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1. はじめに 

 
 
 
この日本ベリサイン株式会社（以下「日本ベリサイン」という）の Certification Practice 
Statement（以下「本 CPS」という）は、VeriSign, Inc.（以下「米国ベリサイン」という）
の VeriSign Certificate Practice Statement (https://www.verisign.com/cps/)に基づくもの
である。本CPSは、日本ベリサイン認証機関がVeriSign Trust Network Certificate Policies
（以下「CP」という）に定める要件に従い証明書の発行、管理、取消しおよび更新を含む
一連のサービスを提供する際に採用する手続きを記載したものである。米国ベリサインお

よび日本ベリサインは、ウェブ・サイト、企業、電子商取引提供者および個人に対して信

頼されるインフラストラクチャを提供する第一人者である。会社のドメイン・ネーム、デ

ジタル証明書およびペイメント・サービスはオンラインで安全な電子商取引および通信を

行うために必要とされる、重要なウェブの同一性、認証および取引に必要なインフラスト

ラクチャを提供する。 
 
CPは、デジタル証明書を提供するグローバルな公開鍵基盤である VeriSign Trust Network 
（以下「VTN」という）について記載したものである。VTNは、通信と情報のセキュリテ
ィに多様な要求をもつ各種ユーザのコミュニティーに応えるものである。米国ベリサイン

は、日本ベリサインおよびその他の世界中のアフィリィエートと共に、VTNの中における
サービス・プロバイダの一社である。 
 
CPは、VTNを支配する主要な方針を記載している。CPは VTN内でデジタル証明書の承
認、発行、管理、利用、取消しおよび更新並びに関連するトラスト・サービスを提供する

ための業務上、法律上および技術上の要件を定める。これらの要件は、「VTNスタンダード」
と呼ばれ、VTN のセキュリティと完全性を保護し、全ての VTN 参加者に適用され、これ
により VTN全体を通じ均一な信頼の保証を提供する。VTNおよび VTNスタンダードに関
するより詳細な情報は、CP (https://www.verisign.com/CP/)において入手可能である。 
 
米国ベリサインおよび日本ベリサインは、VTNの一部について権限を有している。米国ベ
リサインまたは日本ベリサインが支配する VTN の一部は、VTN の「サブドメイン」と呼
ばれる。日本ベリサインのサブドメインは、その支配下にある VTN の一部で構成される。
日本ベリサインのサブドメインは、日本ベリサインに従属するカスタマ、利用者および依

拠当事者等を含む。 
 
日本ベリサイン、米国ベリサインおよび各アフィリエートは、VTN内に存在する各自のサ

注：本 CPSで使用される用語は、第９章に定義される意味を有する。 



 

 2

ブドメインを支配するCPSを有する。CPはVTN参加者が充足すべき要件を規定する一方、
本 CPS は、主に日本国内に存在する VTN の日本ベリサイン・サブドメイン内で当該要件
をどのように日本ベリサインが充足するかを定めるものである。特に、本 CPSは日本ベリ
サインの CPおよび VTNスタンダードに基づく VTNの日本ベリサイン・サブドメイン内
における、次の実務を規定する。 
・ VTNをサポートする重要なインフラの安全な運用 
・ VTN証明書の発行、管理、取消しおよび更新 
 
1.1 概要 

本 CPSは、具体的に以下の事項に適用される。 
・ 米国ベリサインのパブリック第一次認証機関、日本ベリサインのインフラストラクチャ

認証機関および VTNをサポートする日本ベリサインの管理認証機関 
・ 日本ベリサインのパブリック認証機関および VTN 内で証明書を発行するマネージド

PKIカスタマの認証機関 
 
より一般的には、本 CPSは日本ベリサインのサブドメイン内の全ての個人および組織（以
下総称して「サブドメイン参加者」という）による当該サブドメイン内の VTNサービスの
利用にも適用される。日本ベリサインの管理するプライベート認証機関は、本 CPSの適用
範囲外である。 
 
VTNは、クラス 1～3の 3種類の証明書を含み、CPはこの 3種類のクラスの証明書が、共
通のセキュリティ要件を有する 3種類の申請にどのように対応するかを記述している。CP
は、3種類の証明書ポリシー（各クラスに一つのポリシー）を規定し、クラス毎に VTNス
タンダードを定める唯一の文書である。 
 
日本ベリサインは、VTNのサブドメイン内で 3種類のクラスの証明書を提供する。本 CPS
は、日本ベリサインがそのサブドメイン内で各クラスの CPの要件をどのように充足するか
を規定する。従い、本 CPS は、3 種類のクラスの証明書の発行および管理に関する実務と
手続きを対象とする唯一の文書である。 
 
（a）本 CPSの役割および業務に関する他の書類 
CP は一般的なレベルで、VTN の全般的な業務上、法律上および技術上の基礎事項を記載
する。本 CPSは、それを受けて、CPからの VTNスタンダードをサブドメイン参加者へ適
用し、CPに対応して日本ベリサインの特定の業務について説明する。具体的には、本 CPS
は、例えば以下の事項について記述する。 
・ 日本ベリサインのサブドメイン内における認証機関、登録機関、利用者および依拠当事



 

 3

者の義務 
・ 日本ベリサインのサブドメイン内において利用規約および依拠当事者規約で記載され

る法的事項 
・ 日本ベリサインおよびサブドメイン参加者が行う監査および関係するセキュリティ並

びに業務に関する検査 
・ 日本ベリサインのサブドメイン内で、各クラスにおける証明書の申請者の同一性を確認

するための手段 
・ 証明書申請、発行、受領、取消しおよび更新等日本ベリサインのサブドメイン内で行わ

れる証明書のライフサイクル・サービスの運用手続き 
・ 日本ベリサインのサブドメイン内の監査記録、記録の保管および災害復旧のための運用

セキュリティ手続き 
・ 日本ベリサインのサブドメイン内の物理的、人的、キーマネージメントおよび論理的セ

キュリティに関する実務 
・ 日本ベリサインのサブドメイン内の証明書および証明書失効リストの内容 
・ 本 CPSの管理方法（変更方法を含む） 
 
本 CPS は、日本ベリサインのサブドメインに関係する一連の文書の一つであり、本 CPS
以外に以下の文書が含まれる。 
・ CP および本 CPS を補完する詳細な要件を記載するセキュリティおよび運用に関する
次の付属文書 

－ VTNインフラストラクチャを支配するセキュリティの原則を規定する、米国
ベリサインのセキュリティ・ポリシー 

－ 人的、物理的、電気通信、論理的および秘密鍵取扱のセキュリティに関する

日本ベリサインの詳細な要件を記載する、セキュリティおよび監査要件ガイ

ド 
－ 人的、物理的、電気通信、論理的および秘密鍵取扱のセキュリティに関する

マネージド PKI カスタマの詳細な要件を記載する、エンタープライズ・セキ
ュリティ・ガイド（利用可能な場合） 

－ 詳細なキーマネージメントの運用要件を示す、キー・セレモニー・リファレ

ンス・ガイド 
・ 日本ベリサインが制定する付属契約。当該付属契約は、日本ベリサインのカスタマ、利

用者および依拠当事者を拘束する。特に、VTNスタンダードからこれらの VTN参加者
に至る契約は、ある場合において、VTN参加者がどのようにして VTNスタンダードを
充足しなければならないかについての具体的な手続きを規定する。 

 
多くの場合、本 CPSは、VTNの日本ベリサインのサブドメインのセキュリティを危殆化す
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る可能性がある場合（本 CPSで記載する事項を含む）に、VTNスタンダードを実施するた
めの具体的かつ詳細な手続きを記述した上記の付属文書を参照する。 
 
表 1は、VTNおよび日本ベリサインの運用に関する文書を示し、それらが公開されている
か否かおよびその場所を示す。表 1 は完全なものではない。公開と明示されていない文書
は、VTNのセキュリティを保持するために、機密にされているものである。 
 

文書 公開状況 公開場所 
米 国 ベ リ サ イ ン

Trust Network 
Certificate Policies 

公開 日本ベリサインのリポジトリで公開。 
https://www.verisign.co.jp/repository/index.html 
 

VTN のセキュリティおよび運用に関する付属文書 
日本ベリサインセキ

ュリティ・ポリシー 
秘密 非公開 

セキュリティおよび

監査要件ガイド 
秘密 非公開 

キー・セレモニー・

リファレンス・ガイ

ド 

秘密 非公開 

マ ネ ー ジ ド PKI
管理者ハンドブック 

公開  
https://www.verisign.co.jp/mpki/datasheets.html 

マネージド PKI キ
ーマネージメントサ

ービス管理者ガイド 

公開  
https://www.verisign.co.jp/mpki/benefits/option/
keyman.html 
 

エンタープライズ・

セキュリティ・ガイ

ド（利用可能な場合） 

秘密 非公開 

日本ベリサイン特定文書 
日本ベリサイン サ
ーティフィケーショ

ン・プラクティス・

ステートメント 

公開 CPS§2.6.1により（日本ベリサイン）リポジトリ
で公開。 
https://www.verisign.co.jp/repository/index.html 

日本ベリサイン付属

契約（マネージド 
PKI基本契約、利用
規約および依拠当事

者規約） 

マネージド PKI 
ライト契約を含

み公開。ただし、

機密である旨特

定されている契

約を除く。 

CPS§2.6.1により（日本ベリサイン）リポジトリ
で公開。 
https://www.verisign.co.jp/repository/index.html 

表１ 実務に関する文書の利用可能性 
（ｂ）デジタル証明書および VTN階層に関する背景 
本 CPSは、読者がデジタル署名、PKIおよび VTNの一般的な知識を有していることを前
提としている。そうでない場合、日本ベリサインは読者に対し、VTNで実施されている公
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開鍵暗号および公開鍵基盤に関するトレーニングを受講することを勧める。一般的な教育

およびトレーニングに関する情報は、http://www.verisign.co.jp/において参照可能である。
又、異なる VTN参加者の役割についての簡単な説明は、CPの Section 1.1に規定されてい
る。 
 
（ｃ）適用される基準の順守 
本 CPSに記載されている手続きは、認証機関用の AICPA/CICA WebTrust Program、ANS 
X9.79:2001 PKI Practices and Policy Framework等の一般に受入れられている業界標準
および認証機関運営に関するその他の業界標準の要件を充足するように設計されている。 
 
本 CPSの構造は、インターネット標準団体である Internet Engineering Task Forceの策
定した RFC2527として知られる Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate 
Policy and Certification Practices Frameworkに概ね対応している。RFC2527の枠組みは、
PKI業界において標準となっている。本 CPSは、ベリサインのサービスを利用する者また
は利用を検討する者が、容易にポリシーに関する情報の収集と比較、評価、相互運用がで

きるように RFC2527の枠組みに対応している。 
 
日本ベリサインは、可能な限り RFC2527の枠組みに対応させているが、日本ベリサインの
ビジネスモデルの複雑さから、標題および細部について必要な変更を加えている。日本ベ

リサインは、将来においても RFC2527 を順守する意向であるが、必要な場合、例えば本
CPSを改善する場合またはサブドメイン参加者の適合性を高めるために、RFC2527とは異
なる構成を取る権利を留保する。さらに、本 CPS の構成は、RFC2527 の将来のバージョ
ンには対応しない可能性がある。 
 
1.1.1 ポリシー概説 

日本ベリサインは、クラス 1～3の異なる 3種類の証明書サービスを提供する。これらの証
明書のポリシーは、CPに記載される。証明書のレベルまたはクラス毎に、機能およびセキ
ュリティの特徴が規定され、それぞれのクラスの証明書は特定の信頼のレベルに対応する。

サブドメイン参加者は、どのクラスの証明書を必要とするか選択するものとする。 
 
 
CPの機能の一つは、3種類のクラスの証明書を詳細に記述することにある1。本章では、日

本ベリサインがそのサブドメイン内で提供する 3種類の証明書について簡単に説明する。 
 

                                                  
1 CP§1.1参照 
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クラス 1 証明書は、日本ベリサインのサブドメインにおける最も低いレベルの保証を提供
する。クラス 1 証明書は、個人向けの証明書で、その検証手続きは認証機関のサブドメイ
ン内で利用者の識別名が一意かつ明確であること、並びにある電子メールアドレスがある

公開鍵と関係するという保証に基づくものである。クラス 1 証明書は、同一性の証明が必
要とされない非商業取引または少額取引におけるデジタル署名、暗号化およびアクセス・

コントロールに適当である。 
 
クラス 2 証明書は、他の 2 つの証明書の中間のレベルの保証を提供する。クラス 2 証明書
も個人向けの証明書である。クラス 1 証明書の検証手続きに加え、クラス 2 証明書の検証
手続きには、証明書申請者の提出した情報を、取引上の記録もしくはデータベースの情報

または日本ベリサインの承認した同一性を証明するためのデータベースの情報と比較する

手続きが付加される。クラス 2 証明書は、同一性の証明を必要とする中間価額の取引にお
けるデジタル署名、暗号化およびアクセス・コントロールに利用することができる。 
 
クラス 3 証明書は、日本ベリサイン・サブドメイン内で最高のレベルの保証を提供する。
クラス 3 証明書は、個人、組織並びに、認証機関および登録機関の管理者に発行される。
クラス 3 証明書は、同一性の証明を必要とする高額取引におけるデジタル署名、暗号化お
よびアクセス・コントロールに利用することができる。クラス 3 個人向け証明書は、利用
者の本人出頭に基づき利用者の同一性を保証する。同一性確認は、最低限、広く認識され

た様式の政府の発行した身分証明書ともう一通の身分証明書を利用して、利用者の同一性

を確認する者の面前でなされるものとする。個人向け以外のクラス 3 組織向け証明書は、
認証、メッセージ、ソフトウェアおよびコンテンツの完全性の維持、機密保持のための暗

号化を行うために、各種デバイスに発行される。クラス 3 組織向け証明書は、利用者であ
る組織が実際に存在すること、当該組織が証明書申請を承認していることおよび当該組織

を代理して証明書の申請を行う者がその権限を有していることを確認した上で、利用者の

同一性についての保証を提供する。サーバ用クラス 3 組織向け証明書（セキュア・サーバ
IDおよびグローバル・サーバ ID）は、利用者が証明書申請に記入されたドメイン・ネーム
を利用する権利があることも保証する。 
 
表 2は、日本ベリサインが CPに従って提供する各クラスの証明書について要約したもので
ある。この表は、3種類の証明書が個人に発行されるのか組織に発行されるのか、リテール
証明書またはマネージド PKI証明書2として提供されるのか、あるいは管理者に発行される

                                                  
2リテール証明書は、認証機関である日本ベリサインによって、ウェブ・サイトで申請した
個人または組織に対して発行される証明書である。マネージド PKI証明書は、証明書の発
行に関するマネージド PKI契約書を日本ベリサインと締結した顧客によって承認された証
明書申請に基づく証明書である。これらに加え、認証機関および登録機関の管理者向けに
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のかに基づき、それぞれの特質を記載したものである。 
 
本 CPSで要約されている CPにおける各クラスの証明書の仕様は、各クラスの最低限の保
証のレベルを規定している。例えばクラス 1 証明書は、同一性の証明が必要とされない、
即ち低レベルの保証で十分な用途における、デジタル署名、暗号化およびアクセス・コン

トロールに利用される。それにもかかわらず、契約によりもしくは特定の環境下（例えば

会社内での利用）で、日本ベリサインのサブドメイン参加者は、CPで規定されているもの
より強度の検証手続きを採用することができる。また、証明書を本 CPS§1.1.1、1.3.4.1に
記載されているものより高いセキュリティを必要とする用途に利用することができる。し

かしながら、このような利用は、その利用主体に限定され、本 CPS§2.2.1.2、2.2.2.2を条
件とし、当該利用主体はかかる利用により発生する一切の損害を負担するものとする。 
 

クラス 被発行者 対象となる 

サービス 

証明書申請者同一性確認

（本 CPS§3.1.8.1、3.1.9）

利用者が実施または予定

している利用方法 （本

CPS§1.3.4.1） 
リテール 認証機関のサブドメイン

内で識別名と電子メール

アドレスが一意かつ明確

であることを確認するた

めの調査。 

クラス 1 個人 

マネージド

PKI 
上記に加え、関連する個

人としてのマネージド

PKI カスタマとの関係性
を確認するための内部文

書またはデータベースの

調査。 

同一性の証明が必要とさ

れない場面において、機

密情報の暗号化による電

子メールのセキュリティ

の若干の向上、デジタル

署名およびウェブ上のア

クセス・コントロール。

非商業目的のウェブ閲覧

および電子メール等他の

クラスに比較し低レベル

の保証で十分な場面での

利用。 

クラス 2 個人 リテール クラス 1 リテールの記載
に加え、1 つ以上の第三
者データベースまたは同

等の情報源による申請情

報の自動調査または管理

者による調査。 

機密情報の暗号化による

電子メールのセキュリテ

ィの向上、認証のための

デジタル署名およびウェ

ブ上のアクセス・コント

ロール。個人と会社およ

                                                                                                                                                  
VTN証明書が発行される。管理者証明書は、認証機関または登録機関の代理として管理機
能を果たすために認証機関または登録機関管理者に対して発行される。 
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クラス 被発行者 対象となる 

サービス 

証明書申請者同一性確認

（本 CPS§3.1.8.1、3.1.9）

利用者が実施または予定

している利用方法 （本

CPS§1.3.4.1） 
  マネージド

PKI 
クラス1 マネージドPKI
の記載に加え、証明書申

請者の同一性確認のため

の内部書類またはデータ

ベースの調査（例：人事

に関する書類）。 

び会社間の電子メール、

オンライン申込、口座開

設申込、パスワード変更、

中価値取引のための同一

性の証明等、他のクラス

に比較し中レベルの保証

を必要とする場面での利

用。 
リテール 
（現在提供

されていな

いが将来提

供する可能

性あり） 

クラス 1 リテールの記載
に加え、本人出頭および

2 つ以上の身分証明書の
調査。 

機密情報の暗号化による

電子メールのセキュリテ

ィの向上、認証のための

デジタル署名およびウェ

ブ上のアクセス・コント

ロール。オンラインバン

キング、会社データベー

スへのアクセス、機密情

報の交換、高価値取引の

ための同一性の証明等、

他のクラスに比較し、高

いレベルの保証を必要と

する場面での利用。 

個人 

管理者 管理者の種類に応じて特

別に定められた確認手続

き。管理者および管理者

を利用する組織の同一性

は確認される。本 CPS§
5.2.3参照。 

管理者機能。 

クラス 3 

組織 リテール 組織名を使用する権利の

有無を第三者のデータベ

ースまたは書面にて調

査。証明書申請および認

証情報を電話またはこれ

に類似の方法により検

証。ウェブ・サーバ証明

書の場合は、証明書申請

者が証明書に記載される

ドメイン・ネームを使用

する権利の有無について

確認。 

サーバ認証、機密情報の

暗号化、（他のサーバと

通信する場合の）クライ

アント認証（セキュア・

サーバ ID およびグロー
バル・サーバ ID）、ソフ
トウェア、その他コンテ

ンツの認証および完全性

維持 
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クラス 被発行者 対象となる 

サービス 

証明書申請者同一性確認

（本 CPS§3.1.8.1、3.1.9）

利用者が実施または予定

している利用方法 （本

CPS§1.3.4.1） 
  マネージド

PKI 
マネージド PKI for SSL
カスタマ又はまたはマネ

ージド PKI for SSL(プレ
ミアム エディション)カ
スタマの確認は、「クラ

ス 3 組織 リテール」に
記載した手続きに加え、

マネージドPKI管理者の
確認手続き。 

サーバ認証、機密情報の

暗号化、（適切に有効と

された他のサーバと通信

する場合の）クライアン

ト認証（セキュア・サー

バ ID、グローバル・サー
バ ID） 

表 2 信頼性に関する証明書の特性 
 
1.1.2 VTN サービスの提供 

VTNは、証明書の管理および利用に役立つ一連のサービスを提供する。これらの詳細な情
報については、日本ベリサインのウェブ・サイトhttp://www.verisign.co.jp/で参照できる。
上記サービスは、日本ベリサインの定める契約に従う。表 3 は、日本ベリサインが提供す
る VTNサービスの一部である。 
 

VTN サービス 提供サービス 
マネージド PKI 
マネージド PKI ライト 
マネージド PKI for SSL 
マネージド PKI for SSL(プレミアム エディショ
ン) 

ベリサイン マネージド PKI 

ベリサイン セキュアメール ID 
認証サービス 認証業務代行サービス 

 
ベリサイン電子公証サービス 
(過去に提供されていたが、現在で
は提供されておりません。) 

日本ベリサイン電子公証サービス 

NetSureSMプロテクション・プラン 利用者、依拠当事者およびマネージド PKIカスタ
マ向け NetSureSMプロテクション・サービス 
マネージド PKI・キーマネージメント・デュアル・
キー・システム 

ベリサイン マネージド PKIキーマ
ネージメントサービス 

マネージド PKI・キーマネージメント・シングル・
キー・システム 
企業がエンタープライズ・ローミング・  サーバ
を持つローミング・サービス 

ベリサイン ローミング・   サービ
ス(過去に提供されていたが、現在
では提供されておりません。) 信頼される第 4当事者がエンタープライズ・ロー

ミング・サーバを持つローミング・サービス 
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表 3 日本ベリサインの提供する VTNサービス 
 
1.1.2.1 証明書基本サービス 

1.1.2.1.1 ベリサイン マネージド PKI 

日本ベリサインの提供するベリサイン マネージド PKIは、日本ベリサインの企業カスタマ
が証明書を従業員、パートナー、サプライヤーおよび顧客、さらにサーバ、ルーターおよ

びファイアウォール等のデバイスに発行することのできる完全に統合された PKI サービス
である。日本ベリサインのサブドメインにおけるマネージド PKI のセキュリティ要件は、
エンタープライズ・セキュリティ・ガイド（利用可能な場合）に規定されている。マネー

ジド PKI はアウトソース・サービスである。ベリサイン マネージド PKI を利用するカス
タマは、3種類に分けられる。 
 
第一の種類は、マネージド PKI カスタマが認証機関となって、日本ベリサインのサブドメ
イン内で、クライアント証明書を発行するカスタマである。当該カスタマは、マネージド

PKI 機能を利用して、証明書申請の承認または拒絶に関する登録機関のフロント・エンド
機能を果たすとともに、証明書の取消しまたは更新手続きを申請する。登録機関の機能は、

認証機関の機能の一部である。同時に、マネージド PKIカスタマは、証明書の発行、管理、
取消しおよび更新に関する機能を日本ベリサインにアウトソースすることで、VTNの PKI
基幹部分の安全性を高めることができる。 
 
第二の種類は、マネージド PKI ライトを利用するカスタマである。マネージド PKI ライ
トは通常のマネージド PKI に比べ、より小規模の企業および組織に対しセキュリティを提
供する。マネージド PKI ライト・カスタマは、特定のクラスの証明書を発行するマネージ
ド PKI ライト・カスタマ間で共有される日本ベリサイン認証局に対する登録機関となる。
マネージド PKI ライト・カスタマは、マネージド PKIカスタマと同様に、マネージド PKI
の機能を利用し証明書申請の承認または拒否を行い、証明書の取消しまたは更新申請を行

う。マネージド PKI カスタマの場合と同様に、日本ベリサインは、バックエンド機能であ
る証明書発行、管理、取消しおよび更新機能を果たす。 
 
最後の種類は、セキュア・サーバ IDおよびグローバル・サーバ IDとして知られるサーバ
証明書の証明書申請を承認するためにマネージド PKI を利用するカスタマである。マネー
ジド PKI for SSLおよびマネージド PKI for SSL(プレミアム エディション)のカスタマは、
VTN内の全てのマネージド PKI for SSLおよびマネージド PKI for SSL(プレミアム エデ
ィション)のカスタマ間で共有される、米国ベリサイン認証局と関連する登録機関となる。
マネージド PKI for SSLおよびマネージド PKI for SSL(プレミアム エディション)のカス
タマは、他のマネージド PKIカスタマと同様に、マネージド PKIの機能を利用し証明書申
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請の承認または拒否を行い、証明書の取消しまたは更新申請を行う。さらに、他のマネー

ジド PKI カスタマの場合と同様に、日本ベリサインは、証明書発行、管理、取消しおよび
更新機能を果たす。 
 
マネージド PKIおよびマネージド PKI ライトのカスタマは、次に定める場合を除き、自ら
の関連する個人以外の者からなされた証明書申請を承認することはできない。マネージド

PKIのカスタマは、不特定多数の者に発行される VTN証明書の証明書申請を承認すること
はできない。本 CPS§1.1.2.2.1参照。 
 
マネージド PKI for SSLおよびマネージド PKI for SSL(プレミアム エディション)のカス
タマは、自組織内のサーバに対する証明書申請のみを承認することができる。マネージド

PKI for SSLおよびマネージド PKI for SSL(プレミアム エディション)のカスタマは、自組
織外のサーバに対するクラス 3 証明書申請を承認することはできず、不特定多数の者に証
明書を発行することはできない。 
 
1.1.2.1.2 VTN における日本ベリサインの役割 

日本ベリサインは、サービスセンターとプロセッシングセンターを運用する。これにより、

日本ベリサインは、リテール証明書の場合、証明書申請を承認または拒絶することができ、

マネージド PKI証明書の場合、プロセッシングセンターを利用しマネージド PKIカスタマ
に対しバックエンドの証明書ライフサイクル・サービスを提供することができる。サーバ

証明書を提供するときは、日本ベリサイン・サービスセンターは VTN内でセキュア・サー
バ IDまたはグローバル・サーバ IDを発行する米国ベリサイン認証機関の登録機関となる。
日本ベリサイン・サービスセンターは、セキュア・サーバ IDまたはグローバル・サーバ ID
の証明書申請を確認または拒絶する検証機能を果たす。 
 

日本ベリサインは、プロセッシングセンターであり、証明書発行に利用される秘密鍵を有

する暗号モジュールを含む認証機関システムを収容する安全な施設を保有する。日本ベリ

サインは、VTNにおいて認証機関として活動し、証明書の発行、管理、取消しおよび更新
を行うライフサイクル・サービスを提供する。日本ベリサインはまた、自らの下位に位置

するマネージド PKIカスタマまたはサービスセンターのマネージド PKIカスタマの代理と
して認証機関のキーマネージメントおよび証明書ライフサイクル・サービスを提供する。

日本ベリサインは又、個人向け（クラス 1および２のクライアント・リテール証明書）、ウ
ェブ・サイト向け（セキュア・サーバ ID およびグローバル・サーバ ID）および企業向け
（マネージド PKIサービスを提供する）の 3種類の事業分野において証明書を提供する。
米国ベリサインから日本ベリサイン提供されるサービスに関する実務については、本 CPS
の対象外である。 
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1.1.2.1.3 ユニバーサル・サービスセンター・プログラムおよびその他のプログラム 

適用なし。 
 
1.1.2.1.4 ウェブ・ホスト・プログラム 

適用なし。 
 
1.1.2.2 オプション・サービス 

1.1.2.2.1 認証サービス 

日本ベリサインは、組織に対し、認証業務代行サービスを提供する。認証業務代行サービ

スにより、日本ベリサインは、カスタマの代わりに証明書申請者の実在性を確認する。マ

ネージド PKI のカスタマは、利用者の申請情報に関する全部または一部の認証業務をアウ
トソースすることができる。認証業務代行サービスの条件は、日本ベリサインとの契約に

おいて定める。 
 
日本ベリサインがマネージド PKI カスタマの代わりに認証手続きを行う範囲で、日本ベリ
サインはマネージド PKIカスタマの代理人として、本 CPSに基づき当該カスタマが負担す
る義務を履行する。ただし、日本ベリサインが当該義務を履行することにより、マネージ

ド PKIカスタマは、本 CPSに定める証明書取消し要求等の利用者の基本的事項に関する認
証手続きを行う義務から免れるものではない。 
 
日本ベリサインは、アウトソースを受けた認証サービスを提供するために、適宜他の組織

に当該サービスを下請けに出すことができる。この場合、日本ベリサインは、下請業者と

の契約において、当該下請業者が、日本ベリサインが本 CPSに基づきこれらのサービスを
提供する場合に充足すべきセキュリティその他の要件を充足すべきことを規定するものと

する。 
 
1.1.2.2.2 ベリサイン電子公証サービス(過去に提供されていたが、現在では提供され

ておりません。) 

このサービス提供の条件は、日本ベリサインとカスタマとの契約がある場合にはそれに従

うものとする。 
 
1.1.2.2.3 NetSureSMプロテクション・プラン 

NetSureSMプロテクション・プランは、VTNの日本ベリサインのサブドメイン内で適用さ
れる拡張された保証である。これが適用される場合、日本ベリサイン NetSureSMプロテク

ション・プランは、リテール証明書を受領する利用者に、証明書中の公開鍵に対応する利
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用者の秘密鍵の盗難、偽造、紛失、意図せざる漏洩等の事故が発生した場合の他に、成り

すましおよび利用者の証明書を利用できなかった場合の保護を提供する。NetSureSM プロ

テクション・プランは、このプランの対象となる証明書を信頼した、依拠当事者も保護す

る。NetSureSM プロテクション・プランは、保険会社の保険に基づき米国ベリサインが提

供するプログラムである。NetSureSM プロテクション・プランに関する情報およびどの証

明書がこの対象になるかは、http://www.verisign.co.jp/repository/netsure/summary.html
を参照。 
 
NetSureSMプロテクション・プランによる保護は、日本ベリサインのマネージド PKIカス
タマに対しても手数料を支払うことにより、提供される。マネージド PKI カスタマは、
NetSureSM プロテクション・プランを、このプランの契約の条件に従い利用することがで

きる。このサービスは、マネージド PKI カスタマにより証明書申請が承認された利用者だ
けでなく、マネージド PKIカスタマ自身にも適用される。例えば、マネージド PKIカスタ
マが、自己の従業員の証明書申請を承認し、当該従業員がマネージド PKI カスタマの営業
目的で証明書を利用する場合に、利用者（上記の従業員）の行為により損失が発生し、最

終損失負担者が利用者の雇用者であるためマネージド PKI カスタマとなる場合があげられ
る。NetSureSMプロテクション・プランの対象となる場合、マネージド PKIカスタマは利
用者の行為により被った損失に関する補償請求をすることができる。 
 
1.1.2.3  特別な用途の証明書 

1.1.2.3.1 ワイアレス証明書サービス 

適用なし。 
 
1.1.2.3.2 ベリサイン マネージド PKI キーマネージメントサービス 

マネージド PKI キーマネージメントサービスは、マネージド PKIカスタマが承認する証明
書申請を行う利用者の代理で、マネージド PKI カスタマが鍵ペアを生成することを可能に
する。マネージド PKI キーマネージメントサービスは、当該利用者の秘密鍵を安全な方法
で送信すること、当該秘密鍵の予備を安全な方法で保持すること、および必要な場合当該

秘密鍵を回復することも可能にする。マネージド PKI キーマネージメントサービスは、シ
ングル・キー・ペア・システムとデュアル・キー・システムの双方に対応している。シン

グル・キー・ペア・システムは、利用者が、デジタル署名と機密保持機能の両方に使用す

る鍵を生成する。デュアル・キー・システムは、対照的に、利用者が機密保持のために使

用する鍵を生成する。一方、利用者は、自己のデジタル署名用の鍵ペアを生成する。デュ

アル・キー・システムにおいては、利用者はそれぞれの公開鍵用に 1 つの証明書、合計 2
つの証明書を受領する。マネージド PKI キーマネージメントは、日本ベリサインの提供す
るベリサイン・キー・リカバリー・サービスと一体となって機能する。 
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マネージド PKI キーマネージメント・ソフトウェアは、秘密鍵の予備をマネージド PKI
カスタマのサイトで暗号化された状態で保管する。各利用者の秘密鍵は、独自の暗号鍵で

個別に暗号化される。キー・リカバリー・ブロック（以下「KRB」という）は、キー・リ
カバリー技術を用い当該暗号鍵から生成され、その後当該暗号鍵は消去される。利用者の

暗号化された秘密鍵と KRB は、マネージド PKI カスタマのシステム上のキーマネージメ
ント・データベースで保管される。 
 
マネージド PKI キーマネージメント・ソフトウェアは、日本ベリサインの提供するベリサ
イン・キー・リカバリー・サービスと一体となって機能する。秘密鍵の回復には、マネー

ジド PKI カスタマの管理者の指示に基づき、データベースから KRB を取出し、日本ベリ
サインの安全なデータ・センター外で運用されるキーリカバリーサービスにオンラインで

送信する、マネージド PKIキーマネージメントを必要とする。日本ベリサインのみが、KRB
を取出すことおよび埋め込まれた暗号鍵を回復することのできる秘密鍵を保持する。日本

ベリサインに対する秘密鍵回復の要請には、KRBの取出しを許可するために必要とされる
エンタープライズ・エマージェンシー・リカバリー・コードを含めるものとする。有効な

KRBが届けられ、正確なエマージェンシー・リカバリー・コードが提供された場合、キー
リカバリーサービスは、マネージド PKI キーマネージメントに暗号鍵を返し、対応する利
用者の秘密鍵を回復することを可能にする。 
 
1.1.2.3.3 ベリサイン・ローミング・サービス(過去に提供されていたが、現在では提

供されておりません。) 

ベリサイン・ローミング・サービスは、マネージド PKI カスタマに提供されるもので、利
用者が、当該利用者の秘密鍵を格納する単一のクライアント端末に拘束されることなく、

株式取引のような重要な取引に電子署名をすることおよび機密情報へアクセスすることを

可能にする。日本ベリサインのローミング・テクノロジーは、このサービスを利用する利

用者（以下「ローミング利用者」という）が、異なるクライアント端末上で安全に自己の

秘密鍵をダウンロードし、秘密鍵に関する作業を行うことを可能にする。ローミング利用

者は、自己の秘密鍵をどのクライアント端末からでも利用することが可能である。 
 
ベリサイン・ローミング・サービスは、単一のサーバに対する攻撃から防御するために、

分割され物理的に異なる場所にある 2 つのサーバに保管される共通鍵で利用者の秘密鍵を
暗号化する。特に、これらの共通鍵の構成要素は、マネージド PKI カスタマ（もしくは、
マネージド PKIカスタマの代わりに信頼できる第 4の当事者）のサーバ設置場所（以下「エ
ンタープライズ・ローミング・サーバ」という）と日本ベリサインのサーバ設置場所（以

下「日本ベリサイン・ローミング・サーバ」という）で分割保管される。ローミング利用
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者は、これらのサーバにパスワードを使うことで自らの正当性を証明し、当該パスワード

が首尾よくこれらのサーバに提供された場合に、暗号化された秘密鍵と利用者の秘密鍵を

復号化するために必要な共通鍵の構成要素がクライアント端末にダウンロードされる。ク

ライアント端末で、共通鍵は再構築され、利用者の秘密鍵は復号化され、その後秘密鍵は

シングル・セッションでの利用が可能になる。当該セッション終了後、秘密鍵は回復が不

可能となるよう、クライアント端末から消去される。 
 
1.2 文書の識別 

この文書は、日本ベリサインのサーティフィケーション・プラクティス・ステートメント

である。VTN 証明書は、正しい VTN 証明書のクラスに対応するオブジェクト識別子を含
む。従って、日本ベリサインは、本 CPSにオブジェクト識別子を割り当てていない。ポリ
シー・オブジェクト識別子は、本 CPS§7.1.6に従い使用される。 
 
1.3 コミュニティーおよび適用可能性 

本 CPSにより支配されるコミュニティーは、VTN内の日本ベリサインのサブドメインであ
る。VTNは、世界的な、多数の、一般のそして広く分布しているコミュニティーのコミュ
ニケーションと情報のセキュリティの様々な必要性を適合させる PKI である。日本ベリサ
インのサブドメインは、本 CPSにより支配される VTNの一部であり、本 CPSは日本ベリ
サインのサブドメインを支配する文書である。日本ベリサインのサブドメイン参加者の多

数は、日本ベリサインがサービスを提供する日本国内に所在する。 
 
1.3.1 認証機関 

認証機関という用語は、VTN内で証明書を発行する全ての組織に適用される包括的な用語
である。認証機関は、第一次認証機関と呼ばれる下位の発行者を包含する。第一次認証機

関は、3つのドメイン、即ち証明書の各クラスの基礎となる。各第一次認証機関は、米国ベ
リサインの組織である。現在、各クラスの証明書毎に 3 世代の米国ベリサイン第一次認証
機関（G1、G2および G3）が存在する。第一次認証機関の下位に属する認証機関は、利用
者または他の認証機関に証明書を発行する。日本ベリサインのサブドメイン内の認証機関

は、次の 2種類に分類される。（１）日本ベリサイン自身および（２）マネージド PKIカス
タマ。米国ベリサインは、全ての VTN 第一次認証機関を保持するプロセッシングセンター
で、日本ベリサインは、安全な認証機関ファシリティー内で自己および他者の認証機関を

保持するプロセッシングセンターである。 
 
日本ベリサインの認証機関は、全ての認証機関機能（登録機関の機能を含む）を果たすが、

マネージド PKI ライト・カスタマ、マネージド PKI for SSL カスタマおよびマネージド
PKI for SSL(プレミアム エディション)カスタマについては、これらの者が証明書申請に係
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る業務を限定された範囲内で遂行することを認めている。マネージド PKIカスタマは、VTN
内で認証機関となる。マネージド PKI カスタマは、プロセッシングセンターにバックエン
ド機能をアウトソースする一方で、登録機関の機能は自ら保持する。 
 
米国ベリサインが RSA Security Inc.から買収した RSAセキュア・サーバ認証機関は、ク
ラス 3 組織向け証明書とみなされるセキュア・サーバ ID を発行する。米国ベリサインは、
日本ベリサインのサブドメイン内で、RSAセキュア・サーバ認証機関をクラス 3認証機関
として承認しかつ指定する。RSA セキュア・サーバ認証機関が発行するセキュア・サーバ
IDは、他のクラス 3組織向け証明書と同等の信頼性についての保証を提供するものとみな
される。 
 
1.3.2 登録機関 

VTN内の日本ベリサインのサブドメイン内において、登録機関は、次の 3種類に分類され
る。（１）マネージド PKI ライト・カスタマ、（２）マネージド PKI for SSLカスタマ、お
よび（３）マネージド PKI for SSL(プレミアム エディション)カスタマ。そのほかの種類
の登録機関は、日本ベリサインの書面による事前の同意がある場合であって、かつ、これ

らの登録機関が、マネージド PKI テクノロジーと当該登録機関に用いられる技術との間の
差異を考慮して必要と認められる変更をなした上で更に適切な契約条件に従うことを条件

として、マネージド PKI カスタマに課せられる義務を充足する場合に認められる。登録機
関は、実在性の確認、証明書申請の承認・否認、証明書の取消し申請、および証明書更新

申請の承認・否認というフロント・エンド機能を果たすことで、認証機関を支援する。 
 
マネージド PKI ライト・カスタマは登録機関になり、日本ベリサインの認証機関がクライ
アント証明書を利用者に発行するための支援を行う。同様に、マネージド PKI for SSLカ
スタマおよびマネージド PKI for SSL(プレミアム エディション)カスタマはマネージド
PKI を利用する登録機関になり、RSA Secure Server CA、the VeriSign International 
Server CA – Class 3、その他同種の日本ベリサインの認証機関がセキュア・サーバ IDおよ
びグローバル・サーバ IDを発行するための支援を行う。 
 
1.3.3 エンド・エンティティ 

表 4は、日本ベリサインのサブドメイン内で提供される証明書のクラスとタイプを示す。 
 

クラス 被発行者 証明書が利用できる

サービス 
利用者のタイプ 

クラス 1 個人 リテール 全ての個人 
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クラス 被発行者 証明書が利用できる

サービス 
利用者のタイプ 

  マネージド PKI マネージド PKI カスタマに関係する個人
または関連する個人 

リテール 
 

全ての個人 クラス 2 個人 

マネージド PKI マネージド PKI カスタマに関係する個人
または関連する個人。 

リテール（現在提供

されていないが、将

来提供する可能性あ

り） 

全ての個人 個人 

管理者 管理者の役割を果たす個人（日本ベリサイ

ン、マネージド PKI カスタマまたは信用
される第 4 の当事者の代理人として証明
書または証明サービス管理機能を果たす、

信頼される者） 
リテール 次に例示するデバイスを管理する組織。 

・ ウェブ・サーバまたは負荷分散機器等

（セキュア・サーバ ID およびグロー
バル・サーバ ID） 

・ コードその他の内容をデジタル署名す

るデバイス 

クラス 3 

組織 

マネージド PKI 
 

複数のウェブ・サーバを管理する組織で、

当該組織の管理者がセキュア・サーバ ID
またはグローバル・サーバ IDの発行を承
認するもの。 
 

表 4 日本ベリサイン・サブドメイン内の利用者のタイプ 
 
認証機関は、技術的には、自己署名した証明書を自らに発行する第一次認証機関または上

位の認証機関から証明書を発行される認証機関の何れかであり、それ自体が証明書の利用

者である。しかしながら、本 CPS において、「利用者」とは、エンド・ユーザの利用者の
みを意味する。 
 
1.3.4 適用可能性 

本 CPSは、日本ベリサイン、カスタマ、リセラー、利用者および依拠当事者を含む、日本
ベリサインのサブドメイン参加者全てに適用される。本 CPSは、VTN内の日本ベリサイン
のサブドメインおよびVTNを支える日本ベリサインの中心的なインフラストラクチャに適
用される。本 CPSは、CPに記述されるクラス 1～3の証明書の日本ベリサイン・サブドメ
インにおける利用を規定する手続きを記載する。各クラスの証明書は、一般的に、CP§1.4
および本 CPS§1.1.1（表 2）に定める用途に適している。しかしながら、契約によりもし
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くは特定の環境下（企業内での利用等）では、VTN参加者は本 CPS§1.1.1および§1.3.4.1
で記述するものより高いセキュリティを必要とする目的で証明書を使用することができる。

ただし、かかる使用は、そのような使用をする組織内に限定され、本 CPS§2.2.1.2および
§2.2.2に従うことを条件とし、当該組織はかかる使用から発生する全ての損害について責
任を負うものとする。 
 
1.3.4.1 適切な用途  

適切な用途については、CP§1.4 および本 CPS§1.1.1（表 2）を参照。しかしながら、こ
れらは、全ての用途を記載することを意図しているものではない。個人向け証明書および

いくつかの組織向け証明書は、依拠当事者がデジタル署名を検証することを可能にする。

日本ベリサインのサブドメイン参加者は、適用される法律が許容する範囲で、取引が書面

によることを要求される場合、VTN証明書を参照することで検証可能なデジタル署名の付
されたメッセージその他の記録が有効であること、および当該メッセージその他の記録が

書面でなされ署名がされている場合と同等の執行可能性があることを確認し、同意する。

適用される法律に従い、デジタル署名または VTN証明書を参照してなされた取引は、VTN
証明書が発行される地理的場所またはデジタル署名が生成もしくは利用される地理的場所

にかかわらず、さらに認証機関もしくは利用者の営業場所の地理的所在地にかかわらず有

効である。 
 
1.3.4.2 制限される用途 

一般的に、VTN証明書は、多目的証明書である。VTN証明書は、全世界的にかつ世界中の
様々な依拠当事者間で相互利用することができる。VTN証明書の利用は、試験、金融サー
ビス・システム、仮想市場等の特定のビジネス環境に制限されるものではない。それにも

かかわらず、VTN証明書の利用は特定の環境下で認められ、カスタマがこれらの環境下で
証明書を利用する場合、さらに制限を課されることがある。しかしながら、日本ベリサイ

ン・サブドメイン参加者および他のサブドメインの参加者は、これらの環境下での上記の

制限を監視しあるいは強制する義務を負うものではない。 
 
上記にもかかわらず、一部の VTN証明書は機能上の制限がある。例えば、認証機関証明書
は、認証機関の機能以外の目的で利用することはできない。また、クライアント証明書は、

クライアントでの用途を意図しており、サーバまたは組織向け証明書として使用すること

はできない。さらに、デバイスに発行されるクラス 3 組織向け証明書はウェブ・サーバま
たは負荷分散機器（セキュア・サーバ IDおよびグローバル・セキュア・サーバ IDの場合）
での利用およびオブジェクトへの署名（オブジェクト・サイニング証明書の場合）の機能

に限定される。加えて、管理者証明書は管理者機能を果たす目的でのみ利用される。 
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また、X.509 Version 3 VTN 証明書に関しては、鍵用途エクステンション(key usage 
extension)は証明書の利用目的を技術的に限定することが意図されており、証明書中の公開
鍵に対応する秘密鍵は VTN内でそのために利用される。CP§7.1.2.1参照。さらに、利用
者証明書は、認証機関証明書として利用することはできない。この制限は、基本制約エク

ステンション(basic constraints extension)が存在しないことで確認される。CP§7.1.2.4を
参照。しかしながら、エクステンションに基づく制限の有効性は、日本ベリサイン以外の

者が製造または管理するソフトウェアの動作の影響を受ける。 
 
より一般的には、証明書は、適用される法律、特に輸出入管理法の認める範囲でのみ利用

されなければならない。 
 
1.3.4.3 禁止される用途 

VTN証明書は、危険な環境下における制御装置、機能停止が直接に死亡、身体障害、また
は深刻な環境被害をもたらす、フェイル・セーフ機能を必要とする核施設、航空・通信シ

ステム、航空管制、兵器管理システム等での利用または再販用に設計されているものでも、

意図されているものでも、また認められているものでもない。また、クラス 1 証明書は、
実在性の証明または実在性もしくは権限の否認防止を裏付けるものとして利用することは

できない。 
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1.4 連絡先 

1.4.1 管理部署 

日本ベリサインにおける本 CPSの管理部署の連絡先は以下のとおり。 
 
日本ベリサイン株式会社 
〒104－0028 中央区八重洲 2－8－1 法務部宛 
電話 03-3271-7012 
FAX  03-3271-7031 
practices@verisign.co.jp 
 
1.4.2 連絡窓口 

本 CPSについての質問は、次の宛先まで。 
日本ベリサイン株式会社 
〒104－0028 中央区八重洲 2－8－1 法務部宛 
電話 03-3271-7012 
FAX  03-3271-7031 
practices@verisign.co.jp 
 
1.4.3 本 CPS の適合性の決定 

本 CPS§1.4.1に記載の組織は、本 CPSおよび本 CPSを補充しまたはこれに従属する文書
が、CPまたは本 CPSに適合するかどうかの決定をする責任を有する。 
 

２. 総則 

 

2.1 義務 

2.1.1 認証機関の義務 

認証機関は本 CPS に記載されている特定の義務を履行する。本 CPS の規定は認証機関の
各カテゴリー、すなわち、日本ベリサイン（プロセッシングセンターまたはサービスセン

ターとしての役割において）およびマネージド PKIカスタマのそれぞれの義務を特定する
ものである。 
 

さらに、日本ベリサインは、利用規約および依拠当事者規約が、日本ベリサインのサブド

メイン内において利用者および依拠当事者を拘束することを確保するため、商業的に合理

的な努力をするものとする。当該努力には、申込の条件として利用規約への同意を要求す

ること、証明書ステータス情報を受領する条件として依拠当事者規約への同意を要求する

ことが含まれるが、これに限られない。 
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同様に、リセラー（契約により要求される場合）は、 日本ベリサインから課される要件に
従い、利用規約および依拠当事者規約を使用しなければならない。日本ベリサインおよび

リセラーが用いる利用規約および依拠当事者規約は、本 CPS の§2.2 から 2.4 に定める規
定を含むものでなければならない。 
 
マネージド PKI カスタマは、独自の利用規約を使用することができる（使用することを要
求されるものではないが）。独自の利用規約を使用するマネージド PKIカスタマは、本 CPS
の§2.2 から 2.4 に定める規定を当該利用規約に含めなければならない。マネージド PKI
カスタマが独自の利用規約を使用しない場合は、日本ベリサインの利用規約が適用される。 
 

2.1.2 登録機関の義務 

登録機関は、確認機能を履行し、証明書申請を承認もしくは拒絶し、証明書の取消しを申

請し、または証明書の更新を承認することにより、プロセッシングセンターまたはサービ

スセンターを支援する。本 CPS の規定は、登録機関のそれぞれのカテゴリー、すなわち、
マネージド PKIライト・カスタマ、マネージド PKI for SSLカスタマおよびマネージド PKI 
for SSL(プレミアム エディション)カスタマについて、それぞれの義務を定めるものである。 
 
2.1.3 利用者の義務 

CP における利用者の義務は、本 CPS を通じ、日本ベリサインによって承認された利用規
約により、日本ベリサインのサブドメイン内において利用者に適用される。日本ベリサイ

ンのサブドメイン内において効力を有する利用規約は、次のサイトにて閲覧することがで

きる。 
https://www.verisign.co.jp/repository/index.html 
  
証明書申請者は、日本ベリサインのサブドメイン内において、利用規約により、証明書申

請に関する完全かつ正確な情報を提供するとともに、証明書を取得する条件として、適用

される利用規約についての明白な同意を行うことが要求される。 
 
CP および本 CPS に定める特定の義務は、日本ベリサインのサブドメイン内において、利
用者に適用される。利用者は、利用規約に基づき、本 CPS§1.3.4に従って証明書を使用し
なければならず、また、利用者の秘密鍵を本 CPSの§6.1、6.2および 6.4に従い保護しな
ければならない。万一、利用者の秘密鍵が危殆化したことを発見したか、そう信ずるに足

る理由が生じた場合、または、その秘密鍵を保護する起動データもしくは証明書中の情報

が不正確であるか変更されたという事態が生じた場合には、利用者は、利用規約に従い、

直ちに、次の措置をとらなければならない。すなわち、 
・ 利用者の証明書申請を承認した主体、すなわち、認証機関または登録機関に対し、本
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CPS§4.4.1.1 に従い当該事態が生じた旨を通知するとともに、本 CPS§3.4、4.4.3.1
に従い当該証明書の取消しを請求しなければならず、かつ、 

・ 利用者において、当該利用者の証明書をサポートするサービスもしくは当該証明書を参

照することで検証可能なデジタル署名に依拠しまたはこれらを提供するものと合理的

に予測しうる者に対し、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。 
 

利用者は、利用規約に従い、本 CPS§6.3.2に定める鍵の使用期間の満了時に、その秘密鍵
の使用をやめなければならない。 
 
利用規約は、利用者が、米国ベリサインの書面による事前の承諾がない限り、VTNの技術
的な実装について、調査し、妨害し、またはリバースエンジニアリングを行ってはならな

いこと、並びに、利用者が VTNのセキュリティを危殆化させるような行為を意図的に行っ
てはならないことを定める。 
 
2.1.4 依拠当事者の義務 

CP における依拠当事者の義務は、本 CPS を通じ、日本ベリサインの依拠当事者規約によ
り、日本ベリサインのサブドメイン内において依拠当事者に適用される。日本ベリサイン

のサブドメイン内において効力を有する依拠当事者規約は、次のサイトにて閲覧すること

ができる。 
http://www.verisign.co.jp/repository/rpa/index.html 
 
依拠当事者規約は、日本ベリサインのサブドメイン内において、依拠する行為を行う前に、

依拠当事者が、与えられた目的のために証明書を使用することが適当であるか否かを独自

に評価した上で、証明書が実際に適切な目的に使用されるものであるか否かを決定しなけ

ればならないことを定める。依拠当事者規約は、日本ベリサイン、認証機関および登録機

関が、証明書の使用の適切性を評価する責任を負わないことを定める。依拠当事者規約は、

依拠当事者が証明書を本 CPS§1.3.4.2の制限を越えて利用してはならないこと、および本
CPS§1.3.4.3で禁止されている目的で使用してはならないことを、特に定める。 
 
依拠当事者規約は、更に、デジタル署名の検証または依拠当事者が希望する他の暗号に関

連する操作を行うために、適切なソフトウェアおよびハードウェアを利用する義務がある

ことを、そのような操作に関連して証明書に依拠するための条件として定める。当該操作

は、証明書チェーンを特定すること、当該証明書チェーン中の全ての証明書のデジタル署

名を検証することを含む。依拠当事者規約の下では、依拠当事者はそれらの検証手続が成

功しない限り、証明書に依拠してはならない。 
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依拠当事者規約は、更に、本 CPS§4.4.10および 4.4.12に従い、その証明書チェーン中の
全ての証明書と同様に、依拠当事者が依拠しようとする証明書のステータスを依拠当事者

が確認する必要があることを定める。もし、証明書チェーン中のいずれかの証明書が取消

されている場合、依拠当事者は、依拠当事者規約に従い、利用者証明書または証明書チェ

ーン中の他の取消された証明書に関し、依拠してはならない。 
 
最後に、依拠当事者規約は、依拠当事者規約への同意が、証明書を使用または依拠するた

めの条件であることを定める。利用者でもある依拠当事者は、本条に定める依拠当事者の

義務に拘束されるほか、利用規約に同意することにより保証の制限および責任の制限の各

規定にも拘束されるものである。 
 
依拠当事者規約は、前述の全ての確認が成功した場合に、依拠当事者が証明書に依拠する

ことができるが、当該証明書への依拠は具体的状況に応じて合理的なものであることを要

する旨を定める。具体的状況により追加的な保証が必要と認められる場合には、依拠当事

者は依拠することが合理的とみなされるために必要な追加の保証を得なければならない。 
 
依拠当事者規約は、依拠当事者が、米国ベリサインの書面による事前の承諾がない限り、

VTNの技術的な実装について、調査し、妨害し、またはリバースエンジニアリングを行っ
てはならないこと、並びに、利用者が VTNのセキュリティを危殆化させるような行為を意
図的に行ってはならないことを定める。 
 
2.1.5 リポジトリの義務  

日本ベリサインは、自己の認証機関およびマネージド PKI カスタマの認証機関のため、リ
ポジトリの機能を果たす責めを負う。日本ベリサインは本 CPS§2.6の定めるところに従い、
表 5に定めるリポジトリにおいて、発行した証明書を公表しなければならない。 
  

認証機関 認証機関を代理し

て証明書を発行 
する機関 

対応する 
リポジトリ 

全ての日本ベリサインの認証

機関 
日本ベリサイン 日本ベリサインのリポジトリ 

マネージド PKIカスタマ 日本ベリサイン 
米国ベリサイン 

日本ベリサインのリポジトリ 
米国ベリサインのリポジトリ 

表 5 認証機関のタイプ別に適用されるリポジトリ 
 
利用者証明書の取消しがあった場合、日本ベリサインは直ちに当該取消しの通知について

表 5 に定めるリポジトリにおいて公表する。日本ベリサインは、本 CPS§2.6、4.4.9 およ
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び 4.4.11 に従い、日本ベリサインのサブドメイン内で、自己の認証機関、サービスセンタ
ーの認証機関およびマネージド PKI カスタマに関する証明書失効リストを発行する。これ
に付加して、オンライン証明書ステータス・プロトコールサービス（以下「OCSP」という）
の契約をしているマネージド PKIカスタマのために、日本ベリサインは本 CPS§2.6、4.4.9
および 4.4.11に従い、OCSPサービスを提供する。 
 
2.2 責任 

2.2.1 認証機関の責任 

日本ベリサインのサブドメイン内における、日本ベリサインとリセラーおよびそれらのそ

れぞれのカスタマとの間の保証、保証の制限、責任の制限は、それらの間の契約によって

定められるところによる。本 CPS§2.2.1は、ある認証機関（ベリサインおよびマネージド
PKI カスタマ）が、自己から証明書を受領した利用者および依拠当事者に対しなす保証お
よび保証の制限並び責任の制限に関するものである。 
日本ベリサインは、本 CPS§2.1.1に従い、利用規約および依拠当事者規約を使用する。要
求される場合、リセラーはこれらの契約を使用しなければならない。マネージド PKI カス
タマは利用規約を使用することについての選択権を有する。上記の利用規約は、リセラー

の場合、日本ベリサインにより課される要件に応じたものでなければならない。利用規約

が保証、保証の制限および責任の制限に関する規定を含むものでなければならないという

要件は、利用規約を使用するマネージド PKI カスタマおよびリセラーにも適用される。日
本ベリサインは、自己の利用規約においても当該要件を忠実に遵守する。日本ベリサイン

の依拠当事者規約中における保証、保証の制限および責任の制限に関する取扱は、日本ベ

リサインに適用される。依拠当事者に対して適用される条項は、利用者がしばしば依拠当

事者としての行為を行うこともあるため、依拠当事者規約に加え、利用規約にも含まれて

いることに留意されたい。 
 
2.2.1.1 利用者および依拠当事者に対する認証機関の保証 

日本ベリサインの利用規約および他の利用規約は、利用者に対する次の保証を含むもので

ある。 
・ 証明書に記載される事実には、証明書申請を承認する主体または証明書を発行する主体

が知り、またはそこから生じる重要な不実の記載は存在しないこと 
・ 証明書中の情報には、証明書申請を承認する主体または証明書を発行する主体が、証明

書申請の取扱または証明書の生成過程において合理的注意を用いることを怠ったこと

により生じた誤りが存在しないこと 
・ 証明書が本 CPSに定める全ての重要な要件に合致していること、および 
・ 取消しサービスおよびリポジトリの使用が本 CPS に定めるところに、重要な点におい
て全て合致していること 
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日本ベリサインの依拠当事者規約は、証明書に合理的に依拠する依拠当事者に対し、次のよ

うな保証を含むものである。 
・ 証明書に含まれ、または引用することにより当該証明書の一部となる全ての情報が、証

明書発行時において未検証の利用者情報を除き、正確であること 
・ 日本ベリサインのリポジトリに公表されている証明書の場合、当該証明書が、当該証明

書において利用者と表記されている個人または組織に対して発行され、当該利用者が本

CPS§4.3に従い当該証明書を受領したこと、および 
・ 証明書申請を承認する主体または証明書を発行する主体が、当該証明書を発行する時点

において、本 CPSを実質的に遵守していたこと 
これらの保証に加え、日本ベリサインの NetSureSMプロテクション・プランは、日本ベリ

サインのサブドメイン内において、日本ベリサインの NetSureSMプロテクション・プラン

に従い証明書を取得した利用者に対し保証を与えるものである。この追加保証は、利用者

が依拠当事者としての行為を行う場合の、利用者の行為を保険で保証するものである。日

本ベリサインの NetSureSMプロテクション・プランに関するより詳細な情報については、

本 CPSの§1.1.2.2.3を参照されたい。 
 
2.2.1.2 認証機関の保証の制限 

適用される法律上許される範囲内において、日本ベリサインの利用規約および依拠当事者

規約並びに他の利用規約は、商品性および特定目的への適合性を含む、日本ベリサインの

その他一切の保証を否定する。 
 
2.2.1.3 認証機関の責任の制限 

適用される法律上許される範囲内において、日本ベリサインの利用規約および依拠当事者

規約および他の利用規約は、日本ベリサインの責任を制限するものである。日本ベリサイ

ンは、間接損害、特別損害、付随的損害および結果的損害に関しては何らの責めをも負わ

ない。また、日本ベリサインがある特定の証明書に関して負うことあるべき損害賠償額の

上限は次のとおりである。 
 

表６ 損害賠償額の上限 

クラス 損害賠償額の上限 

クラス１ 100 米ドル相当円 

クラス２ 5,000米ドル相当円 

クラス３ 100,000米ドル相当円 
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[注] 表 6 に定める損害賠償額の上限は、日本ベリサインの NetSureSMプロテクション・

プランにより賠償を受けられるもの以外の損害賠償金の上限である。日本ベリサインの

NetSureSM プロテクション・プランに定める支払金額は、当該プランの定めるところによ

る。日本ベリサインの NetSureSMプロテクション・プランに基づく異なる種類の証明書に

関する損害賠償額の上限は、金 1,000 米ドル相当円から金 100 万米ドル相当円の範囲であ
る。より詳細なことは次のサイトにて閲覧可能である。 
http://www.verisign.co.jp/repository/netsure/summary.html 
 
2.2.1.4 不可抗力 

適用される法律上許される範囲内において、日本ベリサインの利用規約および依拠当事者

規約並びに他の利用規約は、日本ベリサインを保護する不可抗力条項を含むものである。 
 
2.2.2 登録機関の責任 

登録機関と、その証明書発行を支援する認証機関または関係するリセラーとの間の保証、

保証の制限、責任の制限は、それらの間の契約によって定められるところによる。 
マネージド PKIライト・カスタマ、マネージド PKI for SSLカスタマ、マネージド PKI for 
SSL(プレミアム エディション)カスタマは、独自の利用規約および依拠当事者規約を使用
しない。これらのカスタマについては、日本ベリサインの利用規約および依拠当事者規約

が適用される。 
 
2.2.3 利用者の責任 

2.2.3.1 利用者の保証 

日本ベリサインの利用規約においては、利用者は次の事項を保証することを要する。 
・ 証明書に記載される公開鍵に対応する秘密鍵を用いて生成するそれぞれのデジタル署

名が、利用者のデジタル署名であり、デジタル署名を生成する時点において、証明書が

受領され、有効なものであること（有効期間が満了しておらず、取消しされてもいない

こと） 
・ 利用者の秘密鍵については、権限を付与された者以外の何人もアクセスしたことがない

こと 
・ 利用者が証明書申請に際し行った表明が真実であること 
・ 利用者によって提供され、証明書に記載されている全ての情報が真実であること 
・ 証明書が、正当で合法的な目的のためにのみ、かつ、本 CPS を遵守した態様によって
のみ、使用されていること 

・ 利用者が、エンド・ユーザの利用者であって認証機関でなく、また、証明書に記載され
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た公開鍵に対応する秘密鍵を、認証機関としてであるかどうかを問わず、証明書または

証明書失効リストに、デジタル署名をする目的で使用していないこと 
 
他の利用規約も同様にこれらの要件を含むものとする。 
 
ただし、利用者の証明書申請がマネージド PKIカスタマによって、マネージド PKIキーマ
ネージメントを用いて承認された場合においては、利用者は、権限のない者が利用者のハ

ードウェア／ソフトウェアのプラットフォームにおいて秘密鍵のコピーにアクセスしたこ

とがないことのみを保証する。当該利用者は、マネージド PKIカスタマがマネージド PKI
キーマネージメントを用いて保有する秘密鍵のコピーに関しては何らの保証をも行わない。 
 
2.2.3.2 秘密鍵の危殆化 

CPは、利用者の秘密鍵の保護に関する VTNスタンダードを定めており、それは本 CPS§
6.2.7.1 により、利用規約に含まれる。利用規約は、当該 VTN 基準に従うことを怠った利
用者は当該懈怠により生じたあらゆる損害について単独で責任を負うことを定める。 
 
2.2.4 依拠当事者の責任 

利用規約および依拠当事者規約において、依拠当事者が証明書中の情報につき依拠すべき

範囲を決定するために必要十分な情報を受領していること、および当該証明書中の情報に

ついて依拠するか否かを決定することに関しては依拠当事者のみが責任を負うこと、並び

に本CPS§2.1.4に定める依拠当事者の義務の履行を怠った結果についての法的責任を依拠
当事者が負うことを認識し確認することを規定する。 
 
2.3 財政的責任 

2.3.1 利用者および依拠当事者による補償 

2.3.1.1 利用者による補償 

適用される法律上許される範囲内において、日本ベリサインの利用規約および他の利用規

約において、利用者が日本ベリサインおよび非日本ベリサイン認証機関または登録機関に

対し、次の事由により生じた損害を補償することを規定しなければならない。 
・ 利用者の証明書申請について利用者が虚偽または不実の表明を行った場合 
・ 利用者が証明書申請に関する重要な事実を開示することを怠った場合で、不実の表明ま

たは事実を開示しないことが懈怠または関係者を欺く意図をもってなされたとき 
・ 利用者が利用者の秘密鍵の保護、信頼すべきシステムの使用、またはその他利用者の秘

密鍵の危殆化、喪失、開示、変更もしくは権限のない使用を防ぐために必要な措置をと

ることを怠った場合 
・ 利用者が第三者の知的財産権を侵害するような名称（コモン・ネーム、ドメイン・ネー
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ムまたは電子メールアドレスを含むがこれに限られない）を使用した場合 
 
2.3.1.2 依拠当事者による補償 

適用される法律上許される範囲内において、日本ベリサインの利用規約および依拠当事者

規約並びに他の利用規約において、依拠当事者が日本ベリサインおよび非日本ベリサイン

認証機関または登録機関に対し、次の事由により生じた損害を補償することを規定しなけ

ればならない。 
・ 依拠当事者が依拠当事者としての義務の履行を怠った場合 
・ 依拠当事者による証明書の依拠が特定の状況下において合理的でない場合 
・ 依拠当事者が、依拠しようとする証明書につき、有効期間が満了し、または取消しされ

ているか否かを決定するために証明書のステータスを確認するのを怠った場合 
 
2.3.2 信認関係 

適用される法律上許される範囲内において、日本ベリサインの利用規約および依拠当事者

規約並びに他の利用規約は、日本ベリサインまたは非日本ベリサイン認証機関もしくは登

録機関を一方当事者とし、利用者または依拠当事者を他方当事者とする信認関係の存在を

認めておらず、日本ベリサインまたは非日本ベリサイン認証機関もしくは登録機関は当該

関係の存在を前提とする一切の義務を負わない。 
 
2.3.3 管理手続 

マネージド PKI カスタマは、利用者および依拠当事者に対する責任を合理的に負担するこ
とができるよう、自己の運用と義務の履行を維持するに足る十分な財源を有しなければな

らない。マネージド PKI カスタマは、更に、過失および怠慢に備えるため商業的に適切な
水準の賠償責任保険を付保しなければならない。当該保険は、保険会社と締結するか、自

家保険とするかを問わない。保険に関する上記の要求は、政府機関には適用されない。日

本ベリサインはこのような賠償責任保険を付保している。 
 
2.4 解釈と強制執行 

2.4.1 準拠法 

適用される法律上の制限に従い、本 CPSの執行力、解釈および有効性については、契約そ
の他法律の選択についての規定にかかわらず、又日本における商業的な関連を立証するこ

となく、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。当該準拠法に関する規定は、日本

ベリサインのサブドメインの参加者全てについて、当該参加者の所在地にかかわらず、統

一的手続および解釈を確保するために行われるものである。 
 
上記の準拠法規定は、本 CPSに限って適用されるものである。本 CPSを参照することで、
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本 CPSをその一部として締結される契約は、これと異なる準拠法に関する定めを行うこと
ができるものとする。ただし、この§2.4.1の規定は、当該契約のその他の条項とは別に、
適用される法律の制限に従い、本 CPSの執行力、解釈および有効性を支配する。 
 
本 CPSは、ソフトウェア、ハードウェア、技術情報の輸出入に関する制限を含む国内外の
法律、法令、規則、命令に従う。 
 
2.4.2 分離可能性条項、残存規定条項、完全合意条項、通知条項 

適用される法律上許される範囲内において、日本ベリサインの利用規約および依拠当事者

規約並びに他の利用規約は、分離可能性条項、残存規定条項、完全合意条項および通知条

項を有するものでなければならない。分離可能性条項は、ある特定の規定の無効または執

行不可性が他の条項に影響を及ぼさないことを定めるものである。残存規定条項は、契約

の解除または期間満了にかかわらず効力を有し続ける規定を特定するものである。完全合

意条項は、契約の対象となっている事柄に関し、当該契約が了解する事項の全てを含む完

全な合意であることを定めるものである。通知条項は、当事者が他方当事者に対して通知

を行う際にどのようにするかを定めるものである。 
 
2.4.3 紛争解決手続 

2.4.3.1 日本ベリサインとカスタマとの間の紛争 

日本ベリサインとカスタマの間の紛争については、両者間の契約において定める規定に従

い解決するものとする。 
 
2.4.3.2 日本ベリサインと利用者または依拠当事者との間の紛争 

適用される法律上許される範囲内において、ベリサインの利用規約および依拠当事者規約

並びに他の利用規約は、紛争解決条項を有するものでなければならない。当該条項におい

て、東京地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とする旨を定めるものとする。 
 
2.5 料金 

2.5.1 証明書発行または更新の手数料 

日本ベリサインおよびカスタマは、利用者に対し、証明書の発行、管理および更新に関し、

手数料を請求することができる。 
 
2.5.2 証明書のアクセス手数料 

日本ベリサインおよびカスタマは、証明書をリポジトリに置くかまたは他の方法により、

依拠当事者がこれを利用することができるようにする対価としての手数料を請求しない。 
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2.5.3 取消しまたはステータス情報のアクセス手数料 

日本ベリサインは、本 CPS§4.4.9により要求される証明書失効リストをリポジトリに置く
かまたは他の方法により、依拠当事者がこれを利用することができるようにする対価とし

ての手数料を請求しない。ただし、日本ベリサインは、特別に設定された証明書失効リス

ト、OCSP サービス、または他の付加価値のある取消し情報・ステータス情報サービスに
関しては手数料を請求する。日本ベリサインの書面による事前の明示的な同意がない限り、

証明書ステータス情報を活用する製品または役務を提供する第三者は、取消し情報、証明

書ステータス情報またはリポジトリ内のタイム・スタンプに対するアクセスをすることは

できない。 
 
2.5.4 ポリシー情報等の他のサービスの手数料 

日本ベリサインは、CP または本 CPS に対するアクセスに関し手数料を請求しない。書面
の単純な閲覧以外の目的、例えば複製、再配布、変更または派生的書面の作成等を目的と

する利用については、当該書面の著作権を有する者とのライセンス契約を締結することを

条件とする。 
 
2.5.5 返金制度 

日本ベリサインのサブドメイン内において、次の返金制度

（http://www.verisign.co.jp/repository/refund/index.html）が適用される。 
 
日本ベリサインは、証明書業務の運用および証明書の発行において、厳格な実務と方針を

厳守し、これに従います。しかしながら、理由の如何を問わず、利用者が自己に発行され

た証明書について十分に満足しない場合、利用者は日本ベリサインに対して、発行から 
30 日以内に証明書を破棄し、利用者に払戻しをするよう要請することができます。利用者
または利用者の証明書に関して、本 CPSまたは NetSureSMプロテクション・プランに基づ

く保証またはその他の重大な義務に日本ベリサインが違反した場合には、その最初の 30日
の期間後も、利用者は、日本ベリサインに対し、証明書を破棄し、払戻しをするよう要請

することができます。日本ベリサインは、利用者の証明書を破棄した後、速やかに、証明

書に支払われた申請料の全額を、証明書の料金がクレジット・カードで支払われた場合に

は利用者のクレジット・カードへの返金により、その他の方法による場合には、利用者の

指定する銀行口座への振込みにて利用者に償還します。利用者が払戻しを要請する場合は、

日本ベリサインカスタマサポート 044-520-7210に連絡ください。この払戻制度は、利用者
にとっての唯一の救済方法ではなく、また利用者がよることのできる他の救済方法を制限

するものではありません。 
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2.6 公表およびリポジトリ 

2.6.1 認証機関情報の公表 

米国ベリサインは次の事項に関するリポジトリの機能につき責任を負う。 
・ VTN をサポートする米国ベリサインのパブリック第一次認証機関（PCA）および米国
ベリサインのインフラストラクチャ認証機関／管理認証機関 

 
日本ベリサインは、次の事項に関する責任を負う。 
・ 日本ベリサインのインフラストラクチャ認証機関／管理認証機関のレポジトリーの機

能、および 
・ VTN の日本ベリサインのサブドメイン内において証明書を発行する、日本ベリサイン

の認証機関およびマネージド PKIカスタマの認証機関 
 

日本ベリサインは、米国ベリサイン VTN CP、本 CPS、利用規約および依拠当事者規約を、
日本ベリサインのウェブ・サイトのリポジトリ

(http://www.verisign.co.jp/repository/index.html)において公表する。 
 
米国ベリサインまたは日本ベリサインは、表７に従って、証明書を公表する。 
  

証明書の種類 
 

公表の要件 

米国ベリサイン第一次認証機関および米

国ベリサイン中間認証機関ルート証明書 
現在のブラウザ・ソフトウェアに含まれ、下

記のクエリー機能を通じて利用者証明書と

共に取得できる証明書チェーンの一部とし

て、依拠当事者に利用可能 
日本ベリサイン中間認証機関証明書 下記のクエリー機能を通じて利用者証明書

とともに取得可能な証明書チェーンの一部

として、依拠当事者に利用可能 
日本ベリサイン認証機関証明書で、マネー

ジド PKI ライト証明書およびマネージド
PKI カスタマの認証機関証明書をサポー
トするもの 

directory.verisign.co.jp の日本ベリサイン
LDAPディレクトリ・サーバにおけるクエリ
ーを通じて利用可能 

日本ベリサイン OCSP レスポンダー証明
書 

directory.verisign.co.jp の日本ベリサイン
LDAPディレクトリ・サーバにおけるクエリ
ーを通じて利用可能 

利用者証明書 directory.verisign.co.jpのベリサインLDAP
ディレクトリ・サーバにおけるクエリーを通

じて利用可能、 
また、directory.verisign.com の米国ベリサ

イン LDAP ディレクトリ・サーバにおける
クエリーを通じても利用可能 
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マネージド PKI カスタマを通じて発行さ
れた利用者証明書 

上記のクエリー機能を通じて利用可能なも

のとするが、マネージド PKI カスタマの判
断により、証明書は当該証明書のシリアル・

ナンバーを通じた検索を通してのみアクセ

スすることができるものとされうる。 
表７ 証明書の公表の要件 
 
日本ベリサインは証明書ステータス情報を本 CPS§4.4.11に従い、公表する。 
 
2.6.2 公表の頻度 

本 CPSの最新版は、本 CPS§8に従い、公表される。利用規約および依拠当事者規約の最
新版は必要に応じ公表される。証明書は、発行後直ちに公表される。証明書ステータス情

報は本 CPS§4.4.9および 4.4.11に従い公表される。 
 
2.6.3 アクセス・コントロール 

日本ベリサインのウェブ・サイトのリポジトリ部分に公表される情報は、公にアクセス可

能なものである。当該情報に対する閲覧だけのアクセスは制限されないものとする。日本

ベリサインは、証明書、証明書ステータス情報または証明書失効リストにアクセスする条

件として、それらにアクセスする者に対し、依拠当事者規約への同意を要求する。日本ベ

リサインは、リポジトリの記載事項について、権限のない者による追加、抹消または変更

を防止するための論理的および物理的なセキュリティの手段を講じている。 
 
2.6.4 リポジトリ 

本 CPS§2.1.5参照。 
 
2.7 準拠性監査 

日本ベリサインのデータ・センターの運用および日本ベリサインのパブリックおよびマネ

ージド PKI 認証機関サービスをサポートするキーマメージメントの運用に関しては、年次
の SAS70タイプ２監査が行われる。カスタマが特定した認証機関は、カスタマが要求しな
い限り、日本ベリサインの運用に関する監査の一環としては、特段の監査を受けない。日

本ベリサインは、マネージド PKI カスタマに対し、本 CPS§2.7 に従い準拠性監査および
これらのカスタマのタイプに応じた監査プログラムを受けることを要求することができる。 
 
これらの準拠性監査に加えて、日本ベリサインは、VTN内の日本ベリサインのサブドメイ
ンの信頼性を確保するため、次に例示する審査および調査を行うことができる。 
・ 日本ベリサインまたはその権限ある代理人は、その判断により、監査対象機関が VTN
スタンダードを充足しない場合、事故または危殆化に遭遇したか、または VTNのセキ
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ュリティもしくは完全性を実際上または潜在的に脅かすような作為または不作為があ

ると信ずべき理由がある場合には、日本ベリサイン自身またはカスタマについて、「緊

急監査または調査」を行うことができる。 
・ 日本ベリサインまたはその権限ある代理人は、準拠性監査または通常のビジネスにおけ

る全体的リスク・マネージメント・プロセスにおいて、不完全または例外的な事由が発

見された場合には、日本ベリサイン自身またはカスタマについて、「追加的リスク・マ

ネジメント・レビュー」を行うことができる。 
日本ベリサインまたはその権限ある代理人は、これらの監査、審査および調査を第三者の

監査法人に対し委任することができる。監査、審査または調査の対象である機関は、日本

ベリサインおよび監査、審査または調査を行う要員に、合理的な協力を行うものとする。 
 
2.7.1 準拠性監査の頻度 

準拠性監査は、監査対象機関の費用負担により、基本的に年１回実行される。 
 
2.7.2 監査人の資格 

日本ベリサイン認証機関準拠性監査は、次のような監査法人により遂行される。 
・ 公開鍵インフラストラクチャ技術、情報セキュリティツールおよび技術、セキュリティ

監査並びに第三者証明機能に深い知識を有すること 
・ 米国公認会計士協会（AICPA）または同様の組織から認定されたもので、特定の技術の
保有に加え、専門家同士の審査、能力テスト、業務に対する適正なスタッフの配置に関

する基準といった品質を保証する手段、並びに継続的な職業教育の要件を備えているこ

と。 
 
2.7.3 監査人の監査対象の当事者との関係 

日本ベリサインの運用についての準拠性監査は、日本ベリサインとは独立の監査法人によ

って遂行される。 
 
2.7.4 監査対象項目 

日本ベリサインの年次の SAS70タイプ 2監査の範囲は、認証機関の環境コントロール、鍵
管理の運用およびインフラストラクチャ並びに管理認証機関の管理を含むものである。 
 
2.7.5 欠陥の結果としてとられる措置 

日本ベリサインの運用に関する準拠性監査に関し、重大な例外または欠陥が当該準拠性監

査において指摘された場合、とるべき措置が決定される。当該決定は、監査人からの指摘

を受けて、日本ベリサインの経営陣によりなされる。日本ベリサインの経営陣は、修正ア

クションプランの策定および実施につき責任を負う。もし、日本ベリサインが、当該例外
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または欠陥がVTNのセキュリティもしくは完全性に対する直接的な脅威を示すものである
と決定した場合には、修正アクションプランは 30日以内に策定され、商業的に合理的な期
間内に実施される。これよりも深刻度の低い例外または欠陥については、日本ベリサイン

の経営陣は、当該事由の意義について評価し、適切な措置を決定する。 
 
2.7.6 結果の伝達 

日本ベリサインの運用に関する準拠性監査の結果は、日本ベリサインの経営陣の任意の判

断により公開される。 
 
2.8 秘密性およびプライバシー 

日本ベリサインは、CP§9.4.1に従い、プライバシー・ポリシーを実施しており、当該ポリ
シーは、次のサイトにて閲覧可能である。 
http://www.verisign.co.jp/repository/privacy/privacy_statement.html 
 
2.8.1 秘密に保持される情報の種類 

利用者の次の記録については、本 CPS§2.8.2の定めるところに従い、秘密に保持される（以
下「秘密情報」という）。 
・ 認証機関申請記録（承認、不承認を問わない） 
・ 証明書申請記録（本 CPS§2.8.2の定めるところに従う） 
・ マネージド PKIキーマネージメントを用いて、マネージド PKIカスタマが保有する秘
密鍵および当該秘密鍵を回復させるために必要な情報 

・ 処理記録（全部の記録および監査証跡記録の双方を含む） 
・ 米国ベリサイン、日本ベリサインまたはカスタマにより生成または保有されている

VTN監査証跡記録 
・ 日本ベリサインまたはその担当監査人（内部監査人であるか外部監査人であるかを問わ

ない）によって作成生成された日本ベリサインの監査記録 
・ 偶発事故に対する計画および災害復旧計画、並びに 
・ 日本ベリサインのハードウェアおよびソフトウェアの運用並びに証明書サービスおよ

び申請サービスの管理を制御するセキュリティの手段 
 
2.8.2 秘密とみなされない情報の種類 

日本ベリサインのサブドメインの参加者は、証明書、証明書取消しおよび他のステータス

情報、日本ベリサインのリポジトリ並びにそれらに含まれている情報が秘密情報であると

みなされないことを承諾する。本 CPS§2.8.1により明示的に秘密とみなされる情報以外の
情報については、秘密ともプライベートともみなされない。本条は、適用される個人情報

保護法規に従う。 
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2.8.3 証明書取消し・停止情報の開示 

本 CPS§2.8.2参照。 
 
2.8.4 法執行機関への開示 

日本ベリサインのサブドメインの参加者は、日本ベリサインが裁判上、行政上または他の

法的手続きに対応するために開示が必要であると誠実に判断する場合には、日本ベリサイ

ンが秘密情報について開示する権利を有することを承諾する。本条は、適用される個人情

報保護法規に従う。 
 
2.8.5 民事事件の開示手続の一部としての開示 

日本ベリサインのサブドメインの参加者は、日本ベリサインが裁判上、行政上または他の

法的手続に対応するために開示が必要であると誠実に判断する場合には、日本ベリサイン

が秘密情報について開示する権利を有することを承諾する。本条は、適用される個人情報

保護法規に従う。 
 

2.8.6 保有者の要求による開示 

日本ベリサインのプライバシー・ポリシーは、秘密情報につき、当該情報を日本ベリサイ

ンに開示した者に対する開示についての規定を含むものである。本条は、適用される個人

情報保護法規に従う。 
 
2.8.7 他の情報開示に関する状況 

適用なし。 
 
2.9 知的財産権 

利用者および依拠当事者を除く、日本ベリサインのサブドメインの参加者間での知的財産

権の割当は、日本ベリサインのサブドメインの参加者間での契約により定められる。本 CPS
§2.9以下の各項は、利用者と依拠当事者に関する知的財産権について適用される。 
 
2.9.1 証明書および取消し情報に関する財産権 

認証機関は、自己が発行した証明書および証明書取消し情報に関する全ての知的財産権を

留保する。日本ベリサインおよびカスタマは、証明書を複製し、配布することを、非独占

かつ使用料無料で認めるが、当該複製はそれら全ての情報を完全な形で複製するものでな

ければならず、かつ、当該証明書の使用は当該証明書において引用される依拠当事者規約

に従うものでなければならない。日本ベリサインおよびカスタマは、適用される依拠当事

者規約および他の適用される契約の定めるところに従い、依拠当事者機能を果たすため証
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明書取消し情報を使用することを認める。 
 
2.9.2 本 CPS に関する財産権 

日本ベリサインのサブドメインの参加者は、日本ベリサインが本 CPSに関する全ての知的
財産権を留保することを承諾する。 
 
2.9.3 名称に関する財産権 

証明書申請者は、証明書申請に含まれる商標、サービス・マーク、商号並びに証明書申請

者に発行される証明書中の識別名(distinguished name)に関する全ての権利を留保する。 
 
2.9.4 鍵および鍵のデータに関する財産権 

認証機関および利用者証明書に対応する鍵ペアは、それらが保管および保護されている物

理的媒体の如何にかかわらず、当該証明書におけるサブジェクトとなっている認証機関お

よび利用者が保有するものであり、マネージド PKIカスタマがマネージド PKIキーマネー
ジメントを使う権利を除き、当該鍵ペアに係る全ての権利は当該認証機関および利用者に

帰属する。前記にかかわらず、全ての第一次認証機関公開鍵および自己署名証明書を含む

米国ベリサインのルート公開鍵およびそれを含むルート証明書については、米国ベリサイ

ンに帰属する。米国ベリサインは、ソフトウェアおよびハードウェア製造者に対し、信頼

できるハードウェア・デバイスおよびソフトウェア上に当該ルート証明書のコピーを置く

ために、当該ルート証明書を複製する権利を与えている。最後に、前記の一般性を制限す

ることなく、認証機関の秘密鍵のシークレット・シェアは、当該認証機関が保有するもの

であり、その認証機関は当該シークレット・シェアに関する全ての知的財産権を留保する。 
 
３．確認と認証 

 
3.1 初期登録 

3.1.1 識別名の種類 

日本ベリサイン認証機関証明書は、イシュアー・フィールドおよびサブジェクト・フィー

ルドに X.501 識別名を含む。日本ベリサイン認証機関識別名は、表 8 に定めるものから構
成される。 
 

属性 値 
Country (C) = “US”, “JP”もしくは使用せず。 
Organization (O) = “VeriSign, Inc.”または ”VeriSign Japan 

K.K.”。ただし、Secure Server CAの場合は、
現在は米国ベリサインの認証機関であ

る”RSA Data Security, Inc.”を使用。 
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属性 値 
Organization Unit (OU) = 日本ベリサイン認証機関証明書は、以下に定

める一つ以上の OU 属性を含むことができ

る。 
・認証機関名 
・VeriSign Trust Network 
・証明書の使用条件を規定する依拠当事者規

約を参照する旨の記載 
・著作権に関する通知 

State or Province (S) = 使用せず。 
Locality (L) = 使用せず。ただし、VeriSign Commercial 

Software Publishers CAは、”Internet”を使
用。 

Common Name (CN) = この属性は認証機関名を含む（認証機関名が

OUで特定されない場合）もしくは使用せず。 
表 8 認証機関証明書中の識別名の属性 
 
利用者証明書は、サブジェクト・ネーム・フィールドに X.501 識別名を含み、表 9 に定め
るものから構成される。 

属性 値 
Country (C) = JPもしくは使用せず。 
Organization (O) = この属性は、次のように使用される。 

・“VeriSign Japan K.K.”（日本ベリサイン
OCSPレスポンダーおよび個人向け証明書） 
・利用者の組織名（ウェブ・サーバ証明書） 
・コード／オブジェクト・サイニング用証明

書には使用せず 
Organization Unit (OU) = 日本ベリサイン利用者証明書は以下に定め

る一つ以上の OU属性を含むことができる。 
・利用者組織単位（組織向け証明書） 
・VeriSign Trust Network 
・証明書の使用条件を規定する依拠当事者規

約を参照する旨の記載 
・著作権に関する通知 
・申請が日本ベリサインにより認証された証

明書中に、 ”Authenticated by VeriSign 
Japan K.K.” お よ び ”Member, VeriSign 
Trust Network” 
・“Persona Not Validated”（クラス 1個人向
け証明書） 
・証明書の種類を説明する記載 

State or Province (S) = 都道府県もしくは使用せず。 
Locality (L) = 市区町村もしくは使用せず。 
Common Name (CN) = この属性は、次のものを含む。 

・OCSPレスポンダー名（OCSPレスポンダ
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属性 値 
ー用証明書） 
・ドメイン・ネーム（ウェブ・サーバ用証明

書） 
・組織名（コード／オブジェクト署名用証明

書） 
・名前（個人用証明書） 

E-Mail Address (E) = 電子メールアドレス（クラス 1個人向け証明
書） 

表 9 利用者証明書中の識別名属性 
 
利用者証明書のサブジェクト識別名のコモン・ネーム (= CN)の記載事項は、クラス 2およ
び 3証明書の場合、認証される。 
・ 組織向け証明書のサブジェクト識別名に含まれる認証されたコモン・ネームの値は、ド

メイン・ネーム（セキュア・サーバ ID およびグローバル・サーバ ID の場合）または
組織もしくは組織内の部署の正当な名称である。 

・ 個人向け証明書のサブジェクト識別名に含まれるコモン・ネームの値は、一般に受入れ

られている個人名を示す。 
 
3.1.2 意味のある名称であることの必要性 

クラス 2 および 3 の利用者証明書は、証明書のサブジェクトである個人または組織の同一
性を決定することが可能な一般に理解されている意味のある語を含む。これらの証明書に

ついては、利用者の真正な個人名または組織名以外の名称（ペンネーム、雅号等）は、認

められない。 
 
クラス 1 の利用者証明書については、利用者の真正な個人名以外の名称（ペンネーム、雅
号等）が認められる。 
 
日本ベリサイン認証機関証明書は、証明書の対象(Subject)である認証機関の同一性を決定
することが可能な、一般に理解されている意味のある語を含む。 
 
3.1.3 識別名を解釈するための指針 

適用なし。 
 
3.1.4 唯一の名称 

日本ベリサインは、利用者の申込手続きを通じて、サブジェクト識別名が、ある特定の認

証機関のドメイン内で唯一のものであることを保証する。 
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3.1.5 名称に関する紛争解決手続き 

証明書申請者は、証明書申請において、他者の知的財産権を侵害するような名称を使用し

てはならない。日本ベリサインは、証明書申請者が証明書申請に記載の名称の知的財産権

を有しているかどうかの検証を行わない。また、ドメイン・ネーム、商号、商標、サービ

ス・マークに関する紛争を仲裁、調停、その他の方法で解決するものではない。日本ベリ

サインは、証明書申請者に何等の責任を負うことなく、上記の紛争を理由として証明書申

請を拒絶する権利を有する。 
 
3.1.6 商標の認識、認証および役割 

本 CPS §3.1.5を参照。 
 
3.1.7 秘密鍵を所有していることの証明方法 

日本ベリサインは、証明書申請者が秘密鍵を所有していることを、PKCS #10に従った電子
署名のされた証明書リクエストの利用、これと技術的に同等とみなすことができる方法そ

の他日本ベリサインが認めた方法を通じて、検証する。 
 
鍵ペアが、利用者の代理人として日本ベリサインにより生成される場合（例えば、予め生

成された鍵がスマート・カード上に保管される場合）、上記の要件は適用されない。 
 
3.1.8 組織の同一性の確認 

日本ベリサインは、クラス 3 組織向け利用者の同一性および証明書申請者から提供された
その他の申込情報（確認を実施しない利用者情報を除く）を、以下のセクションで規定す

る手順に従い確認する。以下の手順に加え、証明書申請者は本 CPS§3.1.7に従い、証明書
に記載される公開鍵に対応する秘密鍵の正当な保有者であることを実証しなければならな

い。 
 
3.1.8.1 組織向け証明書の利用者の同一性の確認 

3.1.8.1.1 リテール組織向け証明書の確認 

日本ベリサインは、リテール組織向け証明書の証明書申請者の同一性を次の方法により確

認する。 
・ 当該組織が存在することを、最低一種類の第三者による証明サービスもしくはデータベ

ースの利用により、あるいはこの代わりに、当該組織の存在を確認する関係政府機関の

発行する文書もしくはこれに登録された文書により、検証し、かつ 
・ 申請者に対して当該組織に関する情報、当該組織が証明書申請を認めたこと、及び当該

組織を代表して申請を行う権限があることを電話、郵便、またはこれらに相当する方法

で確認する。 
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特定の種類の証明書については、上記に加え、表 10に記載する手続きが必要となる。 
 

証明書の種類 追加の手続き 
全てのサーバ証明書 日本ベリサインは、証明書申請者が証明書のサブジェクトであ

るサーバのドメイン・ネームの登録された所有者であること、

またはその他の方法によりドメイン・ネームを利用する権限が

あることを検証する。 
グローバル・サーバ ID 日本ベリサインは、米国輸出規制および米国 Department of 

Commerce Bureau of Export Administration (“BXA”)の発行
する許可を充足するための調査を行う。 

Managed PKI for Intranet 
SSL Certificate（現在提供
されていないが将来提供す

る可能性あり） 

日本ベリサインは、デバイスに割り当てられたホスト名(もし
くは、IPアドレス)が、インターネットからアクセスしにくい
こと、かつ、証明書所有者によって管理されていることを検証

する。 
表 10 特別の認証手続き 
 
3.1.8.1.2 マネージド PKI for SSL 又はマネージド PKI for SSL(プレミアム エディシ

ョン)の認証 

マネージド PKI for SSL及びマネージド PKI for SSL(プレミアム エディション)のカスタ
マについては、同一性確認手続きは、本 CPS§3.1.8.2に従いマネージド PKI for SSLカス
タマ又はマネージド PKI for SSL(プレミアム エディション)カスタマそれ自身の同一性の
確認を行うことから始まる。この確認に続き、マネージド PKI for SSLカスタマ又はマネ
ージド PKI for SSL(プレミアム エディション)カスタマは、自組織内のサーバに対する証
明書の発行を、次の方法により承認する責任を負う。 
・ セキュア・サーバ ID 又はグローバル・サーバ ID のサブジェクトとして指定されたサ
ーバが実際に存在することを保証すること。 

・ 組織がセキュア・サーバ ID 又はグローバル・サーバ ID のサーバへの発行を認めたこ
とを保証すること。 

 
3.1.8.1.3 クラス 3組織向け ASB 証明書 

適用なし。 
 
3.1.8.2 認証機関および登録機関の同一性の確認 

日本ベリサイン認証機関証明書申請について、証明書リクエストは権限のある日本ベリサ

インの要員により作成され、処理され、承認される。これらは、複数の信頼される日本ベ

リサインの従業員の参加を必要とする管理された手続のもとに行われる。 
 
マネージド PKI カスタマは、認証機関または登録機関となる前に日本ベリサインと契約を
締結する。日本ベリサインは、将来のマネージド PKI カスタマの同一性を、認証機関また
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は登録機関としての地位の最終確認を行う前に、本 CPS§3.1.8.1に定める組織向け証明書
の利用者の同一性を確認するために要求される調査を行うことにより、確認する（ただし、

証明書申請について、マネージド PKI カスタマとなるための申請と読み替える）。さらに、
マネージド PKIカスタマの場合、日本ベリサインはマネージド PKI管理者として特定され
た人物がその資格で行為する権限があることを確認する。日本ベリサインは、任意に、組

織の権限ある代表者に、日本ベリサインの認めた人員への面前出頭を求めることができる。 
 
ある場合において、日本ベリサインは、将来のマネージド PKI カスタマの認証についての
責任を、リセラーに委任することができる。組織の同一性を認証するためのリセラーの手

続きは、日本ベリサインの承認を得なければならない。リセラーは、当該承認がなければ、

マネージド PKI カスタマの認証を提供することができない。上記のリセラーの手続きは、
前の段落に規定する要件を充足していなければならない。 
 
3.1.9 個人の実在性の確認 

個人向け証明書の全てのクラスについて、日本ベリサイン（自己の認証機関の代理人とし

て）およびマネージド PKIカスタマは、次の事項を確認する。 
・ 証明書申請者が、証明書申請で特定された人物であること（クラス 1証明書の証明書申
請者を除く） 

・ 証明書申請者は、本 CPS§3.1.7に従い証明書に記載される公開鍵に対応する秘密鍵の
正当な保有者であること 

・ 確認を実施しない利用者情報を除き、証明書に包含される情報が正確であること 
 
さらに、日本ベリサインは各クラスの証明書について、以下に記載する詳細な手続きをと

るものとする。 
 
3.1.9.1 クラス 1個人向け証明書 

クラス 1証明書の個人認証は、日本ベリサインのクラス 1 認証機関サブドメイン内で、サ
ブジェクト識別名が唯一かつ明確なサブジェクト名であることを確実にするための調査に

より行われる。クラス 1 証明書の認証は、実在性の保証を提供するものではない（すなわ
ち、そうであると主張する者が利用者であることの保証はしない）。利用者のコモン・ネー

ムは、確認を実施しない利用者情報である。クラス 1 証明書の認証は、証明書申請者の電
子メールアドレスの限定的な確認を含む。 
 
3.1.9.2 クラス 2個人向け証明書 

クラス 2証明書の認証は、次の何れかの方法により行われる。クラス 2マネージド PKI証
明書について、マネージド PKI カスタマおよびマネージド PKI ライト・カスタマは、本
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CPS§3.1.9.2.1 に従い証明書申請を承認または拒絶するために、業務上の記録または業務
情報のデータベースを利用する。リテール・クラス 2 証明書について、日本ベリサインは
本 CPS§3.1.9.2.2に従い日本ベリサインの承認した同一性を証明するためのデータベース
に存在する情報を利用して、証明書申請者の同一性を確認する。 
 
3.1.9.2.1 クラス 2マネージド PKI 証明書 

クラス 2マネージド PKI証明書について、マネージド PKIカスタマは、証明書申請を以下
で検討する手動もしくは自動化された手順またはパスコードで証明書申請を承認する。 
 
マネージド PKIカスタマおよびマネージド PKIライト・カスタマは、個人の実在性を申請
情報と自己が保有する業務上の情報または業務情報のデータベースと比較することにより、

確認する。例えば、上記のカスタマは、申請情報を人事部の作成した従業員もしくは請負

業者のデータベースと対照することで調査することができる。マネージド PKI カスタマお
よびマネージド PKI ライト・カスタマは、申請情報が認証に使用される記録またはデータ
ベースと一致する場合、マネージド PKI コントロール・センターを利用して手動で証明書
申請を確認することができる。この手順は、「手動承認」として知られている。 
 
マネージド PKI の自動承認モジュールおよび日本ベリサインのその他同様のソフトウェア
を利用することにより、証明書申請に対する手動認証ではなく、既存の管理システムまた

はデータベースから直接に利用者または機器の自動的な承認および拒絶を行うことができ

る。マネージド PKI カスタマは、マネージド PKI の自動承認モジュール を利用すること
で、データベースに証明書認証用情報を登録する前に、当該情報を認証することになる。

証明書申請者が証明書申請を提出するときに、自動承認モジュールは証明書申請中の情報

とデータベースを比較し、合致する場合、自動的に証明書申請を承認し、日本ベリサイン

は直ちに証明書を発行することができる。この手順は、「自動承認」と呼ばれる。 
 
マネージド PKI パスコード認証（以下「パスコード認証」という）は、証明書申請者の申
請データを、マネージド PKIカスタマのマネージド PKI管理者から提供をうけた事前設定
のされた認証データと比較することにより、証明書申請を自動的に承認または拒絶する。

パスコード認証では、マネージド PKI カスタマは、適切な認証レベルを満足した将来の証
明書申請者にパスコードをオフラインで配るものとする。証明書申請者は、このパスコー

ドをその他の認証情報と共に、証明書申請を提出するときに提供する。パスコードおよび

追加の認証情報は、マネージド PKI 管理者により事前に設定されたパスコード・データベ
ースと比較され、全てのフィールドが合致した場合、証明書が発行される。 
 
自動認証またはパスコード認証を利用しないマネージド PKI カスタマおよびマネージド
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PKIライト・カスタマは、手動認証によらなければならない。 
 
3.1.9.2.2 クラス 2リテール証明書 

日本ベリサインは、証明書申請中の確認すべき情報が日本ベリサインの承認した同一性を

証明するためのデータベース（主要な信用機関またはその他の信用できる情報提供サービ

ス）中の情報と合致すると決定した場合、クラス 2 リテール証明書の証明書申請を有効な
ものとする。証明書申請中の情報が、データベース中の情報と一致する場合、日本ベリサ

インは証明書申請を承認することができる。 
 
3.1.9.3 クラス 3個人向け証明書 

3.1.9.3.1 クラス 3個人向け証明書  

（現在提供されていないが、将来提供する可能性あり） 
クラス 3個人向け証明書申請の認証は、証明書申請者が日本ベリサインの権限ある代表者、
マネージド PKI カスタマ、公証人その他証明書申請者の所在地において同等の権限を有す
る当局者の面前に出頭することにより行う。代理人、公証人その他当局者は、証明書申請

者をパスポートまたは運転免許証等の広く認識された政府の発行する身分証明書ともう 1
種類の身分証明書と照合して、調査する。 
 
3.1.9.3.2 クラス 3管理者用証明書 

各種管理者用証明書は、日本ベリサイン認証機関システムへのアクセスを管理するためお

よび VTN内でのある行為を認めるために使用される。特定の種類のクラス 3管理者用証明
書は、本 CPS§1.3.1に記載されている。 
 
日本ベリサインは、マネージド PKI カスタマおよびその信頼する第三者の従業員向けクラ
ス 3管理者用証明書申請を次のとおり認証する。 
・ 日本ベリサインは、本 CPS§3.1.8.2 に従い、管理者を雇用する組織の実在性および同
一性を認証する。 

・ 日本ベリサインは、証明書申請中に管理者として記載されている管理者として行為する

人物の雇用と権限を確認する。 
 
日本ベリサインは、自らの管理者の証明書申請も承認する。管理者は、それぞれの組織内

で「信頼される人物」（本 CPS§5.2.1 参照）である。この場合、当該証明書申請は、管理
者の実在性を、従業員または請負業者としての関係（本 CPS§5.2.3 参照）、経歴調査（本
CPS§5.3.2参照）および管理者として行為する権限に基づき確認する。 
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3.2 定期的なリキーおよびリニューアル 

既存の利用者の証明書の有効期間満了前に、利用者が証明書を継続して利用するために新

しい証明書を入手する必要がある。日本ベリサインは、一般的に、有効期限が満了する鍵

ペアを取り替えるために、新しい鍵ペアを生成することを要求する（技術的に「リキー

(rekey)」と定義される）。しかし、ある場合においては（例えば、ウェブ・サーバ証明書の
場合）、日本ベリサインは、既存の鍵ペアで新しい証明書を利用者が要求することを認める

（技術的に「リニューアル(renewal)」と定義される）。表 11に、定期的なリキー（既存の
鍵ペアの代わりの新しい鍵ペア用新証明書の発行）およびリニューアル（既存の鍵ペア用

新証明書の発行）の要件を示す。 
 
一般的には、「リキー」および「リニューアル」ともに、「証明書の更新」と表現されるが、

これは、古い証明書を新しい証明書に置換える事実に着目して、新しい鍵ペアが生成され

るかどうかを重要視しないことによる。クラス 3 サーバ用証明書を除き、全てのクラスと
タイプの証明書について、日本ベリサイン利用者用証明書更新手続きの一部として、新し

い鍵ペアが常に生成されるので、この区別は重要ではない。 
 
しかし、クラス 3 サーバ用証明書については、利用者の鍵ペアはウェブ・サーバ上で生成
され、ほとんどのウェブ・サーバの鍵生成ツールが既存の鍵ペアで新しい証明書のリクエ

ストの作成を許容しているので、「リキー」と「リニューアル」の区別は意味をもつ。さら

に、表 11の制限に従うことを条件として、日本ベリサインの新しい認証機関証明書は、既
存の認証機関鍵ペアで発行されうる。 
 
証明書のクラスと種

類 
定期的なリキーとリニューアルの要件 

クラス 1、クラス 2、
クラス 3コード/オブ
ジェクト・サイニン

グおよびクラス 3 管
理者用証明書 

左記の証明書については、利用者の鍵ペアはオンラインでの申し込み

手続きの一部として、ブラウザで生成される。利用者は、更新のため

に既存の鍵ペアを送信する選択肢をもたない。従い、これらの証明書

については、リキーに対応しているが、リニューアルには対応してい

ない。 
クラス 3 サーバ用証
明書 

セキュア・サーバ ID およびグローバル・サーバ ID については、利
用者の鍵ペアはオンラインの申込手続き外で生成される（すなわち、

ウェブ・サーバ上で生成される）。ほとんどのサーバの鍵生成ツール

は、利用者が以前に使用していた鍵ペアで証明書署名要求(CSR)の作
成を許容する。従い、セキュア・サーバ IDおよびグローバル・サー
バ IDについては、リキーとリニューアルの双方に対応している。 

認証機関証明書 認証機関証明書のリニューアルは、認証機関の鍵の累積した証明され

た存続期間が本CPS§6.3.2に記載する認証機関の鍵ペアに適用され
る最長の存続期間を超えない限り許容される。日本ベリサイン認証機

関は、本 CPS§4.7に従いリキーを行うこともできる。従い、日本ベ
リサイン認証機関証明書については、リキーとリニューアルに対応し
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ている。 
表 11 定期的なリキーとリニューアルの要件 
 
3.2.1 利用者証明書用の定期的なリキーとリニューアル 

取消しされていない利用者証明書は、表 12に従い、更新（リキーまたはリニューアル）す
ることができる。 
 

タイミング 要件 
証明書の有効期間満了前 30 日以内
および満了後 30日以内 

全ての日本ベリサイン証明書について、日本ベリサイ

ンまたはマネージド PKI カスタマはチャレンジフレ
ーズを利用し証明書の更新を行おうとする者を認証

する。最初の登録作業として、利用者は自己の申請情

報と共にチャレンジフレーズを選択し提出する。利用

者が自己のチャレンジフレーズを申請情報と共に正

確に提出し、申請情報（連絡先の情報を除く）が変更

されていない場合、特定された残存期間内の証明書リ

キーまたはリニューアルと同時に、新しい証明書が自

動的に発行される。この方法でリキーまたはリニュー

アルが行われた後、およびその後にリキーまたはリニ

ューアルが別の機会に行われた場合、認証機関または

登録機関は、最初の証明書申請の認証要件を定めた本

CPS§3.1.8または 3.1.9に従い、利用者の同一性を再
確認しなければならない。 
 
 

証明書有効期間満了後 30 日を越え
た場合 

この場合、本 CPS§3.1.8 および 3.1.9 に定める最初
の証明書申請を認証するための要件が、利用者証明書

の更新に利用される。 
 
 

表 12 利用者証明書用の定期的なリキーとリニューアル 
 
3.2.2 認証機関証明書の定期的なリキーとリニューアル 

日本ベリサイン認証機関のリキーは、本 CPS§4.7に従い定期的に行われる。 
 
日本ベリサイン認証機関証明書は、本 CPS§6.3.2に定める範囲内でリニューアルが行われ
る。例えば、存続期間 10年の第一次認証機関証明書が最初に発行された場合、認証機関の
鍵ペアの有効期間を更に 20 年間延長するために、リニューアルされた証明書が発行され、
許容された最大限の有効期間である 30年に達することになる。認証機関証明書のリニュー
アルは、証明書の有効期間満了後は行うことができない。 
 
米国ベリサインの自己署名した第一次認証機関証明書、日本ベリサインのルート証明書お
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よび日本ベリサインの認証機関証明書については、リニューアルの要求は、複数の信頼さ

れた個人の参加を要求する管理された手続きを通じ、権限ある米国ベリサインの要員によ

って作成され、承認される。 
米国ベリサイン第一次認証機関につながる非日本ベリサイン認証機関証明書については、

日本ベリサインは、マネージド PKI カスタマが現実に認証機関証明書の利用者であること
を検証するための適切な手続きをとるものとする。認証手続きは、本 CPS§3.1.8.2に従っ
た本来の手続きと同一とする。 
 
3.3 取消し後のリキー 

取消し後のリキーは、以下の場合、行うことができない。 
・ 証明書（クラス 1証明書を除く）が証明書のサブジェクトに記載された以外の者に発行
されたことによる取消し。 

・ 証明書（クラス 1証明書を除く）が、当該証明書のサブジェクトに記載された者の承認
を得ずに発行された場合。 

・ 利用者の証明書申請を承認した組織が、証明書申請中の重要な事実が虚偽であることを

発見しまたはそう信じる理由がある場合。 
 
上記の記載を条件として、取消された利用者証明書は、表 13に従い、更新（すなわちリキ
ー）することができる。 
 

タイミング 要件 
証明書の有効期間満了前 証明書の取消し後組織向けまたは個人向け証明書の更新につ

いて、日本ベリサインは証明書の更新を求める者が、本 CPS
§3.2.1に定めるチャレンジフレーズを利用して、実際に利用
者（個人の場合）であるかまたは組織の権限ある代表者（組

織の場合）であるかを検証する。この手続き以外に、本 CPS
§3.1.8.1および 3.1.9に定める最初の証明書申請を検証する
ための要件が、取消し後の証明書の更新に適用される。更新

後の証明書は、更新前の証明書のサブジェクト識別名と同じ

ものを含む。 
証明書の有効期間満了後 この場合、最初の証明書申請認証用の本 CPS§3.1.8.1および

3.1.9に定める要件が、更新する利用者証明書に適用される。 

表 13 取消し後に証明書を更新するための要件 
 
3.4 取消し要求 

証明書の取消し前に、日本ベリサインは取消し要求が証明書の利用者または証明書申請を

承認した者によってなされたものであることを検証する。利用者の取消し要求を認証する

ための手続きには、次のものを含む。 



 

 47

・ 利用者に自己のチャレンジフレーズを提出させ、記録されているチャレンジフレーズと

一致した場合、自動的に証明書を取消すこと。 
・ 取消しを要求する利用者からの、取消しの対象となる証明書を参照することで検証でき

るデジタル署名を含むメッセージを受領すること。 
・ 証明書のクラスを考慮して、取消しを要求する者または組織が、実際に利用者であると

いう合理的な保証を提供する利用者と連絡すること。状況に応じて、この連絡には、電

話、ファクシミリ、電子メール、郵便または宅配便の何れか一つ以上を含む。 
 
日本ベリサインの管理者は、日本ベリサインのサブドメイン内で利用者証明書の取消しを

要求することができる。日本ベリサインは、管理書の同一性を SSLおよびクライアント認
証を利用するアクセス・コントロールを通じ認証したうえで、管理者が取消しを行うため

の役割を果たすことを認める。 
自動承認モジュールを利用するマネージド PKI カスタマは、日本ベリサインに取消し要求
を一括して提出することができる。当該要求は、マネージド PKI カスタマの自動承認用ハ
ードウェア・トークン内の秘密鍵でデジタル署名された要求によって認証される。 
 
マネージド PKI カスタマの認証機関証明書の取消し要求は、その取消しが当該認証機関に
よって要求されているものであることを日本ベリサインが確かめることにより、認証され

る。 
 
4. 運用要件 

 
4.1 証明書申請 

4.1.1 利用者証明書の証明書申請 

全てのエンド・ユーザ証明書申請者は、日本ベリサイン証明書の証明書申請にあたり、次

の各項目からなる申請手続を履行するものとする。 
・ 証明書申請フォームを完成させ、要求される情報を提供すること 
・ 本 CPS§6.1に従い、鍵ペアを生成しもしくは生成させる手配をすること 
・ 証明書申請者が、本 CPS§6.1.3に従い、自己の公開鍵を直接またはマネージド PKIカ
スタマを通じて、日本ベリサインに引き渡すこと 

・ 本 CPS§3.1.7に従い、証明書申請者が日本ベリサインに引き渡した公開鍵に対応する
秘密鍵を所有していることを明らかにすること、並びに 

・ 関連する利用規約に対する同意を明示すること 
  

証明書申請は、日本ベリサインまたはマネージド PKI カスタマに対して承認または拒絶処
理のため送信される。証明書申請を処理する機関および証明書を本 CPS§4.2に従い発行す
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る機関は、次に掲げる表に示すとおり、二つの異なる機関である場合もある。 
 
 

証明書のクラス／種類 証明書申請を処理する 
機関 

証明書を発行する機関

 

クラス１ 個人向けリテール証明書 日本ベリサイン 
 

日本ベリサイン 

 
クラス１ 個人向けマネージド PKI
証明書 

クラス１ マネージド

PKIカスタマ 
日本ベリサイン 

クラス２ 個人向けリテール証明書 日本ベリサイン 
 

日本ベリサイン 

 
クラス２ 個人向けマネージド PKI
証明書 
 
 

クラス２ マネージド

PKI カスタマまたはマネ
ージド PKI ライト・カス
タマ 

日本ベリサイン 

クラス３ 個人向けリテール証明書 
 

日本ベリサイン 日本ベリサイン 

クラス３ 管理者証明書 日本ベリサイン 日本ベリサイン 

クラス３ 組織向けリテール証明書 
 

日本ベリサイン 米国ベリサイン 

クラス３ 組織向けマネージド PKI
証明書（マネージド PKI for SSLま
たはマネージド PKI for SSL(プレミ
アム エディション)） 

マネージド PKI for SSL
カスタマまたはマネージ

ド PKI for SSL(プレミア
ム エディション)カスタ
マ 

米国ベリサイン 

認証機関、インフラストラクチャお

よび日本ベリサイン従業員証明書 
日本ベリサイン 日本ベリサイン 

表 14 証明書申請を受領する機関 
 
4.1.2 認証機関、登録機関、インフラストラクチャおよび従業員証明書の証明書申請 

4.1.2.1 認証機関証明書 

米国ベリサイン第一次認証機関は、米国ベリサイン、日本ベリサインおよびマネージド PKI
カスタマを含む、下位に属する認証機関に対してのみ証明書を発行する。認証機関証明書

の利用者である日本ベリサイン認証機関に関して、証明書の発行請求は、複数の信頼でき

る個人が参加することを要する管理された過程を通じて、権限ある日本ベリサインの要員

により生成され、承認される。 
 
認証機関証明書の利用者であるマネージド PKI カスタマは、正式の証明書申請を行うこと
を要しない。それに代わり、マネージド PKI カスタマは、日本ベリサインとの間で契約を
締結する。認証機関証明書の申請者は、契約の過程において、本 CPS§3.1.8.2において要
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求される資格を証する書面を提出し、申請者の同一性を証明し、連絡先に関する情報を提

供することが要求される。当該契約過程において、または、遅くともマネージド PKI カス
タマの認証機関の鍵ペアを生成させる鍵生成セレモニーに先立ち、申請者は日本ベリサイ

ンに協力して、適切な識別名および申請者に対して発行されるべき証明書に記載される内

容を決定する。これらの認証機関のため、証明書発行要求は、複数の信頼できる個人が参

加することを要する管理された過程を通じて、権限ある日本ベリサインの要員により生成

され、承認される。 
 
4.1.2.2 登録機関証明書 

日本ベリサインは、複数の管理認証機関を運営しており、それらは次のような登録機関お

よび登録機関のシステムに対し証明書を発行する。 
・ 日本ベリサイン認証機関に代わり、証明書申請を処理する日本ベリサインの要員（日本

ベリサインの登録機関管理者） 
・ 組織内のマネージド PKI カスタマおよびサブドメイン内のサーバの代わりに、証明書
申請を処理するマネージド PKIカスタマの要員（マネージド PKI管理者） 

・ マネージド PKIカスタマに代わり証明書申請を処理する自動承認サーバ 
 
これら全ての登録機関については、関連する管理認証機関の利用者として、本 CPS§4.1.1
に定めるクラス３管理者証明書に関する要件が適用される。 
 
4.1.2.3 インフラストラクチャ証明書 

日本ベリサインは、複数のインフラストラクチャ認証機関をも運営しており、それらは日

本ベリサインのインフラストラクチャを構成する部分（例えば、証明書ステータス情報を

提供する OCSPレスポンダー）に対して証明書を発行する。 
 
4.1.2.4 日本ベリサイン従業員証明書 

日本ベリサインは、その従業員に対し、証明書申請が成功裡に送信され処理され次第、ク

ラス２の証明書を発行する。 
 
4.2 証明書の発行 

4.2.1 利用者証明書の発行 

証明書申請者が、証明書申請を送信した後、日本ベリサイン、マネージド PKI 管理者（本
CPS§4.1.1参照）は、証明書申請中の情報（ただし、未検証利用者情報を除く）を、本 CPS
§3.1.8.1および 3.1.9に従い、確認するよう試みる。本 CPS§3.1に従い、全ての必要な認
証手続が成功裡に完了次第、日本ベリサイン、マネージド PKI 管理者は証明書申請を承認
する。もし、認証が不成功に終わった場合には、日本ベリサイン、マネージド PKI 管理者
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は証明書申請を拒絶する。 
 
証明書は、証明書申請の承認の後、または、登録機関からの証明書発行要求を受領した後

に、生成され発行される。日本ベリサインは、証明書申請者に対し、証明書申請に含まれ

ていた情報に基づき、当該証明書申請の承認の後に、証明書を生成し発行する。マネージ

ド PKI カスタマが証明書申請を承認し、当該承認を日本ベリサインに通知したときは、日
本ベリサインは証明書を生成し、証明書申請者に対し発行する。本セクションに定める手

続は、証明書の更新（すなわち、リニューアルまたはリキー）の要求の送信に関連して証

明書を発行する場合にも適用される。 
 
4.2.2 認証機関、登録機関およびインフラストラクチャ証明書の発行 

日本ベリサインは、本 CPS§3.1.8.2に従い、カスタマとなろうとする主体の同一性につい
て認証を行い、承認次第、当該主体が認証機関または登録機関の機能を果たすために必要

な証明書を発行する。日本ベリサインが当該カスタマ申請者との間で本 CPS§4.1.2に従い
契約を締結するのに先立ち、当該カスタマ申請者の同一性は提出された資格を証する書面

に基づき確認される。当該契約の締結は、日本ベリサインによるカスタマの申請に対する

完全かつ最終的な承認を意味する。カスタマの申請を承認するか拒絶するかの決定は、日

本ベリサインの裁量により行われる。日本ベリサインが承認した場合には、その後日本ベ

リサインは本 CPS§6.1に従い、カスタマ認証機関または登録機関に対し、証明書を発行す
る。 
  
日本ベリサイン・インフラストラクチャの構成部分（例えば、OCSP レスポンダー）につ
いては、証明書要求は、複数の信頼される者が参加することを要する管理された過程を通

じて、権限ある日本ベリサインの要員により生成され、承認される。 
 
4.3 証明書の受領 

証明書が生成され次第、日本ベリサインは利用者に対し、その証明書が利用可能になった

旨を通知するとともに、利用者に対し、当該証明書を入手する手段を通知する。マネージ

ド PKIカスタマに関しては、利用者はマネージド PKI管理者を通じて当該通知を受ける。 
 
証明書が発行され次第、証明書は利用者がウェブ・サイトからダウンロードするか、また

は当該利用者に対する証明書を含んで送信されたメッセージによるか、いずれかの方法に

より利用者が利用することができるようになる。例えば、日本ベリサインは利用者に対し、

個人識別番号(PIN)を送り、当該利用者は当該個人識別番号(PIN)を利用して申込用ウェ
ブ・ページに入って証明書を取得することができる。証明書は、また利用者に対し電子メ

ールによって送信することもできる。証明書のダウンロードまたは電子メールに添付され
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たメッセージからの証明書のインストールは、利用者による証明書の受領とみなす。 
 

4.4 証明書の効力の停止および取消し 

4.4.1 取消しの事由 

4.4.1.1 利用者証明書の取消し事由 

利用者証明書は、次のいずれかの事由が生じた場合には取消される。 
・ 日本ベリサイン、カスタマまたは利用者において、利用者の秘密鍵の危殆化が生じたも

のと信ずべき理由があり、またはそのことが強く推測される場合 
・ 日本ベリサインまたはカスタマにおいて、利用者が適用される利用規約に定める重要な

義務、表明または保証に関して重大な違反を行ったと信ずべき理由がある場合 
・ 利用者との利用者契約が終了した場合 
・ マネージド PKIカスタマと利用者との関係が終了した場合 
・ 日本ベリサインまたはカスタマにおいて、証明書が本 CPS によって要求される手続に
重要な点において従っていないか、証明書（クラス１証明書を除く）が証明書上にサブ

ジェクトとして記載されている者以外の者に対して発行されたか、または証明書（クラ

ス１証明書を除く）が当該証明書上にサブジェクトとして記載されている者の許可を受

けずに発行されたかのいずれかの事由があると信ずべき理由がある場合 
・ 日本ベリサインまたはカスタマにおいて、証明書申請中の重要な事実が虚偽であると信

ずべき理由がある場合 
・ 日本ベリサインまたはカスタマが、証明書発行に関する重要な前提条件が満たされてお

らずかつ当該条件を満たすよう請求することがないと、決定した場合 
・ クラス３組織向け証明書の場合において、利用者の組織名が変更となった場合 
・ 証明書中に含まれる情報（ただし、確認を実施しない利用者情報を除く）が正しくない

かまたは変更された場合 
・ 利用者が本 CPS§3.4に従い証明書の取消しを要求した場合 
 
日本ベリサインは、また、管理者として行為するための管理者の権限が終了した場合には、

管理者証明書を取消すことができる。 
 
日本ベリサインの利用規約において、利用者に対し、本 CPS§4.4.3.1に従い、その秘密鍵
の危殆化を知りまたはその疑いがある場合に、直ちにその旨を日本ベリサインに通知する

義務があることを規定する。 
 
4.4.1.2 認証機関、登録機関またはインフラストラクチャの証明書の取消し事由 

日本ベリサインは、次のいずれかの事由が生じた場合には、認証機関、登録機関またはイ

ンフラストラクチャの証明書を取消す。 
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・ 日本ベリサインにおいて、認証機関、登録機関またはインフラストラクチャの秘密鍵に

ついて危殆化が生じたことを発見し、またはそう信ずべき理由がある場合 
・ 認証機関または登録機関と日本ベリサインとの契約が終了した場合 
・ 日本ベリサインが、本 CPS によって要求される手続に重要な点において従わずに証明
書が発行されたこと、証明書が証明書上にサブジェクトとして記載された主体以外に対

して発行されたこと、または証明書が当該証明書上にサブジェクトとして記載された主

体の許可を受けずに発行されたことを発見し、またはそう信ずべき理由がある場合 
・ 日本ベリサインが、証明書発行に関する重要な前提条件が満たされておらず、かつ、当

該条件を満たすよう請求する権利を放棄してもいないと、決定した場合 
・ 認証機関または登録機関が証明書の取消しを要求した場合 

 
日本ベリサインは、マネージド PKIカスタマに対し、本 CPS§4.4.3.1に従い、証明書の取
消しが必要な場合に、その旨を日本ベリサインに通知することを要求する。 
 
4.4.2 取消し要求をすることができる者 

4.4.2.1  利用者証明書の取消し要求をすることができる者 

次の者は、利用者証明書の取消しを要求することができる。 
・ 日本ベリサインまたは利用者の証明書申請を承認したカスタマは、本 CPS§4.4.1.1 に
従い、全ての利用者証明書または管理者証明書の取消しを要求することができる。 

・ 個人の利用者は、自己の証明書につき取消しを要求することができる。 
・ 組織向け証明書の場合においては、当該組織の正当な権限のある者のみが当該組織に対

して発行された証明書の取消しを要求することができる。 
・ 日本ベリサインの正当な権限のある者、または管理者証明書を受領したマネージド PKI
カスタマは、管理者証明書の取消しを要求することができる。 

 
4.4.2.2 認証機関、登録機関またはインフラストラクチャ証明書の取消し要求をする

ことができる者 

次の者は、認証機関、登録機関、インフラストラクチャ証明書の取消しを要求することが

できる。 
・ 日本ベリサインのみが、自己の認証機関、登録機関またはインフラストラクチャを構成

する部分に対して発行された証明書の取消しを要求することができる。 
・ 米国ベリサイン、および日本ベリサインは自己の下位に属するプロセッシングセンター、

サービスセンター、マネージド PKI カスタマに関する認証機関、登録機関またはイン
フラストラクチャ証明書について、本 CPS§4.4.1.2 に従い、その取消しを要求するこ
とができる。 

・ プロセッシングセンター、サービスセンター、マネージド PKI カスタマは、自己の正
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当な権限ある代表者を通じて、自己の認証機関、登録機関およびインフラストラクチャ

証明書の取消しを要求をすることができる。 
 
4.4.3 取消し要求の手続 

4.4.3.1 利用者証明書の取消し要求の手続 

証明書の取消しを要求しようとする利用者は、日本ベリサインまたは当該利用者の証明書

申請を承認したカスタマに対してその旨知らせるものとし、要求を受けた者は速やかに証

明書の取消しに着手する。マネージド PKIカスタマに関しては、利用者はマネージド PKI
管理者に対して証明書の取消し要求を知らせるものとし、当該管理者は取消し要求をその

処理のため日本ベリサインに知らせるものとする。取消し要求の連絡については、本 CPS
§3.4に定めるところに従う。 
 
マネージド PKI カスタマが、自らの判断で利用者証明書の取消しを申請する場合、マネー
ジド PKIカスタマは当該証明書の取消しを日本ベリサインに指示するものとする。 
 
4.4.3.2 認証機関または登録機関の証明書の取消し要求の手続 

自らの認証機関または登録機関の証明書の取消し要求を行う認証機関または登録機関は、

日本ベリサインに対しその旨知らせるものとする。日本ベリサインは、それを受けて当該

証明書の取消しを行う。日本ベリサインは、認証機関または登録機関の証明書取消しに自

ら着手することもできる。 
 
4.4.4 取消し要求の猶予期間 

証明書の取消し要求は、商業上合理的な期間内に、可能な限り速やかに送信されるものと

する。 
 
4.4.5 効力の停止事由 

日本ベリサインは、一般的には認証機関または利用者の証明書の効力停止サービスを提供

しない。 
 
4.4.6 効力停止要求をすることができる者 

適用なし。 
 
4.4.7 効力停止要求の手続 

適用なし。 
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4.4.8 効力停止の制限 

適用なし。 
 
4.4.9 証明書失効リスト（CRL）の発行頻度 

日本ベリサインは、日本ベリサインの証明書の取消しを示す CRLを公表し、証明書ステー
タスを調査することができるサービスを提供する。利用者証明書を発行する認証機関につ

いての証明書失効リストは、毎日公表される。認証機関証明書のみを発行する認証機関に

関する証明書失効リストは、四半期毎および認証機関証明書が取消される都度公表される。

有効期間が経過した証明書は、証明書失効リストから削除されることがある。 
 
4.4.10 証明書失効リストのチェック要件 

依拠当事者は、自己が依拠しようとする証明書のステータスについてチェックすることを

要する。依拠当事者が証明書ステータスをチェックするための一つの方法は、依拠当事者

が依拠しようとする証明書を発行する認証機関が最も新しく公表した証明書失効リストを

調査することである。 
・ 米国ベリサイン第一次認証機関およびクラス１～３認証機関については、証明書失効リ

ストは、米国ベリサインのリポジトリ（http://crl.verisign.com/）に掲載される。 
・ マネージド PKI ライト・カスタマ認証機関に関しては、証明書失効リストは
（http://onsitecrl.verisign.com/OnSitePublic/）に掲載される。 

・ マネージド PKI カスタマ認証機関に関しては、証明書失効リストはカスタマ専用のリ
ポジトリに掲載され、当該リポジトリの所在についてはマネージド PKI カスタマに連
絡される。 

 
「CRL 参照表」も、依拠当事者が関連する認証機関の証明書失効リストの所在を判断する
ことができるよう、リポジトリに掲載される。 
 
4.4.11 オンラインによる取消し／ステータス・チェックの利用可能性 

日本ベリサインは、CRL の公表に加え、日本ベリサインのリポジトリのクエリー機能を通
じて、証明書ステータス情報を提供する。 
証明書ステータス情報は、次の日本ベリサインのリポジトリにアクセスすることにより

LDAP・ベースのクエリー機能を通じて利用することができる。 
・ directory.verisign.co.jpの日本ベリサイン LDAPディレクトリ・サーバ 
  
日本ベリサインは、OCSP 証明書ステータス情報も提供している。OCSP サービスに関す
る契約を締結しているマネージド PKIカスタマは、OCSPを利用することにより証明書ス
テータスをチェックすることができる。関係する OCSP レスポンダーの URL は、マネー
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ジド PKIカスタマに連絡される。 
 
4.4.12 オンラインによる取消しチェック要件 

依拠当事者が依拠しようとする証明書のステータスを、関連する最新の CRLを参照するこ
とにより調査しなかった場合には、依拠当事者は本 CPS§4.4.11 に定める方法の一つを用
いて証明書ステータスをチェックすることを要する。 
 
4.4.13 取消しの公示についての他の形式 

適用なし。 
 
4.4.14 取消しの公示についての他の形式に関するチェック 

適用なし。 
 
4.4.15 鍵の危殆化に関する特別な要件 

本 CPS§4.4.9 ないし 4.4.14 に規定される手続に加え、日本ベリサインは、日本ベリサイ
ンが日本ベリサイン認証機関の秘密鍵につき危殆化が生じたことを発見したか、そう信ず

るに足る理由がある場合には、その旨を潜在的な依拠当事者に対し通知するよう商業上合

理的な努力をする。 
 
4.5 セキュリティ監査手続 

4.5.1 記録されるイベントの種類 

日本ベリサインは、手動または自動により、次の重要なイベントについて記録する。 
・ 次の事項を含む、認証機関の鍵のライフサイクル管理イベント 
 －鍵の生成、バックアップ、保管、復旧、および破壊 
 －暗号デバイスのライフサイクル管理イベント 

・ 次の事項を含む、認証機関証明書および利用者証明書のライフサイクル管理イベント 
 －証明書申請、リニューアル、リキーおよび取消し 
 －要求の処理（成功したものおよび不成功に終わったものを含む） 
 －証明書および CRLの生成および発行 

・ 次の事項を含む、セキュリティに関連するイベント 
－PKI システムへのアクセスの試み（成功したものおよび不成功に終わっものを含
む） 

－日本ベリサインの要員によってなされた PKI およびセキュリティのシステムに対
する行為 

 －セキュリティ上取扱に慎重を要するファイルまたは記録に関する読み込み、書き

込みまたは削除 
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－セキュリティ・プロファイルの変更 
－システムの故障、ハードウェアの異常および他の異変 
－ファイアウォールおよびルーターの動作 
－認証機関の設備への来訪者の入退室 

 
記録の記入事項は次の要素を含む 
・ 記録の日時 
・ 自動的な日々の記録に関しては、そのシリアル・ナンバー 
・ 日々の記録をなす主体の身元 
・ 記録の種別 

 
日本ベリサイン登録機関およびマネージド PKI 管理者は、次の事項を含む証明書申請情報
に関する記録をとる。 
・ 証明書申請者により提出された身元確認の書類の種類 
申請者の同一性確認のための書類がある場合、これに関するデータ、番号またはその組

み合わせ（例えば、証明書申請者の運転免許証番号） 
・ 申請書および同一性確認のための書類の写しの保管場所 
・ 申請を受領した主体の身元 
・ 同一性確認のための書類を検証するために用いられた方法があれば、その方法 
・ 証明書申請を受領した認証機関または発行指示を行った登録機関がある場合、その名称 
 
4.5.2 記録を処理する頻度 

重要なセキュリティおよび運用イベントが発生した場合、監査記録は、少なくとも１週間

に一度の頻度で検査される。更に、日本ベリサインは、日本ベリサイン認証機関および登

録機関のシステム内において、異常および事故に基づいて生じた警報に反応してなされた

不審なまたは通例的でない動作に関する監査記録を調査する。 
 
監査記録の処理は、監査記録の要約中の全ての重要なイベントに関する監査記録および書

類を調査することにより行われる。監査記録の調査は、当該記録が改竄されていないこと

の確認、全ての記録記載についての簡潔な検査並びに記録中の警報または異常に関する徹

底した調査を含む。監査記録の調査に基づき取られた行動もまた記録される。 
 
4.5.3 監査記録の保管 

監査記録は、少なくとも処理後２ヶ月間は記録を行った場所で保管され、その後は本 CPS
§4.6.2に従い保管される。 
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4.5.4 監査記録の保護 

電子的および手作業による監査記録のファイルは、物理的および論理的なアクセス管理に

より、無権限者による閲覧、変更、削除または改竄から、保護される。 
 
4.5.5 監査記録のバックアップ手続 

監査記録の増加分のバックアップは毎日生成され、全体のバックアップは週に一度の頻度

でなされる。 
 
4.5.6 監査集計システム 

自動で生成された監査データは、アプリケーション、ネットワークおよびオペレーティン

グシステムのレベルで記録される。手動で作成された監査データは日本ベリサインの要員

により記録される。 
 
4.5.7 イベントを生ぜしめた主体に対する通知 

監査ログ集計システムによりイベントが記録される場合、当該イベントを生ぜしめた個人、

機関、デバイスまたはアプリケーションに対しては、何らの通知をすることも要求されな

い。 
 
4.5.8 脆弱性の評価 

システムの脆弱性を監視するため、監査プロセスの対象となるイベントが記録される。論

理的なセキュリティ脆弱性評価（LSVA）は、これらの記録されたイベントの調査後、実行
され、調査され、変更される。LSVAはリアルタイムの自動的な記録データに基づきなされ、
セキュリティおよび監査要件ガイドの要件に従い、日次、月次および年次ベースで実行さ

れる。年次の LSVAは、年次の準拠性監査の資料として利用される。 
 
4.6 記録の保管 

4.6.1 記録されたイベントの種類 

本 CPS§4.5に規定される監査記録に加え、日本ベリサインは次の書類を含む記録を保存す
る。 
・ 日本ベリサインの本 CPSおよび利用者との契約上の他の義務の遵守、および 
・ それぞれの証明書申請および日本ベリサインプロセッシングセンターから発行する全

ての証明書の生成、発行、使用、取消し、期間満了、リキーまたはリニューアルに関す

る重要な行為および情報 
 
証明書のライフサイクル・イベントに関する日本ベリサインの記録は、次のものを含む。 
・ それぞれの証明書に記載されている利用者の同一性（クラス１証明書を除く。クラス 1
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証明書については、利用者の名称が明確であることの記録が保管される） 
・ 証明書取消し要求を行った者の同一性（クラス１証明書を除く。クラス 1証明書につい
ては、利用者の名称が明確であることの記録が保管される） 

・ 証明書中で表明された他の事実 
・ タイム・スタンプ、および 
・ 証明書発行に関連する重要な予見可能な事実（本 CPS§2.7に定める準拠性監査の完了
に関連する情報を含むがこれに限らない） 
 

記録は、電子的に、またはハード・コピーにより保管され、当該記録は正確かつ完全に索

引が付され、保管および複製される。 
 
4.6.2 記録保管の期間 

証明書に関する記録は、証明書の有効期間満了または取消しの日から少なくとも次の期間

保管される。 
・ クラス 1証明書については 5年の期間 
・ クラス 2証明書については 10年 6ヶ月の期間 
・ クラス 3証明書については 10年 6ヶ月の期間 

 
日本ベリサインは、日本ベリサインが必要と認めるときは、適用される法律に従い、当該

保管期間を延長することができる。 
 
4.6.3 保管記録の保護 

日本ベリサインは、本 CPS§4.6.1に従い、権限ある信頼される者のみがアクセスすること
ができるよう、保管された記録の保護を行う。電子的に保管されたデータは、権限のない

者による閲覧、変更、削除その他改竄ができないよう、適切な物理的および論理的なアク

セス・コントロールを通じて、保護される。保管データを格納するメディアおよび保管デ

ータを処理するために必要なアプリケーションは、本 CPS§4.6.2に定められた期間内はア
クセスすることができるよう保管されるものとする。 
 
4.6.4 保管記録のバックアップ手続 

日本ベリサインは、発行された証明書情報の電子的な記録について、増加分のバックアッ

プは毎日これを行い、全体のバックアップは週に一度の頻度でこれを行う。本 CPS§4.6.1
に基づく紙ベースの記録のコピーは、本 CPS§4.8に従い、施設外の災害復旧施設において
保管される。 
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4.6.5 記録のタイム・スタンプに関する要件 

証明書、証明書失効リストおよび他の取消しに関する情報のデータベースへの入力は、日

時の情報を含むものである。日本ベリサインの電子公証サービスとは異なり、当該日時情

報は暗号化されていないことが留意されなければならない（本 CPS§1.1.2.2.2参照）。 
 
4.6.6 保管記録情報の取得および検証の手続 

本 CPS§4.6.3参照。 
 
4.7 鍵の切り替え 

日本ベリサイン認証機関の鍵ペアは、本 CPS§6.3.2に定めるそれぞれの最大ライフタイム
の満了時にその役割を終了する。日本ベリサイン認証機関証明書は、その累計した認証機

関鍵ペアのライフタイムがその最大ライフタイムとして定められた期間を超えない限りに

おいて、更新することができる。新規の認証機関鍵ペアは、例えば、役割が終了する認証

機関鍵ペアの交換を行う場合、実際に使用されている鍵ペアを補完する場合および本 CPS
§6.1に従い新しいサービスをサポートする場合など、必要に応じ生成される。 
 
上位認証機関の認証機関証明書の有効期間満了に先立ち、上位認証機関階層の内部におい

て、古い上位認証機関鍵ペアから新しい上位認証機関鍵ペアへの円滑な移行を可能にする

ために、鍵の切り替え手続が定められる。日本ベリサイン認証機関の鍵切り替え手続は、

次のとおりなされる。 
・ 上位認証機関は、自己の鍵ペアの残存ライフタイムが、自らの階層内の下位認証機関に

より発行された証明書の有効期間と等しくなる日の遅くとも 60日以上前の日（以下「発
行停止日」という）に新たな下位認証機関の証明書の発行を停止する。 

・ 下位認証機関（または利用者）証明書の発行申請で発行停止日の後に受領されたものに

関しては、当該証明書は新しい認証機関の鍵ペアを用いて署名されるものとする。 
・ 上位認証機関は、元の鍵ペアを用いて発行された最後の証明書の有効期間満了日までは、

元の上位認証機関の秘密鍵を用いて、CRLの発行を継続するものとする。 
 
4.8 災害復旧および鍵の危殆化 

日本ベリサインは、鍵の危殆化または災害の危険および潜在的な影響を最小化するために、

物理的、論理的および手続的なコントロールの強固な組み合わせを実施している。更に、

日本ベリサインは本 CPS§4.8.2に定める災害復旧手続および本 CPS§4.8.3に定める鍵の
危殆化の対応手続を実施している。日本ベリサインの鍵の危殆化および災害復旧手続は当

該事象の発生による潜在的な影響を最小化し、日本ベリサインの運用を商業上合理的期間

内に再開するために作成されたものである。 
 



 

 60

4.8.1 コンピュータのリソース、ソフトウェアおよびデータの変造 

コンピュータ・リソース、ソフトウェアまたはデータについて変造が生じた場合、当該事

象の発生については日本ベリサインのセキュリティ担当部署に報告されるものとし、日本

ベリサインの事故取扱手続が規定される。当該手続は、適切な上位者に対する報告、事故

調査および事故対応を含む。もし必要であれば、日本ベリサインの鍵の危殆化または災害

復旧手続が規定される。 
 
4.8.2 災害復旧 

日本ベリサインは、災害復旧サイトを主要な施設から 800 km以上離れた場所に設置してい
る。日本ベリサインは、あらゆる種類の自然または人為的な災害の影響を最小化するため

の災害復旧プランを作成し、実施し、テストしてきた。このプランは、定期的にテストさ

れ、確認され、更新されることにより、災害時に使用できるようにされている。 
 
情報システムサービスおよび主要な業務機能の復旧のための災害復旧計画が制定される。

日本ベリサインの災害復旧サイトは、セキュリティおよび監査要件ガイドにより、安全な

バックアップ運用設備のために要求される物理的なセキュリティ保護および運用コントロ

ールを実施している。 
 
自然または人為的な災害が生じ、日本ベリサインの主要施設から一時的または恒久的な運

用の停止を余儀なくされた場合、日本ベリサインの災害復旧プロセスが日本ベリサイン緊

急レスポンスチームにより開始される。 
 
日本ベリサインの災害復旧プランは、災害後 24時間以内に運用を回復し、最低限次の機能
をサポートすることができるよう設計されている。 
・ 証明書の発行 
・ 証明書の取消し 
・ 取消し情報の公表、および 
・ マネージド PKIキーマネージメントを用いるマネージド PKIカスタマに対する鍵回復
情報の提供 
 

日本ベリサインの災害復旧データベースは、セキュリティおよび監査要件ガイドに定める

期限内に、本番環境用のデータベースと定期的に同期をとっている。日本ベリサインの災

害復旧機器は、本 CPS§5.1.1条に定める物理的セキュリティ層と同様の物理的セキュリテ
ィ保護により保護されている。 
 
日本ベリサインの災害復旧プランは、日本ベリサインの主要なサイトにおいて災害が生じ
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た日から 10日以内に商業運用が再開されるよう設計されている。日本ベリサインは、全て
の機能が運用不能となるような災害（大災害の場合を除く）が生じた場合、日本ベリサイ

ンの認証機関・登録機関機能をサポートするために主要サイトに設置されている機器を、

検査する。当該検査の結果は、再調査の上、監査および計画のために保管される。可能な

場合には、大災害の後可及的速やかに、日本ベリサインの主要サイトにおける運用は回復

される。 
 
日本ベリサインは、その災害復旧施設に、一部のハードウェアを冗長構成にすると共に自

己の認証機関およびインフラストラクチャシステムソフトウェアのバックアップを維持し

ている。更に、認証機関の秘密鍵は本 CPS§6.2.4に従い、災害復旧目的でバックアップさ
れ、維持されている。 
 
日本ベリサインは、日本ベリサイン・サブドメイン内のサービスセンター、マネージド PKI
カスタマの各認証機関のみならず、自らの認証機関に関する重要な認証機関情報のバック

アップを、施設外で保管している。当該情報は、申請記録、証明書申請データ、監査デー

タ（本 CPS§4.5による）および全ての発行済証明書に関するデータベース記録を含むが、
これらに限定されない。 
 
4.8.3 鍵の危殆化 

日本ベリサイン認証機関、日本ベリサインのインフラストラクチャまたはカスタマ認証機

関の秘密鍵についての危殆化が認知されるか、その疑いが生じた場合、日本ベリサインの

鍵危殆化対応手続が、危殆化事故対応チームにより制定される。このチームは、セキュリ

ティ、暗号ビジネス運用、プロダクション・サービスの要員および他の日本ベリサインの

管理者の代表者を含むものであるが、状況を評価し、アクションプランを作成し、日本ベ

リサインの経営陣の承認を得て当該アクションプランを実施する。 
認証機関証明書の取消しが必要な場合、次の手続が実施される。 
・ 証明書が取消された状態にあることを、依拠当事者に対し、本 CPS§4.4.9に従い、日
本ベリサインのリポジトリを通じて、連絡する。 

・ 影響を受ける全ての VTN参加者に対して、取消しの追加通知がなされるべき商業上合
理的な努力がなされる。 

・ 認証機関が本 CPS§4.9に従い終了していない限り、本 CPS§4.7に従い新しい鍵ペア
を生成する。 

 
4.9 認証機関の終了 

日本ベリサイン認証機関またはマネージド PKI カスタマ認証機関が、その運用をやめる必
要がある場合、日本ベリサインは、その終了に先立ち、利用者、依拠当事者および当該終
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了により影響を受ける他の当事者に対し、その旨を通知するよう商業上合理的な努力をす

る。認証機関の終了が必要な場合、日本ベリサインおよび、カスタマ認証機関の場合には、

当該カスタマは、カスタマ、利用者および依拠当事者に対する混乱を最小化するために、

終了プランを作成する。当該終了プランは、適宜次の事項に言及する。 
・ 利用者、依拠当事者およびカスタマ等、終了により影響を受ける当事者に対し、当該認

証機関の状況を知らせる通知の提供 
・ 当該通知費用の取扱 
・ 日本ベリサインにより当該認証機関に発行された証明書の取消し 
・ 本 CPS§4.6により必要とされる期間中における当該認証機関の記録の保存 
・ 利用者およびカスタマ・サポート・サービスの継続 
・ CRL の発行またはオンライン・ステータス・チェッキング・サービスの維持等取消し
サービスの継続 

・ 必要に応じ、利用者および下位認証機関の証明書で有効期間満了前かつ、取消されてい

ないものの取消し 
・ 必要な場合、有効期間満了前でかつ取消されていない証明書について、終了プランによ

り取消された利用者の補償。または、後継の認証機関による代替証明書の発行 
・ 当該認証機関の秘密鍵および当該秘密鍵を含むハードウェア・トークンの処分、並びに 
・ 当該認証機関のサービスを後継の認証機関に移行するために必要な規定 
 
5. 物理的、手続的、人的セキュリティ管理 

日本ベリサインは、本 CPSのセキュリティ要件に対応する「日本ベリサイン・セキュリテ
ィ・ポリシー」を作成し実施している。 
 
5.1 物理的セキュリティ 

5.1.1 立地および建設 

日本ベリサインの認証機関および登録機関業務は、セキュリティと監査要件に定める必要

条件を充足する日本国内における二ヶ所の日本ベリサインの施設内で行われる。全ての日

本ベリサインの認証機関および登録機関業務は、内密または公然の侵入を防止、予防およ

び感知するよう設計された物理的に保護された環境内で行われる。 
 
日本ベリサインの主要な設備は、本 CPS§5.1.2に記述するように 7階層までの物理的セキ
ュリティを有し、その内部には以下のものを含む。 
・ ティア 3内で行われる登録機関確認業務 
・ ティア 4内で行われる認証機関機能 
・ ティア 4に設置される、重要なサーバ群 
・ ティア 5に保管されるオンライン認証機関暗号モジュール 
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・ ティア 7に保管されるオフライン認証機関暗号モジュール 
 
マネージド PKI カスタマは、自己の安全な設備が、エンタープライズ・セキュリティ・ガ
イド（利用可能な場合）の要件に合致するようにしなければならない。 
 
5.1.2 物理的アクセス 

日本ベリサイン認証機関システムは、4 階層の物理セキュリティによって保護されており、
上位の階層にアクセスする前に下位の階層へのアクセスが要求される。さらに、物理セキ

ュリティ・システムは、鍵管理セキュリティのための別の 3 種類の階層を含む。各階層の
特徴と要件は、表 15に記載のとおり。 
 
ティア 説明 アクセス・コントロール・メカニズム 

物理セキュ

リティ・ テ

ィア 1 

物理セキュリティ・ティア 1 は、
施設の最も外側の物理セキュリテ

ィ・バリアを意味する 

このティアへのアクセスは、アクセス・ト

ークンによる認証を必要とする。ティア 1
への入退室は、自動的に記録され録画され

る。 
物理セキュ

リティ・ テ

ィア 2 

ティア 2 は、トイレおよび玄関等
の共用の場所を含む。 

ティア 2においては、認証機関施設の共用
場所へ入る全ての者は、トークンによる認

証を必要とする。ティア 2への物理アクセ
スは自動的に記録される。 

物理セキュ

リティ・ テ

ィア 3 

ティア 3 は、機密を要する認証機
関業務が行われる最初の階層であ

る。機密を要する認証機関業務は、

認証、検証および発行等の証明手

続きのライフサイクルに関連する

行為を意味する。 

ティア 3においては、バイオメトリクスを
含む 2 種類の要素認証による個別のアク
セス管理を行う。信頼される従業員でない

者また訪問者等の付添いのない者は、ティ

ア 3 の保護された場所への入室を許可さ
れない。ティア 3への入退室は自動的に記
録される。 

物理セキュ

リティ・ テ

ィア 4 

ティア 4 は、特に機密を要する認
証機関業務が行われる階層であ

る。ティア 4 には、オンライン・
ティア 4 データ・センターとオフ
ライン・ティア 4 キー・セレモニ
ー・ルームの区分がある。 

ティア 4データ・センターにおいては、個
別のアクセス管理を、キー・セレモニー・

ルームではデュアル・コントロールを、そ

れぞれバイオメトリクスを含む 2 種類の
要素認証により行っている。ティア 4に付
添いなしで入室する者は、日本ベリサイン

の規程（トラスティド・エンプロイー・ポ

リシー）に定める要件を充足しなければな

らない。ティア 4への物理アクセスは自動
的に記録される。 

物理セキュ

リティ・ テ

ィア 5－7 

鍵管理階層のティア 5－7は、CSU 
(Certificate Signing Unit )および
鍵管理上必要となる秘密資料のオ

ンラインおよびオフラインでの保

管を保護するためのものである。 

オンライン CSU は、施錠されたキャビネ
ットにより保護される。オフライン CSU
は施錠された金庫、キャビネットおよびコ

ンテナにより保護される。CSU および鍵

管理上必要となる秘密データへのアクセ

スは、日本ベリサインの職務分離に関する

要件に従い制限される。これらのティアに
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ティア 説明 アクセス・コントロール・メカニズム 
おける、キャビネットまたはコンテナの開

閉は監査目的のために記録される。各ティ

アへのアクセスは、次第に制限される物理

的アクセス特権により管理される。 
表 15 物理的セキュリティ階層 
 
5.1.3 電源および空調 

日本ベリサインのセキュアな施設は、一次および予備の以下の設備を備えている。 
・ 電力の継続的供給を確保する電源システム 
・ 温度および相対湿度を管理するための暖房、換気、空調システム 
 
5.1.4 水による被害 

日本ベリサインは、日本ベリサインのシステムへの水による被害の影響を最小にするため

の合理的な漏水対策を講じている。 
 
5.1.5 火災予防 

日本ベリサインは、火災の予防および消火その他炎もしくは煙による影響を予防するため

の合理的な予防策を講じている。日本ベリサインの火災予防対策は、国内の火災予防規則

に則って設計されている。 
 
5.1.6 メディアの保管 

実際のサービスを提供するためのソフトウェア、並びにデータ、監査、保管またはバック

アップ資料を格納するメディアは、日本ベリサインの施設内に保管されるか、権限ある者

だけがアクセスできる適切な物理的・論理的アクセス管理機能を有し、水害、火事および

電磁気等による当該メディアの不測の損傷を防止するように設計された、上記施設外の安

全な保管施設で保管される。 
 
5.1.7 廃棄物処理 

機密文書および資料は、廃棄前にシュレッダーにより処分されるものとする。機密情報を

収集または送信するために利用されたメディアは、廃棄前に読取不可能となるようにする

ものとする。暗号化デバイスは、廃棄前に製造業者のガイドラインに従い、物理的に破壊

されゼロ化されるものとする。その他の廃棄物は、日本ベリサインの通常の廃棄物処理要

件に従い、廃棄される。 
 
5.1.8 バックアップ 

日本ベリサインは、重要なシステム・データ、監査記録その他の機密情報のバックアップ
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を定期的に行う。 
 
5.2 手続上の管理 

5.2.1 信頼される役割 

信頼される人物には、以下の事項に重大な影響を及ぼしうる、認証または暗号作業にアク

セスしもしくはこれを管理する全ての従業員、独立請負業者およびコンサルタントを含む。 
・ 証明書申請中の情報の検証 
・ 証明書申請、取消し要求、更新要求または申込情報の承認、拒絶その他の処理 
・ 証明書の発行または取消し（リポジトリの制限された部分へのアクセスを含む） 
・ 利用者の情報または要求の取扱 
 
信頼される人物には、以下の者を含むが、これに限定されない。 
・ カスタマ・サービス要員 
・ キーマネージャ 
・ セキュリティ要員 
・ システム管理者 
・ 技術要員のうち指定された者 
・ 認証事業の基盤の信頼性を管理するために指名された経営陣 
 
日本ベリサインは、本セクションで明らかにされる要員の区分を信頼される地位を有する

信頼される人物と考える。信頼される地位を取得して信頼される人物になろうとする者は、

本 CPS§5.3に定める要件を完全に満たさなければならない。 
 
5.2.2 業務に必要な人員数 

日本ベリサインは、業務内容に基づく職務分掌を確実にするための方針と厳格な管理手続

きを維持する。認証機関用暗号ハードウェア（暗号署名ユニットすなわち CSU）および関
連する鍵関係資料等の最も機密を要する業務へのアクセスおよび管理は、複数の信頼され

る人物により行われる。 
 
これらの内部統制手続きは、物理的または論理的にデバイスにアクセスするために最低 2
名の信頼される人物が確実に必要となるよう設計されている。認証機関用暗号ハードウェ

アへのアクセスは、その受入れから最終の論理的・物理的破壊の検査までのライフサイク

ルを通じて、複数の信頼される人物により厳格に実施されている。モジュールがサービス

に供されると、当該モジュールに関する一切の操作は、物理的および論理的にも複数人お

よび複数の権限により管理される。モジュールへの物理的なアクセスができる者は、シー

クレット・シェアを保有しておらず、シークレット・シェアを保有する者は、モジュール
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への物理的なアクセスができない。認証機関秘密鍵の起動データおよびシークレット・シ

ェアの要件は、本 CPS§6.2.7に規定されている。 
 
クラス 3 証明書の検証および発行等のその他の作業は、少なくとも 2 名の信頼される人物
の関与が要求される。 
 
5.2.3 それぞれの任務に必要な身元の確認 

信頼される人物になろうとする者については、日本ベリサイン人事部への面前出頭および

広く認識されている身分証明書（パスポート、運転免許証等）の調査により、身元につい

ての確認作業が行われる。身元については、更に本 CPS§5.3.1に従い、身元調査が行われ
る。 
 
日本ベリサインは、ある人物に(i)指定された施設への立ち入るためのトークンの発行、(ii)
日本ベリサイン認証機関、登録機関その他情報技術システムへアクセスし特定の業務を行

うための電子的資格証明書の発行を行う前に当該人物が信頼される地位を獲得しているこ

とおよび必要な部署の許可が取得されていることを保証するものとする。 
 
5.3 要員管理 

5.3.1 経歴、資格、経験および許可要件 

信頼される人物になろうとする者は、将来の業務を十分に遂行するために必要な経歴、資

格および経験を有することの証拠を提出しなければならない。さらに必要な場合、政府機

関との契約に基づく証明サービスを履行するために必要な政府許可も提出しなければなら

ない。経歴調査は、信頼される地位を有する人員について、5年毎に繰返されるものとする。 
 
5.3.2 経歴調査手続き 

信頼される職務への雇用を行う前に、日本ベリサインは以下の事項を含む経歴調査を行う。 
・ 過去の雇用の確認 
・ 職歴の照会 
・ 最高学歴もしくは適切な学歴の確認 
 
経歴調査により明らかになった事項で、信頼される地位の候補者として拒絶される理由と

なりうるもの、或いは既存の信頼される人物に対する何らかの措置を取る理由となりうる

ものは、一般的に以下のものを含む。 
・ 候補者または信頼される人物の不実表示 
・ 極めて芳しくないまた信頼できない身元照会結果 
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上記の情報を含む報告書は、人事部が査定し、経歴調査により明らかになった事項の種類、

影響度および行動の頻度に照らし、適切な方針を決定する。 
 
5.3.3 トレーニング要件 

日本ベリサインは、採用後、十分に業務を遂行できるよう必要とされるトレーニング（オ

ンザジョブ・トレーニングを含む）を従業員に対し行う。日本ベリサインは、トレーニン

グ・プログラムを必要に応じ定期的に見直し、改善する。 
 
日本ベリサインのトレーニング・プログラムは、個々の業務に応じ策定され、関係するも

のとして次の事項を含む。 
・ PKI基礎概念 
・ 業務責任 
・ 日本ベリサインセキュリティおよび運用ポリシー並びに手順 
・ 採用されるハードウェアおよびソフトウェアの利用と運用 
・ 事件および危殆化が発生した場合の報告および取扱 
・ 災害復旧および事業継続の手順 
 
5.3.4 再トレーニングの頻度および要件 

日本ベリサインは、従業員が業務を十分に遂行するための技能を維持するために必要な範

囲で、再教育を行う。セキュリティに対する意識を高めるためのトレーニングは、定期的

に継続して行われる。 
 
5.3.5 人事異動の頻度 

適用なし。 
 
5.3.6 無権限の行為に対する制裁 

無権限の行為または日本ベリサインのポリシーおよび手順に対するその他の違反に対して

は、懲戒処分が取られる。懲戒処分には解雇を含み、無権限の行為の頻度並びに重大性に

応じた手段が取られる。 
 
5.3.7 請負事業者の要件 

限定された環境下で、独立請負事業者またはコンサルタントが、信頼される地位を占める

ことがある。これらの請負業者またはコンサルタントに対しては、同種の地位にある日本

ベリサインの従業員に適用されるものと同一の業務上およびセキュリティ上の基準が適用

される。 
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本 CPS§5.3.2に記載する経歴調査を経ない独立請負事業者またはコンサルタントは、信頼
される人物に付添われ、直接に監督される範囲でのみ日本ベリサインの厳重に管理された

施設内にアクセスすることができる。 
 
5.3.8 従業員に提供される資料 

日本ベリサインの PKIサービスの運用に関与する要員は、本 CPS、VTN CPおよび日本ベ
リサイン・セキュリティ・ポリシーを読むことを要求される。日本ベリサインは、従業員

に対し、業務を十分に遂行するために必要となるトレーニングおよび資料を提供する。 
 
6. 技術的セキュリティ・コントロール 

 
6.1 鍵ペア生成およびインストレーション 

6.1.1 鍵ペア生成 

認証機関鍵ペアの生成は、複数の、事前に選考され、訓練を受けた信頼される個人により、

信頼すべきシステムおよびセキュリティ並びに鍵生成に要求される暗号強度を提供する手

続を用いてなされる。第一次認証機関、その他のルート認証機関並びに中間認証機関につ

いては、鍵生成に用いられる暗号モジュールは、FIPS140-1 レベル３の要件を満たす。他
の認証機関（日本ベリサイン認証機関およびマネージド PKI カスタマ認証機関を含む）に
ついては、鍵生成に用いられる暗号モジュールは最低限 FIPS140-1レベル２の要件を満た
すものである。 
 
全ての認証機関の鍵ペアは、キー・セレモニー・リファレンス・ガイド、認証機関キーマ

ネジメントツール・ユーザー・ガイドおよびセキュリティおよび監査要件ガイドに従い、

予め計画された鍵生成セレモニーにおいて生成される。それぞれの鍵生成セレモニーにお

いて行われた活動は記録され、日付が付され、携わった全ての個人により署名される。こ

れらの記録は、日本ベリサインの経営陣が適当であるとみなす期間、監査および後日の調

査の目的で保管される。 
登録機関鍵ペアの生成は、一般的には、ブラウザ・ソフトウェアとともに提供される

FIPS140-1 レベル１に認定された暗号モジュールを用いて、当該登録機関自身によりなさ
れる。 
 
マネージド PKI カスタマは、自動承認サーバを用いて、自らの鍵ペアを生成する。日本ベ
リサインは、自動承認サーバによる鍵ペア生成が FIPS140-1レベル２に認定された暗号モ
ジュールを用いて実行されることを推奨している。 
 
利用者の鍵ペアの生成は、一般的には、当該利用者によりなされる。クラス１証明書、ク
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ラス２証明書およびクラス３コード/オブジェクト・サイニング証明書については、利用者
は、ブラウザ・ソフトウェアとともに鍵生成のために提供される FIPS140-1レベル１に認
定された暗号モジュールを通常用いる。サーバ証明書については、利用者は、ウェブ・サ

ーバ・ソフトウェアとともに提供される鍵生成ユーティリティーを通常用いる。 
 
6.1.2 秘密鍵の受渡 

利用者の鍵ペアは、当該利用者自身により通常生成されるため、この場合には秘密鍵の利

用者への受渡は生じない。 
 
登録機関または利用者の鍵ペアが、日本ベリサインによりハードウェア・トークンまたは

スマート・カードに予め生成されている場合には、当該デバイスは登録機関または利用者

に対し、不正開封防止機能を施した上で商用配送サービスを用いて配布される。当該デバ

イスを起動するために必要なデータは、登録機関または利用者に対し、当該デバイスの配

布とは別個の方法により配布される。当該デバイスの配布は日本ベリサインにより記録さ

れる。 
 
キーリカバリーサービスのためマネージド PKI キーマネージメントを用いるマネージド
PKI カスタマについては、カスタマは（自らが承認した証明書申請をなした利用者に代わ
り）、暗号化用鍵ペアを生成し、当該鍵ペアを当該利用者に対し、パスワードで保護された

PKCS#12ファイルにて送信することができる。 
 
6.1.3 公開鍵の証明書発行者への受渡 

利用者および登録機関は、その公開鍵をその認証のため日本ベリサインに対し、PKCS#10
の証明書署名要求(CSR)を用いるか、またはセキュア・ソケット・レイヤー（SSL）によっ
て保護されたセッションにおいて他のデジタル署名の付されたパッケージを用いて、送付

するものとする。認証機関、登録機関または利用者の鍵ペアは日本ベリサインにより生成

される場合、本要件は適用されない。 
 
6.1.4 認証機関公開鍵のユーザへの受渡 

米国ベリサインは、その第一次認証機関およびルート認証機関の認証機関証明書を、マイ

クロソフトおよびネットスケープのウェブ・ブラウザ・ソフトウェアに組み込むことによ

り、利用者および依拠当事者が利用できるようにする。新規の第一次認証機関およびルー

ト認証機関の証明書が生成された場合、米国ベリサインは、当該ブラウザ・ソフトウェア

の新版またはアップデート版への組み込みのため、当該新規証明書をブラウザ・ソフトウ

ェア・メーカーに提供する。 
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日本ベリサインは、一般的に、全ての証明書チェーン（発行認証機関およびそのチェーン

内の認証機関を含む）を、証明書の発行と同時に、利用者に対し提供する。日本ベリサイ

ン認証機関証明書は、日本ベリサインの LDAPディレクトリ（directory.verisign.co.jp）か
らもダウンロードすることができる。 
 
6.1.5 鍵のサイズ 

日本ベリサイン認証機関の鍵ペアは、1000ビットの RSAである過去の RSAセキュア・サ
ーバ認証機関を除き、少なくとも 1024ビットの RSAである。米国ベリサインの第三世代
（G3）の第一次認証機関は、2048ビットの RSA鍵ペアを有する。日本ベリサインは、登
録機関および利用者に対し、1024 ビットの RSA 鍵ペアを生成するよう推奨するが、現状
のところ特定の過去のアプリケーションおよびウェブ・サーバをサポートするために 512
ビットの RSA鍵ペアを使用することを認めている。 
 
6.1.6 公開鍵のパラメータの生成 

適用なし。 
 
6.1.7 パラメータの品質のチェック 

適用なし。 
 
6.1.8 ハードウェア・ソフトウェアの鍵生成 

日本ベリサインは、その認証機関の鍵ペアを本 CPS§6.2.1に従い、適切なハードウェア暗
号モジュールにおいて生成する。登録機関および利用者の鍵ペアについては、ハードウェ

アまたはソフトウェアのいずれにより生成されても良い。 
 
6.1.9 鍵用途目的 

X.509バージョン3の証明書に関し、日本ベリサインは一般的に証明書の鍵用途(KeyUsage)
エクステンションを、RFC3280、すなわち、2002 年 4 月のインターネット X.509 公開鍵
インフラストラクチャ証明書および CRLプロファイルに従い定めている。米国ベリサイン
の X.509バージョン 3証明書の鍵用途エクステンションは、次の例外を除き、表 16に従っ
て定められている。 
・ マネージド PKI キーマネージメントを通じたデュアル・キー・システムにおける署名
用証明書には否認防止ビット(nonrepudiation bit)を設定することは許される。 

・ 鍵用途エクステンションのクリティカリティーは、将来的には他の証明書に関しても真

（TRUE）に設定される可能性がある。 
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 認証機関 クラス１お
よびクラス

２利用者 

クラス３サ

ーバーおよ

びコード /オ
ブ ジ ェ ク

ト・サイニン

グ利用者；自

動管理トー

クン 

デ ュ ア ル

鍵 ペ ア 署

名（マネー

ジド PKI
キ ー マ ネ

ー ジ メ ン

ト） 

デュアル鍵

ペア暗号化

（マネージ

ドPKIキー
マネージメ

ント） 

criticality FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 
０  

digitalSignature 
クリア セット セット セット クリア 

１  
nonRepudiation 

クリア クリア クリア クリア クリア 

２  
keyEncipherment 

クリア セット セット クリア セット 

３  
dateEncipherment 

クリア クリア クリア クリア クリア 

４  
keyAgreement 

クリア クリア クリア クリア クリア 

５  
keyCertSign 

セット クリア クリア クリア クリア 

６  
CRLSign 

セット クリア クリア クリア クリア 

７  
encipherOnly 

クリア クリア クリア クリア クリア 

８  
decipherOnly 

クリア クリア クリア クリア クリア 

表 16 鍵用途エクステンションの設定 
 
特定の認証機関および利用者の証明書については、X.509 バージョン１の証明書（本 CPS
§7.1.1参照）であるため、鍵用途エクステンションの使用をサポートしていない。 
 
6.2 秘密鍵の保護 

日本ベリサインは、日本ベリサイン、マネージド PKI カスタマの秘密鍵のセキュリティを
確実にするため、物理的、論理的および手続的管理の組み合わせを実施している。論理的

および手続的管理は、本 CPS§6.2に記載されている。物理的なアクセス・コントロールに
ついては、本 CPS§5.1.2 に記載されている。利用者は、契約により、その秘密鍵の滅失、
漏洩、変更または権限なき者による使用を防止するため必要な予防策を取ることが要求さ

れている。 
 
6.2.1 暗号モジュールの基準 

第一次認証機関、その他のルート認証機関並びに中間認証機関の鍵ペアの生成並びに認証

機関の秘密鍵の保管に関し、米国ベリサインおよび日本ベリサインは FIPS140-1レベル３
の認定を受けもしくは重要な点においてこの要求を満たすハードウェア暗号モジュールを

使用している。他の認証機関に関しては、日本ベリサインは少なくとも FIPS140-1レベル
２の認定を受けたハードウェア暗号モジュールを使用している。 
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6.2.2 複数人による秘密鍵の管理 

日本ベリサインは、機密を要する認証機関の暗号運用について複数の信頼できる個人が関

与することを要求する技術的・手続的な仕組みを実施している。日本ベリサインは、認証

機関の秘密鍵を利用するために「シークレット・シェアリング」という手法を用い、必要

な起動データを、「シークレット・シェア」と呼ばれる別々のパーツに分割し、「シェアホ

ルダー」と呼ばれる訓練を受けた信頼できる個人により保有させている。特定のハードウ

ェア暗号モジュールに関して生成・分配されたシークレット・シェア総数（ｍ）の内、一

定数のシークレット・シェア（ｎ）が、当該モジュールに保管されている認証機関の秘密

鍵を起動させるために必要となる。 
  
表 17は、日本ベリサインの認証機関の異なる種類ごとに、配布されたシークレット・シェ
アの内、当該認証機関の秘密鍵を稼動させるために必要なシークレット・シェアの数を示

す。 
 

表 17 シークレット・シェアの配分および必要数 
 
6.2.3 秘密鍵の預託 

日本ベリサインは、認証機関、登録機関または利用者の秘密鍵について、法律の執行目的

災害復旧用シークレッ

ト・シェア 
主体 認証機関の秘密鍵を

もって利用者の証明

書に署名することを

可能にするために要

求されるシークレッ

ト・シェア 

認証機関証

明書に署名

するために

必要なシー

クレット・シ

ェア 

配分される

シークレッ

ト・シェアの

総数 
必要なシー

クレット・

シェア 

全体のシー

クレット・

シェア 
クラス１第一

次認証機関 
適用なし 3 12 3 5 

クラス２第一

次認証機関 
適用なし 3 12 3 5 

クラス３第一

次認証機関 
適用なし 3 12 3 5 

クラス１認証

機関および下

位の認証機関 

3 3 13 3 5 

クラス２認証

機関および下

位の認証機関 

3 3 13 3 5 

クラス３認証

機関および下

位の認証機関 

3 3 13 3 5 
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のために第三者に対し預託することはない。 
マネージド PKIキーマネージメントを用いるマネージド PKIカスタマは、自己が承認した
証明書申請を行った利用者の秘密鍵のコピーを預託することができる。日本ベリサインは、

利用者の秘密鍵のコピーの保管は行わないものの、次に定める当該利用者の鍵の復旧手続

に関し、重要な役割を果たす。 
・ 各々の利用者の鍵ペアのバックアップに関し、マネージド PKIキーマネージメントは、
無作為に共通鍵を生成し、それを用いて、カスタマのサイトにおいてバックアップされ

た秘密鍵を暗号化する。当該共通鍵も日本ベリサインのキーリカバリーサービスに属す

る公開鍵を用いて暗号化され、カスタマのサイトのローカル・データベースに保管され

る。 
・ 利用者の秘密鍵のバックアップを復旧する必要が生じた場合、マネージド PKI 管理者
はカスタマのサイトにおいてキーマネージャにより保管されている鍵の履歴を用いて、

当該鍵を特定し、これに対応する暗号化された共通鍵を日本ベリサインのキーリカバリ

ーサービスに送付する。日本ベリサインのキーリカバリーサービスは、当該共通鍵を復

号化して返還し、この復号化された共通鍵は、当該利用者の秘密鍵をデータベースから

復号化する目的で使用される。このようにして得られた鍵およびこれに対応する証明書

は、利用者に再配布することができる。 
 
6.2.4 秘密鍵のバックアップ 

日本ベリサインは、認証機関の秘密鍵のバックアップ用コピーを、通常の復旧および災害

復旧の目的で生成する。当該鍵は暗号化された形でハードウェア暗号モジュール内にこれ

と関係する鍵保管デバイスとともに保管される。認証機関の秘密鍵保管に用いられる暗号

モジュールは、本 CPS§6.2.1の要件に合致している。認証機関の秘密鍵は、本 CPS§6.2.6
に従い、バックアップ用のハードウェア暗号モジュールにコピーされる。 
 
認証機関の秘密鍵の施設内のバックアップ用コピーを含むモジュールは、本 CPS§5.1、
6.2.1の要件に従う。認証機関の秘密鍵の災害復旧用コピーを含むモジュールは、本 CPS§
4.8.2の要件に従う。 
 
日本ベリサインは、登録機関の秘密鍵のコピーは保管しない。利用者の秘密鍵のバックア

ップについては、本 CPS§6.2.3を参照されたい。 
 
6.2.5 秘密鍵の保管 

認証機関の鍵ペアについてその有効期間が満了したときは、当該鍵ペアは少なくとも５年

間保管される。保管された鍵ペアは、本 CPS§6.2.1に定める要件に合致するハードウェア
暗号モジュールを用いて確実に保管される。保管された鍵ペアは、再使用されないように
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必要な管理がされている。保管期間満了に伴い、保管された認証機関の鍵ペアは、本 CPS
§6.2.9に従い、確実に破壊される。 
 
日本ベリサインは登録機関および利用者の鍵ペアのコピーについては保管しない。 
 
6.2.6 秘密鍵の暗号モジュールへの収容 

日本ベリサインは、認証機関の鍵ペアを、当該鍵ペアが使用されるハードウェア暗号モジ

ュールにおいて生成する。更に、日本ベリサインは、当該鍵ペアのコピーを、通常の復旧

および災害復旧の目的で作成する。認証機関の鍵ペアが他のハードウェア暗号モジュール

にバックアップされる際には、当該鍵ペアはモジュール間を暗号化された形で移動される。 
 
6.2.7 秘密鍵の起動の方法 

日本ベリサインのサブドメインへの全ての参加者は、自己の秘密鍵の起動データにつき、

滅失、盗難、権限なき者による漏洩または権限なき者による使用を防止しなければならな

い。 
 
6.2.7.1 利用者の秘密鍵 

本セクションは、利用者の秘密鍵の起動データを保護するための VTN基準を日本ベリサイ
ンのサブドメインに適用するものである。更に、利用者は、スマート・カード、生物学的

アクセス・デバイスおよびその他の秘密鍵を保管するためのハードウェア・トークンを含

む今日利用可能な高度な秘密鍵保護メカニズムを使用することができる。２つの方法によ

る認証メカニズム（例えば、トークンとパスフレーズ、生物学的認証とトークン、または

生物学的認証とパスフレーズ）を利用することが奨励される。 
 
6.2.7.1.1 クラス１証明書 

クラス１の秘密鍵の保護に関する VTNスタンダードは、利用者において、利用者の承認な
くして利用者のワークステーションおよびそれに関連づけられた秘密鍵が使用されること

を防止するために必要な物理的保護を施すため商業上合理的な手段をとることである。更

に、日本ベリサインは、利用者が、本 CPS§6.4.1に従いパスワードを用いるか、またはそ
れと同様の強度のセキュリティを用いて、秘密鍵の起動に先立ち利用者を認証すること、

例えば、秘密鍵を運用するためのパスワード、Windows ログオンまたはスクリーン・セー
バーのパスワード、またはネットワーク・ログオンのパスワードを用いることを推奨して

いる。 
 
6.2.7.1.2 クラス２証明書 

クラス２の秘密鍵の保護に関する VTNスタンダードは、利用者において、次の措置をとる
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ことである。 
・ 利用者が、本 CPS§6.4.1に従いパスワードを用いるか、またはそれと同様の強度のセ
キュリティを用いて、秘密鍵の起動に先立ち利用者を認証すること、例えば、秘密鍵を

運用するためのパスワード、Windows ログオンまたはスクリーン・セーバーのパスワ
ード、ネットワーク・ログオンのパスワードを用いること、および 

・ 利用者の承認なくして利用者のワークステーションおよびそれに関連づけられた秘密

鍵が使用されることを防止するために必要な物理的保護を施すため商業上合理的な手

段をとること 
 
非活性化する場合、秘密鍵は暗号化された形式でのみ保管されることを要する。 
 
6.2.7.1.3 管理者証明書を除くクラス３証明書 

クラス３の秘密鍵の保護（管理者を除く）に関する VTNスタンダードは、利用者において、
次の措置をとることである。 
・ スマート・カード、他の暗号ハードウェア・デバイス、生物学的アクセス・デバイス、

パスワード、またはそれと同様の強度のセキュリティを用いて、秘密鍵の起動に先立ち

利用者を認証すること、および 
・ 利用者の承認なくして利用者のワークステーションおよびそれに関連づけられた秘密

鍵が使用されることを防止するために必要な物理的保護を施すため商業上合理的な手

段をとること 
 
スマート・カード、他の暗号ハードウェア・デバイスまたは生物学的アクセス・デバイス

とともに、本CPS§6.4.1に従いパスワードを用いることが推奨される。非活性化する場合、
秘密鍵は暗号化された形式でのみ保管されることを要する。 
 
6.2.7.2 管理者の秘密鍵 

6.2.7.2.1 管理者 

管理者の秘密鍵の保護に関する VTNスタンダードは、管理者に対し次のことを要求する。 
・ スマート・カード、生物学的アクセス・デバイスもしくは本 CPS§6.4.1に従ったパス
ワードを用いるか、またはそれと同様の強度のセキュリティ、例えは、秘密鍵を運用す

るためのパスワード、Windows ログオン、スクリーン・セーバーもしくはネットワー
ク・ログオンのパスワードを用いて、秘密鍵の起動に先立ち管理者を認証すること、お

よび 
・ 管理者の承認なくして管理者のワークステーションおよびそれに関連づけられた秘密

鍵が使用されることを防止するために必要な物理的保護を施すため商業上合理的な手

段をとること 
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秘密鍵の起動に先立ち管理者を認証するため、スマート・カード、他の暗号ハードウェア・

デバイスまたは生物学的アクセス・デバイスとともに、本 CPS§6.4.1に従いパスワードを
用いることが推奨される。 
 
非活性化する場合、秘密鍵は暗号化された形式でのみ保管されることを要する。 
 
6.2.7.2.2 暗号モジュール（自動承認またはマネージド PKI キーマネージメントサー

ビスとともに）を用いるマネージド PKI 管理者 

暗号モジュール（自動承認またはマネージド PKI キーマネージメントサービスとともに）
を用いる管理者の秘密鍵の保護に関する VTNスタンダードは、管理者に対し次のことを要
求する。 
・ 秘密鍵の起動に先立ち管理者を認証するため、本 CPS§6.4.1に従いパスワードを用い
るとともに、暗号モジュールを使用すること、および 

・ 管理者の承認なくして暗号モジュール・リーダーを保管するワークステーションおよび

それに関連づけられた秘密鍵が使用されることを防止するために必要な物理的保護を

施すため商業上合理的な手段をとること 
 
6.2.7.3 日本ベリサインが保有する秘密鍵 

日本ベリサインの認証局の秘密鍵は、本 CPS§6.2.2に従い、その起動データ（トークンま
たはパスフレーズ）を供給する必要数のシェアホルダーによって起動される。日本ベリサ

インのオフラインになっている認証機関に関しては、当該認証機関の秘密鍵は、作業毎（例

えば、下位認証機関の認証または第一次認証機関が CRLに署名する場合）に起動され、作
業後非活性化され、モジュールは安全な保管場所に戻される。日本ベリサインのオンライ

ンになっている認証機関に関しては、認証機関の秘密鍵は原則として起動されたままで、

当該秘密鍵は当該認証機関がオフラインとなる（例えば、システム保守のため）まで、実

際のサービスを提供するデータ・センターで業務に使用される。日本ベリサインのシェア

ホルダーは、そのシークレット・シェアを保護することおよびシェアホルダーとしての責

任を認識する合意書に署名することが要求される。 
 
6.2.8 秘密鍵の非活性化の方法 

日本ベリサイン認証機関の秘密鍵は、暗号署名ユニット（CSU）をリーダーから取り除く
と同時に非活性化される。日本ベリサイン登録機関の秘密鍵（登録機関申請を認証するた

めに用いられたもの）は、システム・ログオフと同時に非活性化される。日本ベリサイン

登録機関は、その作業場所を離れる際には、自己のワークステーションをログオフするこ

とが要求される。 
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クライアント管理者、登録機関および利用者の秘密鍵は、作業が終了する都度、システム

のログオフを行う都度またはスマート・カード・リーダーからスマート・カードを取り外

す都度といったように、ユーザによって採用されている認証メカニズムに従い、非活性化

される。いずれの場合においても、利用者は、その秘密鍵を本 CPS§2.1.3、6.4.2に従い、
適切に保護する義務を負う。 
 
6.2.9 秘密鍵の破壊の方法 

日本ベリサイン認証機関の運用ライフタイムの終了に際し、１つ以上の認証機関秘密鍵の

コピーが本 CPS§6.2.5に従い、保管される。残存する認証機関秘密鍵のコピーは確実に破
壊される。さらに、保管された認証機関秘密鍵は保管期間の終了に際し、確実に破壊され

る。認証機関の鍵の破壊行為に関しては、複数の信頼できる個人の関与が要求される。 
  
日本ベリサインは、必要な場合、認証機関の秘密鍵を、鍵の再生ができるような残余物が

残らないことが合理的に確保される方法により破壊する。日本ベリサインは、認証機関の

秘密鍵の完全な破壊を確実にするため、そのハードウェア暗号モジュールのゼロ化機能お

よび他の適切な方法を活用する。鍵の破壊が完了した際には、認証機関の鍵破壊活動は記

録される。 
 
6.3 鍵ペアの管理に関する他の点 

6.3.1 公開鍵の保管 

日本ベリサインの認証機関、登録機関および利用者の証明書は、バックアップされ、日本

ベリサインの日常のバックアップ手続の一部として保管される。 
 
6.3.2 公開鍵および秘密鍵の使用期間 

証明書の運用期間はその期間満了または取消しにより終了する。鍵ペアの使用可能期間は、

それに関連づけられた証明書の有効期間と同一であるが、秘密鍵に関しては復号化のため

使用を継続することができ、公開鍵は署名の検証のために使用を継続することができる。

本 CPSの発効日以降に発行された証明書に関する日本ベリサイン証明書の最長の有効期間
は表 18に定めるとおりである。 
 
さらに、日本ベリサイン認証機関は、上位認証機関の証明書の有効期間満了後に下位認証

機関が発行した証明書の有効期間が満了する事態が起こらぬよう、自己の認証機関証明書

の有効期間満了日前の適当な日に、新たな証明書の発行を停止する。 
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証明書の発行者 有効期間 

自己署名された第一次認証機関 
（1024ビット） 

30年まで 

自己署名された第一次認証機関 
（2048ビット） 

50年まで 

第一次認証機関から中間認証機関(オフ
ライン) 

10年まで(認証機関更新作業後は、15年まで) 
 

第一次認証機関から認証機関(オンライ
ン) 

5年まで(認証機関更新作業後は、10年まで) 
(#1 

中間認証機関(オフライン)から認証機関
(オンライン) 

5年まで(認証機関更新作業後は、10年まで) 
(#2 

認証機関(オンライン)から利用者(個人) 通常は 2年まで、ただし条件を満たす場合に
は 5年まで (#2 

認証機関(オンライン)から利用者(組織) 通常は 2年まで(#3, (#4 

(#1 VeriSign Onsite Administrator CA-Class 3は、過去のシステムとの関係から10年を超える有効期間を持つ場合が

ありますが、適切な時期に使用出来ない状態する。 

(#2 5 年の有効期間をもつ利用者証明書が発行されている場合には、オンライン認証機関の有効期間は更新作業するこ

となしに１０年に設定され、５年経過後に認証機関鍵ペアの交換を行う。 

(#3 組織向け証明書に関しては、３年の有効期限の組織向け証明書を将来発行する可能性がある。このようなウェブ・

サーバ証明書は、少なくとも２５ヶ月毎に再認証が必要となる。 

(#4 組織向け利用者証明書のうちVTNの一部機能をサポートするためだけの証明書に関しては、有効期間が５年とされ、

更新作業後は最長１０年とすることができる。 

 
表 18 証明書の有効期間 
 
本セクションに別段の記載がある場合を除き、日本ベリサインのサブドメインの参加者は、

鍵ペアにつきその使用期間が終了した後は、いかなる使用をも止めなければならない。 
 
利用者に対して認証機関が発行した証明書は、次に定める要件を満たす場合に限り、２年

を越えて最長５年までの有効期間を有することができる。 
・ 当該証明書が個人向けの証明書であること 
・ 利用者の鍵ペアが、スマート・カードのようなハードウェア・トークン上に存在するこ

と 
・ 利用者が本 CPS§3.1.9に従い、再認証手続を毎年受けることを要求されるものとされ
ていること 

・ 利用者が証明書中の公開鍵に対応する秘密鍵を保有することを毎年証明しなければな

らないものとされていること 
・ 万一、利用者が本 CPS§3.1.9に従い、再認証手続を完了することができず、または秘
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密鍵を保有することの証明を前記に従い行うことができない場合には、認証機関は自動

的に当該利用者の証明書を取消すものとされていること 
 
米国ベリサインは、過去において自己署名した VTNの一部をなす発行ルート認証機関をも
運用している。これらの認証機関によって発行された利用者証明書は、利用者に対する認

証機関に関する要件として表１８に定める要件を満たすものである。これらの認証機関に

関する要件は表 19に定めるとおりである。 
 

認証機関証明書の発行者 認証機関証明書の 
有効期間 

発行された利用者証明書の

クラス 
RSAセキュア・サーバ認証機関（自
己署名） 

15年まで VTNクラス 3と同等 

コマーシャル・ソフトウェア・ 
パ ブ リ ッ シ ャ ー 認 証 機 関

（自己署名） 

10年まで VTNクラス 3と同等 

米国ベリサイン・タイムスタンピ

ング・ルート認証機関（自己署名） 
10年まで VTNクラス 3と同等 

表 19 過去の発行ルート認証機関に関する要件 
 
6.4 起動データ 

6.4.1 起動データの生成とインストレーション 

日本ベリサイン認証機関の秘密鍵を含むトークンを保護するために用いられる起動データ

（シークレット・シェア）は、本 CPS§6.2.2およびキー・セレモニー・リファレンス・ガ
イドに定める要件に従って生成される。シークレット・シェアの生成および分配は記録さ

れる。 
 
日本ベリサイン登録機関は、自己の秘密鍵を保護するため、強度のパスワードを選択する

ことを要求される。日本ベリサインのパスワード選択に関するガイドラインはパスワード

に関し、次の要件を定めている。 
・ ユーザによって生成されること 
・ 少なくとも８文字以上であること 
・ 少なくとも１文字以上のアルファベットと１文字以上の数字を含むこと 
・ 少なくとも１以上の小文字を含むこと 
・ 同じ文字が多く含まれないこと 
・ オペレータの氏名等の属性と同一でないこと 
・ ユーザの属性から容易に推測される文字列を含むものでないこと 
 
日本ベリサインは、マネージド PKI 管理者、登録機関および利用者に対し、同様の要件を
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満たすパスワードを選択することを強く推奨する。日本ベリサインは、２つの要素による

認証メカニズム（例えば、トークンとパスフレーズ、生物学的要素とトークン、または生

物学的要素とパスフレーズ）を、秘密鍵の起動のために使用することをも推奨している。 
 
6.4.2 起動データの保護 

日本ベリサインのシークレット・シェア保有者は、そのシークレット・シェアを保護する

ことおよび保有者としての責任を認識する合意書に署名することが要求される。 
  
日本ベリサイン登録機関は、その管理者/登録機関の秘密鍵を、パスワード保護とブラウザ
の「セキュリティ高」オプションを用い、暗号化した形式で保管することが要求される。 
  
日本ベリサインは、クライアント管理者、登録機関および利用者に対し、その秘密鍵を暗

号化した形式で保管することおよびその秘密鍵をハードウェア・トークンまたは強度なパ

スフレーズのいずれかまたは双方を用いて保護することを強く推奨する。２つの方法によ

る認証メカニズム（例えば、トークンとパスフレーズ、生物学的認証とトークン、または

生物学的認証とパスフレーズ）が推奨される。 
 
6.4.3 起動データに関する他の点 

本 CPS§6.4.1および 6.4.2参照 
 
6.5 コンピュータ・セキュリティ管理 

日本ベリサインは、日本ベリサインのセキュリティおよび監査要件ガイドの要件に合致す

る信頼できるシステムを用いて、すべての認証機関および登録機関の機能を遂行している。

マネージド PKIカスタマは、エンタープライズ・セキュリティ・ガイド（利用可能な場合）
に定める要件に合致する信頼できるシステムを用いることを要する。 
 
6.5.1 特定のコンピュータ・セキュリティの技術的要件 

日本ベリサインは、認証機関ソフトウェアおよびデータ・ファイルを維持するシステムが

信頼できるシステムであり、無権限者によるアクセスから安全なものであることを確保す

る。さらに、日本ベリサインは、実際に運用に供しているサーバへのアクセスを、業務上

必要な個人のみに限定する。それ以外の者は、当該サーバへのアクセスをすることはでき

ない。 
 
日本ベリサインが実際に運用に供している証明書発行ネットワークは、論理的に他の部分

から分離しており、必要なアプリケーション以外の通信は許可されない。日本ベリサイン

は、実際に運用に供しているネットワークを、内部および外部からの侵入並びに許可され
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ていない通信を制限するために、ファイアウォールを使用する。 
 
日本ベリサインでは、必要最低限の文字数からなる英数字と特殊記号の組み合わせによる

パスワードを使用する。このパスワードは定期的に変更される。 
 
日本ベリサインのリポジトリをサポートする日本ベリサインのデータベースへの直接的ア

クセスは、日本ベリサインの運用グループに属する有効な業務上の理由を有する信頼でき

る者に限定される。 
 
6.5.2 コンピュータ・セキュリティの評価 

日本ベリサインが使用するプロセッシングセンター・ソフトウェアのバージョンは、

ISO/IEC15408-3:1999のEAL4保証要件を満たすものである。ISO/IEC15408-3:1999とは、
情報工学－セキュリティ技術－IT セキュリティの評価基準－パート 3：セキュリティ保証
要件で、米国ベリサインプロセッシングセンター・セキュリティ・ターゲットに対するコ

モン・クライテリアに基づくものである。米国ベリサインは、コモン・クライテリアのも

とで、プロセッシングセンター・ソフトウェアの新製品について、適宜評価することがで

きる。その時点で使用されているプロセッシングセンターのバージョンが何か、およびそ

れが EAL4 保証要件を満たすものであるか否かに関する更なる情報については、日本ベリ
サインに連絡されたい。 
 
6.6 ライフサイクル技術管理 

6.6.1 システム開発管理 

アプリケーションは、日本ベリサインのシステム開発および変更管理基準に従い、日本ベ

リサインにより開発され実施される。日本ベリサインは、そのマネージド PKI カスタマに
対し、当該カスタマが登録機関および認証機関の機能を果たすために、ソフトウェアをも

提供する。当該ソフトウェアは日本ベリサインのシステム開発基準に従い開発される。 
 
米国ベリサインが開発したソフトウェアは、最初にロードされる際、システム上の当該ソ

フトウェアが、米国ベリサインまたは日本ベリサインにより開発されたもので、インスト

レーションの前に変更されていないことおよび使用しようと意図しているバージョンであ

ることを証明する方法を提供する。 
 
6.6.2 セキュリティ管理 

日本ベリサインは、その認証機関システムの状況を管理し、監視するための仕組みおよび

方策を有している。日本ベリサインは、すべてのソフトウェア・パッケージおよび日本ベ

リサイン・ソフトウェアのアップデートについて、ハッシュを生成する。当該ハッシュは、
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当該ソフトウェアの完全性を手動で証明するために用いられるものである。インストレー

ション時およびその後定期的に、日本ベリサインはその認証機関システムの完全性を確認

する。 
 
6.6.3 ライフサイクル・セキュリティ評価 

適用なし。 
 
6.7 ネットワーク・セキュリティ管理 

日本ベリサインは、権限のない者によるアクセスおよび他の不正な活動を防止するため、

セキュリティおよび監査要件ガイドに従い、セキュリティの施されたネットワークを用い

て、その全ての認証機関および登録機関の機能を履行している。日本ベリサインは、暗号

化およびデジタル署名を用いて、機密情報の通信を行なっている。 
 
6.8 暗号モジュール・エンジニアリング管理 

日本ベリサインおよび米国ベリサインが使用する暗号モジュールは、本 CPS§6.2.1に定め
る要件に合致している。 
 
7. 証明書および CRL の概略 

 
7.1 証明書の概略 

本 CPS§7.1 は、本 CPS に基づき発行される証明書の概略および VTN 証明書としての証
明書記載事項の要件を規定する。 
 
日本ベリサインの証明書は、(a) 国際電気通信連合･電気通信標準化部門勧告 Ｘ.509 
(1997): Information Technology - Open Systems Interconnection – The Directory: 
Authentication Framework, June 1997および(b) RFC 3280: Internet X.509 Public Key 
Infrastructure Certificate and CRL Profile(“RFC 3280”)に準拠している。 
 
少なくとも、日本ベリサインの X.509証明書は、X.509 バージョン 1のフィールドを含み、
表 20に示す所定の値を表示する。 
 
フィールド 値 

Version 本 CPS§7.1.1参照。 
Serial Number 発行者識別名(Issuer DN)毎の一意の値 
Signature Algorithm 証明書に署名するために使用されるアルゴリズムの名称（本 CPS§7.1.3

参照） 
Issuer DN 本 CPS§7.1.4参照 
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Valid From Universal Coordinate Timeを基準とし、RFC3280に従いエンコードさ
れる。 

Valid To Universal Coordinate Timeを基準とし、RFC3280に従いエンコードさ
れる。有効期間は、本 CPS§6.3.2に記載する制約に従い設定される。 

Subject DN 本 CPS§7.1.4参照。 
Subject Public Key 本 CPS§7.1.3に規定するアルゴリズムを使用し RFC3280に従いエンコ

ードされ、鍵長は本 CPS§6.1.5に規定される。 
Signature RFC3280に従い生成されエンコードされる。 
表 20 証明書プロファイル・ベーシック・フィールド 
 
7.1.1 バージョン・ナンバー 

VTN認証機関、日本ベリサイン認証機関および利用者証明書は X.509バージョン 3証明書
であるが、以下の例外がある。 
・ 米国ベリサイン・ルート認証機関証明書（米国ベリサイン第一次認証機関その他の米国

ベリサイン・ルート認証機関を含む）は、X.509バージョン 1証明書である。 
・ 一部の古い米国ベリサイン認証機関証明書は、X.509バージョン 1証明書である。 
・ 一部のセキュア・サーバ証明書は X.509バージョン 1証明書である。これは、特定のウ
ェブ・サーバが X.509バージョン 3証明書をサポートしていないからである。 

 
7.1.2 証明書エクステンション 

X.509 バージョン 3 証明書が利用される場合、日本ベリサインは本 CPS§7.1.2.1 から
7.1.2.8 で要求されるエクステンションを有する証明書を発行する。私的なエクステンショ
ンは、その利用が VTN CPおよび本 CPSに適合している限り、許容される。 
 
7.1.2.1 鍵用途 (Key Usage) 

X.509 証明書を発行する場合、日本ベリサインは鍵用途エクステンションを本 CPS§6.1.9
に従い記載する。このエクステンションのクリティカリティーに関するフィールド 
(criticality field)は、「FALSE」に設定される。 
 
7.1.2.2 証明書ポリシー (Certificate Policies) 

日本ベリサイン X.509 バージョン 3 利用者証明書は、証明書ポリシー・エクステンション
を使用する。証明書ポリシー・エクステンションは、CP§7.1.6に従い VTN CP用の適用
されるオブジェクト識別子 (object identifier)および CP§7.1.8 に定めるポリシー修飾子 
(policy qualifiers)を含む。このエクステンションのクリティカリティーに関するフィール
ドは、「FALSE」に設定される。 
 
7.1.2.3 サブジェクト代替名 (Subject Alternative Names) 

適用なし。 
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7.1.2.4 基本制約 (Basic Constraints) 

日本ベリサインは、基本制約エクステンションに認証機関と記載された X.509バージョン 3 
認証機関証明書を発行する。日本ベリサインは、基本制約エクステンションにエンド・エ

ンティティ (End Entity)と記載された利用者証明書も発行する。基本制約エクステンショ
ンのクリティカリティーに関するフィールドは、一般的に「FALSE」に設定される。この
エクステンションのクリティカリティーは、他の証明書について、将来は「TRUE」に設定
される可能性がある。 
 
日本ベリサインは、基本制約エクステンションに、認証経路において証明書がたどること

のできる認証機関証明書の最大値を記載した”pathLenConstraint”フィールドを含むX.509
バージョン 3認証機関証明書を発行する。利用者証明書を発行する、マネージド PKIカス
タマのオンライン認証機関および日本ベリサイン認証機関に発行された認証機関証明書

は、”pathLenConstraint”フィールドの値が”0”と記載されており、これは認証経路におい
て、一つだけの利用者証明書が後に続くことを示している。 
 
7.1.2.5 拡張鍵用途 (Extended Key Usage) 

日本ベリサインは、表 21に示す特定の種類の X.509バージョン 3証明書について、拡張鍵
用途エクステンションを使用することができる。通常、その他の種類の証明書については、

日本ベリサインは拡張鍵用途エクステンションを使用しない。 
 
 

証明書の種類 証明書の種類 
認証機関 (CA) クラス 3 インターナショナル・サーバ認証機関 

OCSP レスポンダー クラス 1～3 パブリック・プライマリーOCSP レスポンダー 

セキュア・サーバ OCSP レスポンダー 

クラス 3 ウェブ・サーバ証

明書 

セキュア・サーバ ID 

グローバル・サーバ ID 

コード/オブジェクト・サイ

ニング利用者証明書 

コード/オブジェクト・サイニング利用者証明書 

利用者証明書 クラス １ 利用者証明書 

クラス ２ 利用者証明書 

表 21 拡張鍵用途を使用する証明書 
 
上記の証明書について、日本ベリサインは、表 22に従い、拡張鍵用途エクステンションを
使用することができる。 
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 クラス 3  
インター
ナショナ
ル・ 
サーバ 認
証機関 

OCSP  
レスポン
ダー 

セキュア・
サーバ ID 

グローバ
ル・サーバ 
ID 

コード /オブジ
ェクト・サイニ

ング利用者証

明書 

Criticality FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 
0 Serverauth セット クリア セット セット クリア 
1 ClientAuth セット クリア セット セット クリア 
2 CodeSigning クリア クリア クリア クリア セット 
3 EmailProtection クリア クリア クリア クリア クリア 
4 ipsecEndSystem クリア クリア クリア クリア クリア 
5 ipsecTunnel クリア クリア クリア クリア クリア 
6 ipsecUser クリア クリア クリア クリア クリア 
7 TimeStamping クリア クリア クリア クリア クリア 
8 OCSP Signing クリア セット クリア クリア クリア 
- Microsoft Server Gated 

Crypto (SGC) OID: 
1.3.6.1.4.1.311.10.3.3 

クリア クリア クリア セット クリア 

- Netscape SGC - OID: 
2.16.840.1.113730.4.1 

セット クリア クリア セット クリア 

- TBD – OID: 
2.16.840.1.113733.1.8.1 

セット クリア クリア クリア クリア 

表 22 拡張鍵用途の設定 
 
7.1.2.6 CRL 配布点 (CRL Distribution Points) 

日本ベリサイン X.509バージョン 3 セキュア・サーバ証明書およびクラス 1個人利用者証
明書は、依拠当事者が証明書の有効性を確認する為の CRL を入手することができる URL
を記載する CRL配布点エクステンションを使用する。このエクステンションのクリティカ
リティーに関するフィールドは、「FALSE」と設定される。これ以外の日本ベリサイン認証
機関について、CRL配布点の使用は、将来サポートされる予定である。 
 
7.1.2.7 認証局鍵識別子 (Authority Key Identifier) 

米国ベリサインは、米国ベリサイン・コマーシャル・ソフトウェア・パブリッシャー認証

機関の発行した X.509バージョン 3 利用者証明書に認証局鍵識別子エクステンションを記
載する。認証局鍵識別子は、SHA-1 アルゴリズムによってハッシュ化した認証機関公開鍵
（160ビット）から構成される。このエクステンションのクリティカリティーに関するフィ
ールドは、「FALSE」に設定される。認証局鍵識別子エクステンションは、他の米国ベリサ
イン認証機関について、将来においてサポートされる可能性がある。 
 
7.1.2.8 サブジェクト鍵識別子 

日本ベリサインが、サブジェクト鍵識別子エクステンションを有する X.509 バージョン 3 
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VTN証明書を発行する場合、証明書のサブジェクトの公開鍵に基づくサブジェクト鍵識別
子が生成される。このエクステンションが使用される場合、クリティカリティーに関する

フィールドは、「FALSE」に設定される。 
 
7.1.3 アルゴリズム・オブジェクト識別子 (Algorithm Object Identifiers) 

日本ベリサイン X.509証明書は、RFC 3280に従い、sha1RSA (OID: 1.2.840.113549.1.1.5)
またはmd5RSA (OID: 1.2.840.113549.1.1.4)アルゴリズムを用い署名される。米国ベリサ
インは、一部の古い認証機関および利用者証明書をmd2RSA (OID: 1.2.840.113549.1.1.2)
アルゴリズムを用い署名した。 
 
7.1.4 名称形式 (Name Forms) 

日本ベリサインは、本 CPS§3.1.1 に従い、発行者(Issuer)およびサブジェクト識別名
(Subject Distinguished Name)を含む VTN証明書を発行する。 
 
さらに、日本ベリサインは、利用者証明書中に、関連する依拠当事者に対し証明書の使用

条件の URLを示す情報を含む追加の Organizational Unitフィールドを含める。これに対
する例外は、証明書中の空白、書式設定または相互利用性の制限により、証明書の意図す

る用途に関連して Organizational Unitを利用することが不可能な場合にのみ許容される。 
 
7.1.5 名称制約 (Name Constraints) 

適用なし。 
 
7.1.6 証明書ポリシー・オブジェクト識別子 (Certificate Policy Object 

Identifier) 

証明書ポリシー・エクステンションが使用される場合、証明書は CP§1.2 に定める適切な
証明書のクラスに対応する証明書ポリシーのオブジェクト識別子を含む。VTN CP の公表
以前に発行された古い証明書で、証明書ポリシー・エクステンションを含むものについて

は、証明書は米国ベリサインの CPSを参照する。 
 
7.1.7 ポリシー制約利用エクステンション (Usage of Policy Constraints Extension) 

適用なし。 
 
7.1.8 ポリシー修飾子の記載と意味 (Policy Qualifiers Syntax and Semantics) 

日本ベリサインは、証明書ポリシー・エクステンション中にポリシー修飾子を有する X.509
バージョン 3 VTN証明書を発行する。一般的に、かかる証明書は関連する依拠当事者規約
または日本ベリサイン CPS を示す、CPS ポインタの修飾子を含む。さらに、一部の証明
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書は、関連する依拠当事者規約を示すユーザ通知の修飾子を含む。 
 
7.1.9 クリティカルな証明書ポリシー・エクステンションの解釈 

適用なし。 
 
7.2 CRL の概要 

日本ベリサインは、RFC 3280に対応する CRLを発行する。日本ベリサインの CRLは少
なくとも表 23に規定する基本フィールドおよび内容を含む。 
 
フィールド 値 

バ ー ジ ョ ン 
(Version) 

本 CPS§7.2.1参照。 

署名アルゴリズム 
(Signature 
Algorithm) 

CRL に署名するために使用されるアルゴリズム。米国ベリサイン
CRLは、RFC 3279に従い、sha1RSA(OID: 1.2.840.113549.1.1.5)、
md5RSA(OID:1.2.840.113549.1.1.4) ま た は md2RSA(OID: 
1.2.840.113549.1.1.2)アルゴリズムを用い署名される。 

発行者 (Issuer) CRLを署名し発行した主体。CRL発行者名 (CRL Issuer Name)は、
本 CPS§7.1.4 に規定する発行者識別名 (Issuer Distinguished 
Name)の要件に従う。 

発効日 
 (Effective Date) 

CRLの発行日。日本ベリサイン CRLは、発行と同時に有効となる。 

次回更新 
(Next Update) 

その日までに、次の CRL が発行される。日本ベリサイン CRL の次
回更新(Next Update)の日は、次のとおり記載される。米国ベリサイ
ン第一次認証機関については発効日(Effective Date)から 3ヶ月、日
本ベリサインの認証機関については、発効日から 10日以内。CRLの
発行頻度は、本 CPS§4.4.9に従う。 

失効した証明書 
(Revoked 
Certificates) 

失効した証明書のシリアル・ナンバー(Serial Number)および失効日
(Revocation Date)を含む、失効した証明書の一覧。 

表 23 CRL基本フィールド 
 
7.2.1 バージョン・ナンバー (Version Number(s)) 

日本ベリサインは、X.509の CRLバージョン 1およびバージョン 2を発行する。 
 
7.2.2 CRL および CRL エントリー・エクステンション (CRL and CRL Entry Extensions) 

適用なし。 
 
8. 仕様管理 

8.1 仕様変更手続 

本 CPSの変更は、日本ベリサインによりなされる。変更は、本 CPSの改定部分を含む文
書の形式によるか、改定部分を示した形式によるかのいずれかの方法でなされる。上記の
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何れの形式によるかを問わず、改訂後の本 CPSは、日本ベリサインのリポジトリの「プラ
クティス・アップデートおよび通知」（http://www.verisign.co.jp/repository/updates/）に
置かれる。改定部分として記載されている事項は、参照されたバージョンの本 CPSの全て
の指定されたまたは矛盾する条項に優先する。 
 
8.1.1 通知なしに変更することができる事項 

日本ベリサインは、誤植の訂正、URLの変更、連絡先の変更といった重要でない変更につ
いては、変更に関する通知なくして、本 CPSを変更する権利を留保する。変更事項が重要
であるか否かについての判断は、日本ベリサインの判断による。 
 
8.1.2 通知により変更することができる事項 

日本ベリサインは、本 CPS についての重要な変更については、本 CPS§8.1.2 に従って、
行うものとする。 
 
8.1.2.1 項目のリスト 

重要な変更とは、本CPS§8.1.1に従い、日本ベリサインが重要であると認めた変更をいう。 
 
8.1.2.2 通知の方法 

日本ベリサインは、提案する本 CPSの変更を、日本ベリサインのリポジトリの「プラクテ
ィス・アップデートおよび通知」（http://www.verisign.co.jp/repository/updates/）に置く。
日本ベリサインは、本 CPSの変更の提案を、他の日本ベリサイン・サブドメインの参加者
に求める。日本ベリサインにおいて当該変更が望ましいと判断し、当該変更の実施を提案

する場合には、日本ベリサインは当該変更の通知を本セクションに従って行うものとする。 
 
本 CPSの定めにかかわらず、日本ベリサインが VTN、日本ベリサインのサブドメイン、ま
たは VTN の一部のセキュリティの違反を停止させ、またはこれを防止するために本 CPS
の変更を直ちに行うことが必要であると信ずる場合には、日本ベリサインは日本ベリサイ

ンのリポジトリに公表することにより当該変更を行うことができる。この場合、当該変更

は公表をもって直ちに効力を生ずる。 
 
8.1.2.3 コメント期間 

本 CPS§8.1.2.2 に定める場合を除くほか、本 CPS の重要な変更についてコメントを求め
る期間が、当該変更が日本ベリサインのリポジトリに掲載されてから 15日間にわたり設定
される。日本ベリサインのサブドメイン参加者は、日本ベリサインに対し、当該期間の終

了までの間、コメントを提出することができる。 
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8.1.2.4 コメントを取り扱う仕組み 

日本ベリサインは、提案された変更についてのコメントを検討する。日本ベリサインは(a)
提案した変更について修正なしに発効させるか、(b)提案した変更について修正を施した上
で本 CPS§8.1.2.2に基づく新たな変更として公表するか、または(c)提案した変更を撤回す
るか、いずれかの方策をとる。日本ベリサインは、提案した変更を、ベリサインのリポジ

トリの「プラクティス・アップデートおよび通知」で通知することにより、撤回すること

ができる。提案した変更が修正または撤回されない限り、当該変更は本 CPS§8.1.2.3に定
めるコメントを求める期間の満了をもって発効する。 
 
8.1.3 CP のオブジェクト識別子または CPS ポインタの変更を要する変更 

CP§8.1.3参照。 
 
8.2 公表および通知に関するポリシー 

8.2.1 本 CPS に公表されない項目 

米国ベリサインおよび日本ベリサインにおいて秘密とみなすセキュリティ関係の文書は、

公表されない。秘密とみなされるセキュリティ関係の文書には、公開されない文書として

本 CPS§1.1(a)の表１に記載する文書を含む。 
 
8.2.2 本 CPS の配布 

本 CPSは、電子的な形式により、日本ベリサインのリポジトリ
（https://www.verisign.co.jp/repository/CPS/）にて公表される。本 CPSは、日本ベリサイ
ンのリポジトリにおいて、アドビ・アクロバット pdf形式で利用可能である。さらに、日本
ベリサインは、practices@verisign.co.jpに送信された要求に基づき、アドビ・アクロバット
pdf形式およびWord形式による本 CPSを提供する。書面による本 CPSは、日本ベリサイ
ン法務部宛（送付先：〒104-0028東京都中央区八重洲 2-8-1）に請求することにより、提
供される。 
 
8.3 本 CPS の承認手続 

適用なし。 
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定義 

用語 定義 
管理認証機関 
[Administrative 
Certification Authority 
(Administrative CA)] 

日本ベリサインの認証機関の一つで、証明書を日本ベリサインの登録

機関、マネージド PKIカスタマの要員（マネージド PKI管理者）、日
本ベリサインの管理者および自動承認モジュールに発行する。 

管理者 
[Administrator] 

プロセッシングセンター、サービスセンター、マネージド PKI カスタ

マの組織内で、検証その他認証機関または登録機関の役割を果たす信

頼される者。 

管理者証明書 
[Administrator Certificate] 

管理者に発行される証明書で、認証機関または登録機関としての機能

を果たすためにのみ利用される。  

アフィリエート 
[Affiliate] 
 

技術、通信または金融サービス等の事業における､一流の信頼される第

三者で、ある特定の地域において VTN サービスを提供するために米国

ベリサインと契約を締結している者。 

関連する個人 
[Affiliated Individual] 

ある主体と次の態様で関連する自然人。(i)役員、取締役、従業員、パ

ートナー、請負人、インターンまたは当該主体内部の人物、 (ii) 当
該主体と契約関係があり、取引関係に基づき当該主体がその身元に関

し強固な保証をすることができる個人。 

自 動 承 認 [Automated 
Administration ] 

申請情報がデータベースにある情報と一致する場合、証明書の申請が

自動的に承認される手続き。 

自動承認モジュール 
[Automated Administration
Software Module] 

自動承認を行う日本ベリサインが提供するソフトウェア。 

証明書 [Certificate] 少なくとも、認証機関の名称を記載しまたは認証機関を識別し、利用

者を識別し、利用者の公開鍵を含み、証明書の運用期間を識別し、証

明書のシリアル・ナンバーを含み、これに認証機関がデジタル署名し

たメッセージ。 

証明書申請者 
[Certificate Applicant] 

認証機関に対して証明書の発行を要求する個人または組織。 

証明書申請 
[Certificate Application] 

証明書申請者（または証明書申請者から授権された代理人）から認証

機関に対して証明書の発行を求める要求。 

証明書チェーン 
[Certificate Chain] 

利用者証明書および認証機関の証明書を含む、一連の証明書のリスト

のことで、ルート証明書で終了する。 

サーティフィケート・ 
ポリシー（CP） 
[Certificate Policies (CP)] 

ベリサイン・トラストネットワーク・サーティフィケート・ポリシー

と呼ばれるもので、VTNを支配する主要な方針を記載している文書。

証明書失効リスト 
[Certificate Revocation List
(CRL)] 

有効期間満了前に効力を取消された証明書を特定する目的で、認証機

関によってデジタル署名された定期的または緊急に発行されるリス

ト。このリストは、一般的に CRL 発行者の名前、発効日、次回 CRL
発行予定日、効力を取消された証明書のシリアル・ナンバーおよびそ

の具体的時期および理由を示す。 

証明書署名要求 
[Certificate Signing 
Request] 

証明書を発行させるための要求を伝達するメッセージ。 

認証機関 
[Certification Authority 
(CA)] 

VTN内で証明書の発行、管理、取消しおよび更新を授権された機関。
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用語 定義 
サーティフィケーション・プ

ラクティス・ステートメント

[Certification Practice 

Statement (CPS)] 

日本ベリサインが証明書申請の承認または拒絶、証明書を発行、管理

および取消しをする際に採用する運用手続を規定した文書で、VTN内
で証明書を発行するマネージド PKIカスタマはこれを採用することを
要求される。本 CPSにおいて、CPSとはこの文書を指す。 

チャレンジフレーズ 

[Challenge Phrase] 

証明書申請の際に、証明書申請者が選ぶ秘密のフレーズ。証明書申請

者が証明書を発行すると、証明書申請者は利用者になり、認証機関ま

たは登録機関は利用者がその証明書を取消しまたは更新を求めると

き、利用者を認証するためにチャレンジフレーズを利用する。 

クラス [Class] CPにおいて定義されている特定されたレベルの保証。CP§1.1.1参照。
各クラスの特徴は本 CPS§1.1.1に要約されている。 

準拠性監査 

[Compliance Audit] 

プロセッシングセンター、サービスセンターまたはマネージド PKIカ
スタマがそれぞれに適用される VTN スタンダードと一致しているか

どうかを決定するために受ける定期的な監査。 

危殆化 [Compromise] セキュリティ・ポリシーの違反またはその疑いのある行為で、機密情

報の無権限の開示または管理の喪失が生じかねないこと。秘密鍵に関

する危殆化は、紛失、盗難、開示、改変、無断使用または当該秘密鍵

のセキュリティのその他の危殆化を意味する。 

秘密情報 

[Confidential/Private 

Information] 

本 CPS§2.8.1に従い秘密にすることを要求される情報。 

カスタマ [Customer] マネージド PKIカスタマである組織。 
デジタル・レシート [Digital 

Receipt] (過去に提供されて
いたが、現在では提供されて

おりません。) 

ベリサイン電子公証サービスに関連して生成され、タイムスタンプィ

ング・オーソリティーにより電子署名されるデータ・オブジェクトで、

文書または一連のデータのハッシュおよび当該文書またはデータがあ

る時点に存在していることを示すタイム・スタンプを含む 

エンタープライズ・ローミン

グ・サーバ(過去に提供されて
いたが、現在では提供されて

おりません。) 
[Enterprise Roaming Server] 

ローミング利用者の暗号化された秘密鍵およびローミング利用者の秘

密鍵の暗号化と復号化に使う共通鍵の一部を有するベリサイン・ロー

ミング・サービスにおいて利用されるマネージド PKIカスタマに設置
されているサーバ。 

エンタープライズ・セキュリ

ティ・ガイド 

[Enterprise Security Guide] 

マネージド PKIカスタマのセキュリティ要件および実務を規定する文
書（利用可能な場合）。 

緊急監査または調査 

[Exigent 

Audit/Investigation] 

VTNスタンダードに従うことに関するある主体の怠慢、当該主体に関
連する事故または危殆化、または当該主体が起こしたことによりもた

らされる VTN のセキュリティについての現実または可能性のある脅

威を理由として米国ベリサインまたは日本ベリサインが行う監査また

は調査。 

グローバル・サーバ ID 

[Global Server ID] 

ウェブ・ブラウザとウェブ・サーバ間で、適用される輸出規制に従い

強度な暗号方法を利用したＳＳＬ暗号化通信をサポートするために使

われるクラス３組織向け証明書。 

インフラストラクチャ認証機

関 

[Infrastructure 

Certification Authority 

日本ベリサインのサービスをサポートする日本ベリサインのインフラ

ストラクチャの構成部分に対して、証明書を発行する日本ベリサイン

認証機関の一種。インフラストラクチャ認証機関は、認証機関、登録

機関または利用者の証明書を発行しない。 
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用語 定義 
(Infrastructure CA)] 

知的財産権 

[Intellectual Property 

Rights] 

著作権、特許権、企業秘密、商標およびその他の知的財産権に基づく

権利。 

キーセレモニー・リファレン

ス・ガイド 

[Key Ceremony Reference 

Guide] 

キー・ジェネレーション・セレモニーの要件および実務を記載する文

書。 

キー・ジェネレーション・セ

レモニー 

[Key Generation Ceremony] 

認証機関または登録機関の鍵ペアが生成され、その秘密鍵が暗号モジ

ュールへ移転され、その秘密鍵の予備がとられ、その公開鍵が認証さ

れる手続き。 
キー・リカバリー・ブロック

（KRB） 

[Key Recovery Block (KRB)] 

暗号鍵を利用して暗号化された利用者の秘密鍵を含んでいるデータ構

造。KRBはマネージド PKI鍵管理者ソフトウェアを利用して生成され
る。 

キー・リカバリー・サービス 

[Key Recovery Service] 

利用者の秘密鍵を復旧するために、マネージド PKIカスタマがマネー
ジド PKI鍵管理者の権限を行使することによって、KRBを復旧させる
ために必要とする暗号鍵を提供する日本ベリサインのサービス。 

マネージド PKI 

[Managed PKI] 

日本ベリサインのエンタープライズ・カスタマが VTN内で証明書を従
業員、パートナー、サプライヤーおよび顧客、さらにサーバ、ルータ

ーおよびファイアウォール等のデバイスに発行することのできる日本

ベリサインの完全に統合された PKIサービス。マネージド PKIは、エ
ンタープライズ・カスタマにセキュアなメッセージ、イントラネット、

エクストラネット、バーチャル・プライベート・ネットワークおよび

電子商取引を可能にする。 
マネージド PKI 管理者 

[Managed PKI Administrator] 

マネージド PKIカスタマのために認証その他の登録機関の役割を果た
す管理者。 

マネージド PKI 管理者ハンド

ブック 

[Managed PKI Administrator 

Handbook] 

マネージド PKIカスタマの運用要件および実務を規定する日本ベリサ
インの文書。 

マネージド PKI 契約 

[Managed PKI Agreement] 

ある組織がマネージド PKIカスタマになり、本 CPSに拘束されること
に同意する基礎となる契約。 

マネージド PKI 証明書 

[Managed PKI Certificate] 

マネージド PKIカスタマによって証明書申請が承認される証明書。 

マネージド PKI コントロー

ル・センター 

[Managed PKI Control 

Center] 

マネージド PKI管理者が証明書申請を手動で認証することができるウ
ェブに基づくインターフェース。 

マネージド PKI カスタマ 

[Managed PKI Customer] 

日本ベリサインからマネージド PKIサービスの提供を受ける組織で、
その組織はクライアント証明書を発行するために VTN 内で認証機関

になる。マネージド PKIカスタマは、日本ベリサインに発行、管理お
よび取消しに関するバックエンド機能をアウトソースするが、証明書

申請を承認または拒絶し、証明書の取消しおよび更新を申請する登録

機関としての機能は保持する。 
マネージド PKI キーマネージ特別なマネージド PKI契約に基づき、キー・リカバリーを実行するこ
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用語 定義 
メント 

[Managed PKI Key Manager] 

とを選択するマネージド PKIカスタマのためのキー・リカバリー・ソ
リューション。 

マネージド PKI キーマネージ

メントサービス管理者ガイド 

[Managed PKI Key Management 

Service Administrator’s 

Guide] 

マネージドPKIキーマネージメントを利用するマネージドPKIカスタ
マのために運用要件および実務を規定する文書。 

マネージド PKI for SSL 

[Managed PKI for SSL] 

ある組織が VTN内で登録機関となり、米国ベリサインまたは日本ベリ
サインの認証機関がセキュア・サーバＩＤを指定されたドメイン内で

発行することを支援するマネージド PKIサービスの一種。この認証機
関は、マネージド PKIカスタマに証明書申請の承認または拒絶、およ
びセキュア・サーバＩＤの取消し並びに更新を申請する登録機関の機

能を委任する。 
マネージド PKI for SSL カス

タマ 

[Managed PKI for SSL 

Customer] 

米国ベリサインまたは日本ベリサインからマネージド PKI for SSL サ

ービスの提供を受ける組織。 

マネージド PKI for SSL（プ

レミアム エディション） 

[Managed PKI for SSL Premium 

Edition] 

ある組織が VTN 内において登録機関となり、米国ベリサインまたは日

本ベリサインの認証機関がグローバル・サーバ ID を指定されたドメイ

ン内で発行することを支援するマネージド PKI サービスの一種。この

認証機関は、マネージド PKI カスタマに証明書申請の承認または拒絶、

およびグローバル・サーバ ID の取消し並びに更新を申請する登録機関

の機能を委任する。 

マネージド PKI for SSL（プ

レミアム エディション）カス

タマ 

[Managed PKI for SSL Premium 

Edition Customer]  

米国ベリサインまたは日本ベリサインからマネージド PKI for SSL（プ

レミアム エディション）サービスの提供を受ける組織。 

マネージド PKI ライト・カス

タマ 

[Managed PKI Lite Customer] 

日本ベリサインからマネージド PKI ライトのサービスの提供を受ける

組織で、これにより当該組織は VTN 内において登録機関となり、日本

ベリサインの認証機関がクライアント証明書を発行することを支援す

る。この認証機関は、マネージド PKI ライト・カスタマに対し、証明

書申請を承認または拒絶し、証明書の取消しおよび更新申請を行う登

録機関の機能を委任する。 

 
手動承認 

[Manual Authentication] 

証明書申請に関し、管理者によりウェブに基づくインターフェースを

利用して一件ずつ手動で調査され承認される手続。 

NetSureSMプロテクション・プ

ラン 

[NetSure Protection Plan] 

CP§1.1.2.2.3 および本 CPS§1.1.2.2.3 に規定される拡張された保証

プログラム。 

確認を実施しない利用者情報 

[Nonverified Subscriber 

Information] 

証明書申請者から認証機関または登録機関に対し送信された情報で、

証明書に含まれるが、当該認証機関または登録機関により確認されて

いない情報。当該認証機関および登録機関は当該情報が証明書申請者

から送信されたものであるという事実以外には何らの保証も行わな

い。 

否認防止 通信の発信者についての不当な否認、送信したことの否認、もしくは
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用語 定義 
[Non-repudiation] 到達の否認に対する保護を与える通信の属性。発信者の否認には、過

去に通信したことのある相手（その者を知らない場合でも）からのメ

ッセージの否認を含む。注意：最終的には、裁判所による裁定、仲裁

または他の裁決機関のみが、否認を否定するものである。例えば、VTN

の証明書を引用するデジタル署名は、裁判所による否認を否定する判

断のための証拠を提供するものであるが、デジタル署名自体が否認を

否定するものではない。 

オンライン証明書ステータス

情報(OCSP) 

[Online Certificate Status 

Protocol (OCSP)] 

依拠当事者に対し、リアルタイムの証明書ステータス情報を提供する

プロトコル。 

オンサイト 

[OnSite] 

マネージド PKI 参照。 

運用期間 

[Operational Period] 

証明書が発行された日時（証明書にそれより後の日時の記載がある場

合には当該記載された日時による）に始まり、当該証明書の効力が終

了する日時（それ以前に取消された場合には当該取消しの日時による）

に終了する期間。 

PKCS #10 RSA Security Inc.により開発された公開鍵暗号基準（Public-Key

Cryptography Standard）#10 で、証明書署名要求の構造について定義

する。 

PKCS #12 RSA Security Inc.により開発された公開鍵暗号基準（Public-Key

Cryptography Standard）#12 で、秘密鍵受渡のための安全な方法につ

いて定義する。 

第一次認証機関 

[Primary Certification 

Authority (PCA)] 

ある特定のクラスの証明書のルート認証機関として行動する認証機関

で、下位の認証機関に対して証明書を発行する。 

プロセッシングセンター 

[Processing Center] 

証明書発行のための暗号モジュール等を収容するセキュアな施設およ

び設備。リテール証明書発行サービスにおいて、プロセッシングセン

ターは、VTN 内において認証機関として行動し、証明書の発行、管理、

取消しおよび更新といった証明書の全てのライフサイクル・サービス

を提供する。企業向け証明書発行サービスに関しては、プロセッシン

グセンターは、そのマネージド PKI カスタマまたは自己より下位のサ

ービスセンターのマネージド PKI カスタマに代わり、証明書のライフ

サイクル・サービスを提供する。 

公開鍵インフラストラクチャ

（PKI） 

[Public Key Infrastructure 

(PKI)] 

証明書を基盤とする公開鍵暗号システムの実施および運用を総体的に

成立させるアーキテクチャー、組織、技術、実務および手続のこと。

VTN PKI は VTN の提供および実装を連携して行う複数のシステムから成

り立つ。 

登録機関(RA) 

[Registration Authority 

(RA)] 

認証機関から承認された主体であって、証明書申請に際し証明書申請

者を支援し、証明書申請に関し承認または拒絶し、証明書の取消しま

たは証明書の更新を行う。 

依拠当事者 

[Relying Party] 

証明書またはデジタル署名に依拠して行為する個人または組織。 

 

依拠当事者規約 

[Relying Party Agreement] 

認証機関により使用される規約で、個人または組織が依拠当事者とし

て行動するための諸条件を規定する。 
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用語 定義 
リテール証明書 

[Retail Certificate] 

認証機関である日本ベリサインによって、ウェブ・サイトで申請した

個人または組織に対して発行される証明書。 

ローミング利用者(過去に提
供されていたが、現在では提

供されておりません。) 
[Roaming Subscriber] 

ベリサイン・ローミング・サービスを利用する利用者で、その秘密鍵

はベリサイン・ローミング・サーバとエンタープライズ・ローミング・

サーバとの間に分割された共通鍵を用いて暗号化および復号化がなさ

れる。 

RSA Rivest, Shamir, Adelman により発明された公開鍵暗号システム。 

RSA セキュア・サーバ 

認証機関 

[RSA Secure Server 

Certification Authority 

(RSA Secure Server CA)] 

セキュア・サーバ ID を発行する認証機関. 

 

RSA セキュア・サーバ階層 

[RSA Secure Server 

Hierarchy] 

RSA セキュア・サーバ認証機関から構成される PKI 階層。 

シークレット・シェア 

[Secret Share] 

シークレット・シェアリング契約に基づく、認証機関の鍵の一部分ま

たは認証機関の秘密鍵を運用するために必要な起動データの一部。 

 

シークレット・シェアリング 

[Secret Sharing] 

認証機関の秘密鍵または認証機関の秘密鍵を運用するための起動デー

タを分割する実務で、本 CPS§6.2.2 に定める認証機関の秘密鍵の運用

を複数人の管理下におくためになされる。 

セキュア・サーバ ID 

[Secure Server ID] 

ウェブ・ブラウザとウェブ・サーバ間の SSL セッションをサポートす

るために用いられるクラス３組織向け証明書。 

セキュア・ソケット・レイヤ

ー(SSL) 

[Secure Sockets Layer 

(SSL)] 

Netscape Communications Corporation によって開発されたウェブ通信

を保護するための業界標準方法。SSL セキュリティ・プロトコルはデー

タの暗号化、サーバ認証、メッセージの完全性およびオプションとし

てクライアント認証を提供する。 

セキュリティおよび監査要件

ガイド 

[Security and Audit 

Requirements Guide] 

プロセッシングセンターおよびサービスセンターのセキュリティおよ

び監査の要件および実務を規定する日本ベリサインの文書。 

サービスセンター 

[Service Center] 

特定のクラスまたは種類の証明書を発行するための証明書署名ユニッ

トを保有せず、プロセッシングセンターに依拠し当該証明書の発行、

管理、取消しおよび更新を行うアフィリエート（日本ベリサインを含

む）。 

サブドメイン 

[Subdomain] 

VTN階層内においてある主体とそれより下位の主体の管理を受けるVTN

の一部分。 

サブジェクト 

[Subject] 

公開鍵に対応する秘密鍵の保有者。サブジェクトという用語は、組織

向け証明書の場合には、秘密鍵を保有する装置またはデバイスを指す

こともある。サブジェクトは、当該サブジェクトの証明書中に含まれ

る公開鍵と結合した明確な名称を割り当てられる。 

利用者 

[Subscriber] 

個人向け証明書の場合には、証明書が発行され、そのサブジェクトと

なっている人物をいう。組織向け証明書の場合には、証明書が発行さ

れ、そのサブジェクトとなっている装置またはデバイスを所有する組

織を言う。利用者は、証明書中に記載された公開鍵に対応する秘密鍵
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を利用することができ、また、利用する権限がある。 

利用規約 

[Subscriber Agreement] 

認証機関または登録機関により利用される規約で、個人または組織が

利用者として行動するための諸条件を規定する。 

追加リスク・マネジメント・

レビュー 

[Supplemental Risk 

Management Review] 

日本ベリサインによってある主体についてなされる検査で、当該主体

に関する準拠性監査において不完全もしくは例外的な結果が発見され

た場合になされるか、または通常業務の過程でなされる全体的リス

ク・マネージメント・プロセスの一部としてなされる。 

リセラー 

[Reseller] 

特定の市場に対し、日本ベリサインに代わり、サービスを販売する主

体。 

タイムスタンピング・オーソ

リティー 

[Time-Stamping Authority] 

(過去に提供されていたが、現
在では提供されておりませ

ん。) 

ベリサイン電子公証サービスの一部としてデジタル・レシートに署名

する日本ベリサインのこと 。 

信頼される者 

[Trusted Person] 

VTN 内の主体の従業員、独立請負業者またはコンサルタントで、当該主

体、その製品、サービス、施設または実務に関する基盤となる信頼性

を管理する責を負う者。本CPS§5.2.1においてより詳細に規定される。

信頼される地位 

[Trusted Position] 

VTN の主体における地位で、信頼される者がその任につくことを要す

る。 

信頼すべきシステム 

[Trustworthy System] 

侵入、誤用から合理的に保護され、合理的レベルの可用性、信頼性お

よび操作の正確性を備え、意図する機能を合理的な程度に満たし、か

つ、該当するセキュリティ・ポリシーを実施するコンピュータ・ハー

ドウェア、ソフトウェアおよび手続き。アメリカ合衆国政府が定めた

用語体系中の「信頼されるシステム（Trusted system）」とは必ずしも
一致しない。 
 

ベリサイン電子公証サービス 

[VeriSign Digital 

Notarization Service 

offered by Affiliate]  

(過去に提供されていたが、現
在では提供されておりませ

ん。) 

マネージド PKI カスタマに対して提供されるサービスで、特定の文書

または一連のデータがある特定の時点において存在した旨のデジタル

署名による確認（デジタル・レシート）を提供するもの。 

ベリサイン・ローミング・サ

ーバ(過去に提供されていた
が、現在では提供されており

ません。) 
[VeriSign Roaming Server 

offered by Affiliate] 

日本ベリサインがローミング利用者の秘密鍵の暗号化および復号化の

ための共通鍵の一部を保有して提供するベリサイン・ローミング・サ

ービスに関連して使用されるサーバで、日本ベリサインのプロセッシ

ングセンターに設置される。 

ベリサイン・ローミング・サ

ービス (過去に提供されてい
たが、現在では提供されてお

りません。) 
[VeriSign Roaming Service 

日本ベリサインが提供されるサービスで、利用者が異なるクライアン

ト端末において自身の秘密鍵をダウンロードして秘密鍵の運用を可能

とするもの。 
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offered by Affiliate] 

日本ベリサイン・リポジトリ 

[VSJ Repository] 

証明書および他の関連する VTN 情報に関する日本ベリサインのデータ

ベースでオンラインでのアクセスが可能なもの。 

日本ベリサイン・セキュリテ

ィ・ポリシー 

[VSJ Security Policy] 

日本ベリサインのセキュリティ・ポリシーを規定した最高レベルの文

書。 

日本ベリサイン・サブドメイ

ン参加者） 

[VSJ Subdomain 

Participants] 

VTN の日本ベリサインのサブドメイン内において、次の一つ以上の者に

該当する個人または組織：日本ベリサイン、カスタマ、リセラー、利

用者または依拠当事者 

ベリサイン・トラスト・ネッ

トワーク(VTN) 

[VeriSign Trust Network 

(VTN)] 

証明書を基盤とする公開鍵インフラストラクチャで、ベリサイン・ト

ラスト・ネットワーク証明書ポリシーにより運営され、米国ベリサイ

ンおよびそのアフィリエート、それらの関連するカスタマ、利用者お

よび依拠当事者による証明書の全世界レベルでの展開および使用を可

能とするもの。 

VTN 参加者 

[VTN Participant] 

 

VTN 内において、次の一つ以上に該当する個人または組織：米国ベリサ

イン、アフィリエート（日本ベリサインを含む）、カスタマ、利用者ま

たは依拠当事者 

VTN スタンダード 

[VTN Standards] 

VTN 内における証明書の発行、管理、取消し、更新および使用に関する

業務上、法律上および技術上の要件 

 
 


