一切の疑義を含め、シンガ

ポール国際仲裁センター (Singapore International Arbitration Centre: SIAC) による、シンガポー

ルにおいて拘束力のある仲裁に付託することに同意するものとします。SIAC 仲裁規則は、本参

照により本 MCT 契約に組み込まれているものと見なされます。仲裁裁判は、SIAC の会長が任

命する仲裁人 1 名により行われます。仲裁で使用する言語は英語とします。仲裁人の決定は

最終的、拘束力のある、上訴不可なものであるとし、また、インドにおいてそれに基づく執行判

決の基礎として援用することができます。 
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iii. 乙の主たる営業所が日本に所在する場合は、以下の規定が適用されます。本 MCT 契約は、

日本法により解釈され、同法に準拠します。東京地方裁判所が第一審の専属的裁判管轄を有

するものとします。本 MCT 契約に関連する訴訟における勝訴当事者は、合理的な弁護士費用

およびその他の支出を回収することができます。 
 

iv. 乙の主たる営業所が、アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルメニ

ア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、ボツワナ、ブーヴェ島、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央

アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ、コートジボワール、クロアチア、キプロス、チョコ共和国、

サントメ・プリンシペ民主共和国、デンマーク、ジブチ、エジプト、エストニア、エチオピア、フェ

ロー諸島、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ジブラルタル、

ギリシア、グリーンランド、グアドループ島、ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、アイルラン

ド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、コソボ、クウェート、キルギスタン、ラ

トビア、レバノン、レソト、リベリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、リビア、マケ

ドニア、マダガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、モルドバ、モナコ、

モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、オランダ、ニューカレドニア、ニ

ジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、カタール、

カーボベルデ共和国、赤道ギニア共和国、ギニア共和国、セネガル共和国、レユニオン、ルー

マニア、ロシア連邦、ルワンダ共和国、セントヘレナ島、サンマリノ、サウジアラビア、セルビア、

セーシェル、シエラレオネ、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ、スペイン、スバール

バル諸島・ヤンマイエン島、スワジランド、スウェーデン、スイス、タジキスタン、タンザニア、トー

ゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、

ウズベキスタン、バチカン市国、イエメン、ザイール、ザンビア、ジンバブエに所在する場合には、

以下の条項が適用されます。 

本 MCT 契約は、アイルランド法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。乙は、

本 MCT 契約に関連するすべての紛争について、アイルランドの裁判所の裁判管轄お

よび裁判地に服することに同意するものとします。 

v. 乙の主たる営業所が、中華人民共和国に所在する場合には、以下の規定が適用されます。本 
MCT 契約書の目的においては、中華人民共和国に香港、マカオ、または台湾は含まれません。 

本 MCT 契約は、中華人民共和国法により解釈され、同法に準拠するものとします。乙

は、本 MCT 契約および付加条項に関連するすべての紛争を拘束力のある仲裁に付託

することに同意するものとします。仲裁は、その時点で最新の規則に従い、北京の中

国国際経済貿易仲裁委員会 (China International Economic and Trade Arbitration 
Commission in Beijing: CIETAC) において行われるものとします。 

vi. 乙の主たる営業所がコロンビアまたはウルグアイに所在する場合は、以下の規定が適用され

ます。 

本 MCT 契約の有効性、解釈、または履行に関する当事者間のすべての紛争、請求、

または訴訟は、仲裁により解決されるものとします。仲裁は、当該時点で施行されてい

る UNCITRAL (国際連合商取引委員会) の仲裁規則に従うものとします。仲裁人選定機

関は、かかる目的のために国際商業会議所 (以下「ICC」) が採択している規則に従い

その任に当たる ICC とします。仲裁地は、アメリカ合衆国ワシントン州シアトルとします。

仲裁人は 1 名のみとします。仲裁判断はコモン ローのみに基づくものであってエクィ

ティーに基づいてはならず、最終的なものであり、当事者を拘束するものとします。本
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契約の当事者は、本契約書に関連して生じるすべての事項および紛争を、ワシントン

州における仲裁に付託することに取消不能の形で合意しているものとします。 

vii. 乙の主たる営業所が大韓民国に所在する場合は、以下の規定が適用されます。本 MCT 契約

は、大韓民国法により解釈され、同法に準拠するものとします。乙は、ソウル中央地方裁判所

の第一審裁判管轄および裁判地に同意するものとします。本 MCT 契約上の権利もしくは請求

権の行使または本 MCT 契約の規定の解釈に関する訴訟における勝訴当事者は、合理的な弁

護士費用およびその他の支出を回収することができます。 
 

viii. 乙の主たる営業所が、台湾に所在する場合には、以下の規定が適用されます。本 MCT 契約

の条件は、台湾法に準拠し、同法により解釈されるものとします。当事者は、本 MCT 契約に起

因または関連するすべての紛争に対する管轄権を有する第一審裁判所として台北地方裁判

所を指定します。 
 

14.10. 変更/従前の MCT 契約。本 MCT 契約は、双方の当事者の権限を有する代表者によって署名さ

れた書面で変更される場合を除き、変更できないものとします。本 MCT 契約は、本件に関して

当事者間で以前に取り交わされた書面または口頭による合意 (従前の MCT 契約を含みます) 
に優先します。 

 


