ベリサイン® SSL証明書利用規約
本規約（規程）の解釈に関する注意
本規約（規程）において以下の表現はそれぞれ記載された意味を持つものとする。
「ベリサイン」は、通常日本ベリサインを意味するが、文脈により適切と判断される場合には、米国ベリ
サインも含むものとする。
「米国ベリサイン」又は「VeriSign Inc.」と記載のある場合には、商標等の知的財産に言及している場合
を除き、「米国シマンテック・コーポレーション」又は「Symantec Corporation」を意味するものとし、そのよう
に読み替えるものとする。
ベリサインが権利を有する商標等の知的財産に関して「米国ベリサイン」又は「VeriSign Inc.」と記載が
ある場合には、上記のように読み替えはせず、米国ベリサインが当該商標に関しては権利を継続して保
有するもととし、以下の内容が追記されたものとして解釈する。
「VeriSign、VeriSignロゴ、および、その他名称、 サービスマーク、およびロゴは、米国VeriSign,Inc. また
は、関連会社の米国、またはその他の国における登録商標、または、商標であり、米国Symantec
Corporationは、それらの使用を一定期間許諾されています。その他記載されている会社名、製品名は、
各社の登録商標、または、商標です。」
「米国シマンテック・コーポレーション」又は「Symantec Corporation」は、米国デラウェア州法人であり、
アメリカ合衆国 94043 カリフォルニア州クパチーノ、スティーブンクリークブルバード （20330 Stevens
Creek Blvd., Cupertino, California）に主たる事業所を有するSymantec Corporation及びその完全子会社を
意味する。
お客様（以下「利用者」といいます）は、ベリサインのセキュア･サーバID、グローバル･サーバID、Extended
Validation SSL証明書(セキュア・サーバID EV、グローバル・サーバID EV、グローバル･サーバID EV for
Mobile)、ベリサイン マネージドPKI for SSLサービスにより取得したSSL証明書（以下「証明書」といいま
す）を申請、受領またはご利用になる前に、本規約を必ずお読みください。本規約に同意なさらない場合、
お客様は証明書を申請、受領または利用することはできません。下の「ACCEPT（同意する）」をクリックす
るか、証明書を受領または使用することにより、利用者は本規約の一方の当事者となり、かつ、本規約の
規定に拘束されることに同意します。「DECLINE（同意しない）」をクリックすると、本規約には合意しないこ
ととなり、証明書を申請、受領または利用することはできません。
本規約でいう「ベリサイン」とは常に、日本ベリサイン株式会社を指します。
利用者は、本規約の定義によるところの再販売業者からサービスを受けている場合、再販売業者に証明
書の申請、受領、インストール、管理、更新および必要に応じて失効を代行する許可を与えていることを表
明し、保証することとします。再販売業者に利用者の証明書の使用許可を与えることにより、本規約の条
件に拘束されることになります。本規約の条件に同意しない場合は、下記の第24条に記載されたベリサイ
ンの連絡先にすぐに連絡してください。ベリサインにより証明書は失効されます。
利用者が、顧客から証明書の代理申請の許可を受けた再販売業者である場合、第8.2条および第8.3条に
従って、表明および保証を行います。利用者が、自らの証明書を申請する再販売業者である場合は、第
8.3条を除く本規約のすべての条項が利用者に適用されます。
第1条 定義
「認証機関」とは、証明書の発行、効力の停止および失効を行う権限を付与された機関をいいます。本規
約における認証機関とはベリサインをいいます。
「証明書の申請」とは、認証機関への「証明書」の発行依頼をいいます。
「CPS」とは、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（認証業務運用規程）をい
い、証明書を発行する際に認証機関が行う業務手順を具体的に記載したもので、適宜修正されることが
あります。ベリサインのCPSは、https://www.verisign.co.jp/repository/CPS/から入手可能です。
「知的財産権」とは、登録および未登録のアメリカ国内外における著作権、営業秘密、商標、商号、ロゴ、

発明、特許、出願特許、ソフトウェア、ノウハウおよびその他（あらゆる種類および性質の）知的財産権お
よび財産権などを含む、あらゆる無形財産に関する既知の権利または今後存続する権利をいいます。
「ライセンス証明書オプション」とは、利用者が物理的なデバイス上で証明書を使用し、各デバイスが管理
するか複製された証明書が保存されている物理的なサーバに対し追加の証明書ライセンスを取得する権
利を認めるサービス・オプションをいいます。このオプションは利用できない場合があります。
「ネットシュア・プロテクション・プラン」とは、ベリサインが提供する保証を拡張するプログラムで、詳細がリ
ポジトリに記載されています。
「依拠当事者」とは、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をいいます。
「依拠当事者規約」とは、ベリサインのリポジトリに掲載された依拠当事者規約等の認証機関が使用する
契約で、依拠当事者として行為をなす個人または組織に対する条件を定めたものをいいます。
「リポジトリ」とは、利用者がサービスを申し込んだウェブサイトのホームページからアクセスできるリポジト
リのリンクから入手できる各種の資料をいいます。
「再販売業者」とは、インターネット・サービスプロバイダ、システム・インテグレータ、Webホスティング、ア
プリケーション・サービスプロバイダなど、再販売目的で「証明書」を取得する事業体をいいます。
「利用者」とは、証明書の対象となり、証明書の発行を受け、かつ、発行時に証明書に記載された公開鍵
に対応する秘密鍵を使用することができ、その権限がある装置の所有者または権利者である個人、組織
または機関をいいます。当該装置が証明書の対象となります。
「ベリサインセキュアドシール」とは、ベリサインマークが付いた電子シールで、利用者のウェブサイトに表
示すると、利用者がベリサインのサービスを購入したことが証明され、このシールをクリックすると、購入し
たサービスとそのサービスが有効であるかが表示されます。
「ベリサイン・トラスト・ネットワーク」または「VTN」とは、ベリサイン・トラスト・ネットワークの証明書ポリシー
が適用される証明書ベースの公開鍵基盤で、シマンテック（注）およびその関連会社（ベリサインを含む）
ならびにその顧客、利用者および依拠当事者により証明書の世界的な展開および利用を可能にします。
(注) 「シマンテック」とは、ベリサインの親会社である、米国デラウェア州法人であり、アメリカ合衆国
94043 カリフォルニア州クパチーノ、スティーブンクリークブルバード(20330 Stevens Creek Blvd.,
Cupertino, California) に主たる事業所を有するSymantec Corporation 及びその完全子会社を意味する。
第2条 証明書について
利用者が所属組織に代わり申請する証明書は、暗号化を利用してSSL/TLSセッションをサポートするた
めに使用されるSSL証明書になります。すべてのベリサインSSL証明書は、VTN内でクラス3組織向け証明
書になります。クラス3組織向け証明書は、 （ⅰ）認証、（ⅱ）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、（ⅲ）暗号化による機密保持を行うために、各種デバイスに発行されます。ベリサイン・クラス
3組織向けSSL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申請した
こと、および当該組織を代理して証明書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します。また、証明書は、利用者が当該証明書申請書に記載されたド
メイン・ネームを利用する権限があることを保証します。利用者がExtended Validation SSL証明書を申請
した場合、ベリサインは、Extended Validation SSL証明書に関するガイドラインに従って、利用者の証明書
を認証します。
第3条 証明書申請手続き
ベリサインが所定額の入金を確認し、利用者が選択した証明書に必要な認証手続きを完了後、ベリサイ
ンは利用者の証明書申請を処理します。証明書申請が承認された場合、ベリサインが証明書を発行し、
利用者は本規約に基づきこれを利用します。利用者が証明書を取得またはインストールした後、利用者
はその記載内容を確認し、誤りがあった場合には直ちにベリサインに通知しなければなりません。当該通

知を受領した場合、ベリサインは、通知を受けた証明書を失効させ、訂正した証明書を発行することがで
きます。
第4条 使用制限
利用者は、自らの証明書を次の目的で利用することはできません。（ⅰ）他の組織のために、または他の
組織の代理人として利用すること、（ⅱ）利用者がライセンス証明書オプションを購入していない場合に、
複数のサーバまたはデバイス上で同時に使用すること、（ⅲ）操作の失敗が身体もしくは生命に対する損
害または重大な環境破壊を直接生じさせる可能性がある核施設、航空航法・通信システム、航空交通管
制システムまたは武器制御システムの運営などの危険を伴う状況下での制御装置として使用したり、
フェィル・セーフ機能が求められる方法で使用すること。ライセンス証明書オプションを利用している利用
者は、このオプションにより利用者のネットワークへのセキュリティに関するリスクが高くなる可能性および
ベリサインは複数のデバイスに対する単一キーの配布が原因のセキュリティの侵害に対しては責任を明
確に否認することを認識し同意することとします。サーバまたはサーバ・ファーム上のデバイスでライセン
スを許諾されていない証明書を利用した場合、ベリサインは、これを著作権侵害行為とみなし、侵害者に
対し、法律が認める最大限の法的措置を講じます。ライセンス証明書オプションにて購入した証明書は、
ネットシュア・プロテクション･プランでは賠償額が10,000米ドル相当円までとなります。ベリサインセキュア
ドシールを表示する場合、必ずリポジトリに公表されている、ベリサインセキュアドシール利用規約に従っ
て、インストールおよび表示を行うものとします。
第5条 失効
利用者が自己の秘密鍵の危殆化を発見したか、そう判断する理由がある場合、証明書に記載された情報
に誤りがあるか、変更があった場合、または登録した組織名・ドメイン名を変更した場合、利用者は、その
旨をベリサインに直ちに通知しなければなりません。ベリサインは、（ⅰ）ベリサインが証明書内の情報が
もはや有効でないことを発見した場合、（ⅱ）利用者が本規約に定める義務を履行しない場合、または
（ⅲ）利用者がVTNに有害な行為に関与したとベリサインが判断した場合、利用者の証明書を失効させる
ことができます。
第6条 失効または有効期間満了時の義務
証明書の有効期限が満了するか、失効が通知された場合、利用者は、その証明書をインストールしてい
る装置から永久に証明書を削除しなければならず、以後いかなる目的にもその証明書を使用してはなり
ません。利用者が失効した証明書に関してベリサインセキュアドシールをインストールしている場合は、そ
のシールを利用者のウェブサイトから削除しなければなりません。
第7条 サービス期間
本規約は、利用者の証明書の有効期限が満了するまでまたはそれ以前に失効するまで、有効です。
第8条 事実表明および保証
8.1 ベリサインの事実表明および保証
ベリサインは利用者に対し、次の事項を表明し保証します。（ⅰ）ベリサインが証明書を作成するときに相
当な注意を払わなかったことにより、誤った情報が利用者の証明書に記載されていないこと、（ⅱ）利用者
の証明書の発行がすべての重要事項においてベリサインのCPSに準拠していること、および（ⅲ）ベリサイ
ンによる証明書の失効サービスおよびリポジトリの利用が、すべての重要な点においてベリサインのCPS
に適合していること。
8.2 利用者の事実表明および保証
利用者はベリサインおよび依拠当事者に対し、次の事項を表明し、保証します。（ⅰ）利用者が証明書の
発行のために、証明書の申請にてベリサインに提供した情報および資料が正確であること、（ⅱ）証明書
の申請でベリサインに対して利用者がなした表明が変更または無効となった場合、ベリサインに通知する
こと、（ⅲ）利用者が提供した証明書の情報（電子メールアドレスを含む）が第三者の知的財産権を一切侵
害していないこと、（ⅳ）利用者が提供した情報（電子メールアドレスを含む）が違法な目的のために使用さ
れたことはなく、将来においても使用されないこと、（ⅴ）利用者の秘密鍵が生成されて以降、利用者だけ
がその秘密鍵または秘密鍵を保護するためのチャレンジフレーズ、PIN、ソフトウェアもしくはハードウェア
の仕組みを占有しており、将来においても占有を継続すること、かつ権限を付与されていない者がこれら
のものや情報にアクセスしたことはなく、将来においてもアクセスしないこと、（ⅵ）合法的かつ本規約に基
づき認められている目的のためだけに利用者が自己の証明書を使用すること、（ⅶ）利用者が証明書また
は証明書失効リストなどを発行する認証機関としてではなく、最終利用者として証明書を使用すること、

（ⅷ）利用者の秘密鍵を使用して生成されるデジタル署名はすべて利用者自身のデジタル署名であり、そ
のデジタル署名が生成された時点で証明書が受領されており、当該証明書は有効期限が満了しておら
ず、または失効していないこと、（ix）利用者が証明書を取得する条件として本規約に明確な同意を表明し
ていること、および（x）利用者がベリサインからの事前の書面による承諾なくしてVTNの技術実装の監視、
干渉またはリバース・エンジニアリング（法令で認められる場合を除く）を行わず、VTNのセキュリティを故
意に危険にさらさないこと。さらに、利用者は、VTN内で発行されたデジタル証明書の情報に依拠するに
あたり、意思決定をなすに十分な情報を得ていること、その情報に依拠するかどうかの決定につき利用者
が単独で責任を負うこと、および利用者に適用される依拠当事者規約に基づく、依拠当事者としての義務
を履行しなかった結果発生する法的責任を利用者が負うことを表明し、保証します。
8.3 再販売業者の事実表明および保証
再販売業者は第8.2条に加え、ベリサインおよびその依拠当事者に対し、（ⅰ）再販業者が自己の顧客の
代理として本規約を締結すること、または本規約に当該顧客が拘束されることにつき当該顧客から了解を
得ていること、および（ⅱ）本規約を遵守し、また当該顧客にも本規約を順守させることを表明し、保証しま
す。
第9条 サービスの料金および支払い条件
利用者が購入した証明書の対価として、利用者は、サービスを選択した時点で、ベリサインのウェブサイト
に掲載される所定の料金または適用される場合、利用者が受領したベリサインが発行した請求書の金額
をベリサインに支払います。振込手数料等、支払いに係る費用は利用者の負担とします。以下に明示的
に定められていない限り、利用者は料金を遅滞なく支払うものとし、返金を求めることができません。本規
約に従って課されたサービス料金に対して、政府の権限または政府により課されるすべての税金、関税、
料金その他の政府による徴収金（所得税、サービス税、利用税および付加価値税を含むが、ベリサインの
所得に基づき課せられる税を除く）は、利用者の負担となり、当該サービス料金の一部ではなく、その料
金から差し引かれたり、それにより相殺されたりするものではありません。ベリサインに対する支払はすべ
て、いかなる税金、関税、違約金などの控除または源泉徴収なくして支払われるものとし、法律に従って
控除または源泉徴収が要求される場合は、利用者の控除または源泉徴収にかかわる支払い額を増額
し、控除または源泉徴収後にベリサインが、当該控除または源泉徴収が無かったものとした場合の受取り
額に相当する正味金額（これに対する税金等の負担は発生しない）を受け取るものとします。本条は、再
販売業者から証明書を購入した利用者には適用されません。
第10条 返金制度
利用者が何らかの理由により発行された証明書に満足できない場合、利用者はベリサインに対し、証明
書の発行から30日以内に限り証明書の取消しおよび返金を求めることができます。30日経過後は、ベリ
サインが本契約に定める保証その他の重大な義務に違反した場合にのみ、利用者は、証明書の取消し
および返金を求めることができます。本条は、再販売業者から証明書を購入した利用者には適用されま
せん。
第11条 財産権
利用者は、ベリサインおよびそのライセンサーが、ベリサインが提供するサービス（以下に列挙するものに
対する改造、強化、派生物、組み合わせ、翻案、アップグレードおよびインターフェース等を含みます（以
下、これらを総称して「ベリサインの成果物」といいます））に関連して開発され、組み込まれ、実施された
機密情報、その他の価値ある情報、製品、サービスならびに発案、概念、技術、発明、プロセス、ソフト
ウェアおよび著作物に関するすべての知的財産権を有することを了解するものとします。利用者の既存の
ハードウェア、ソフトウェアまたはネットワークはベリサインの成果物に含まれません。本規約に別段の定
めがない限り、本規約により、各当事者は、他の当事者の知的財産権に関する財産権またはライセンス
を得ることはなく、引き続きそれぞれの知的財産権を独自に所有または保持するものとします。
第12条 本規約契約の変更
ベリサインは、随時（ⅰ）本規約の条件を改定、または（ⅱ）本規約に基づき提供されるサービスの一部を
変更することができます。上記の変更は、当該変更がベリサインのウェブサイトに掲載されてから30日
後、または利用者へ電子メールによって通知した場合はその時点で、有効となります。当該変更がなされ
た後、継続してベリサインのサービスを利用した場合、利用者は、これらの変更に拘束されることに同意し
たことになります。
第13条 プライバシー
ベリサインは、ベリサインのプライバシーポリシーに従って、利用者が証明書申請の際に提出したデータ

の取扱いおよび処理を行います。当該プライバシーポリシーは、随時改定が行われ、ベリサインのウェブ
サイトから入手できます。ベリサインは、利用者が証明書の申請の際に提出した情報を証明書に記載す
ることができます。また、ベリサインは、（ⅰ）利用者の証明書およびそのステータスに関する情報のリポジ
トリでの公開および（ⅱ）本規約およびベリサインのプライバシーポリシーに定められた目的のために当該
情報の使用ができるものとします。利用者が顧客の代理人を務める再販売業者である場合は、当該利用
者はベリサインに顧客情報を提供するために必要な権利（同意を含む）をすべて有していることを保証す
るものとします。利用者は、ベリサインが、日本及びシマンテックが拠点をおくアメリカ合衆国で、利用者が
証明書の申請で提供した情報の処理および送信を行うことを承諾します。顧客情報の処理に関する詳し
い情報は、ベリサインのプライバシーポリシーを参照してください。
第14条 保証の否認
第8条に定める限定的な明示の保証またはネットシュア・プロテクション・プランを除き、ベリサインは、明示
であるか黙示であるか、または法定であるかを問わず、商品性、特定目的への適合性、顧客の要求の充
足および第三者の権利を侵害していないことの黙示の保証を含む、履行または取引の過程で生じるその
他のいかなる保証も行いません。ただし、法令により、特定の保証の排除が認められない場合、上記の保
証の否認は一部適用されない場合があります。
第15条 免責
利用者は、ベリサインならびにその取締役、株主、役員、代理人、従業員、承継者および譲受人を、次の
事項に関連して発生する第三者からの請求、訴訟、手続き、判決、損害および費用（合理的な弁護士費
用を含む）から免責するものとします。（ⅰ）本規約に基づく利用者の保証、事実の表明および義務の違
反、（ⅱ）証明書申請において利用者がなした虚偽の不実表示、（ⅲ）利用者が提供した情報および内容
による第三者の知的財産権の侵害、（ⅳ）証明書申請に重要な事実を記載せず、不実表示もしくは不作
為が過失もしくは他者を欺く目的でなされた場合、もしくは（ⅴ）秘密鍵を保護しないこと、信頼性の高いシ
ステムを採用しないことまたは秘密鍵の危殆化、紛失、漏洩、改ざんもしくは不正使用を防止するために
本規約の条件に基づき必要とされる予防措置を講じないこと。ベリサインは、これらの申立があった場
合、利用者に速やかに通知し、利用者は申立の防御（和解を含む）に関するすべての責任を負うものとし
ます。ただし、（a）利用者は、訴訟または和解の進行をベリサインに知らせ、協議すること、（b）利用者は、
ベリサインの書面による同意がない限り（この同意は正当な理由なしに拒否されるものではありません）、
解決が刑事訴追、訴訟、裁判の結果またはその一部である場合、または解決がベリサイン側の責任や不
正行為（契約違反や不法行為にかかわらず）の認容を含む内容である場合、または解決がベリサインに
よる特定履行や金銭以外による賠償を求める場合には、申立を解決する権利がないこと、および（c）ベリ
サインは、自己負担で自選の弁護士をもって、申立の防御に参加する権利を有することとします。本条の
規定は、本規約が利用者との間で終了した後も有効に存続します。依拠当事者として、利用者は、ベリサ
インならびにその取締役、株主、役員、代理人、従業員、承継者および譲受人を、次の事項に関連して発
生する第三者からの請求、訴訟、手続き、判決、損害および費用（合理的な弁護士費用を含む）から免責
するものとします。（ⅰ）依拠当事者規約に定める依拠当事者としての義務の履行を怠った場合、（ⅱ）依
拠当事者としての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、または（ⅲ）依拠当事者と
して、依拠しようとする証明書につき、有効期間が満了し、または失効し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。
第16条 責任の制限
16.1 ベリサインがネットシュア・プロテクション･プランに基づいて利用者に支払う最高額は、プランによ
り決められた額とします。本項における損害および支払の限度は、返金に適用されるものではありませ
ん。
16.2 本条は、契約（保証違反を含む）、不法行為（過失または厳格責任を含む）その他法律上の請求
に基づく責任に適用されます。利用者が本規約に基づき提供されるサービスに関するネットシュア・プロテ
クション・プランに基づく支払いの請求とは別に、請求、訴訟、仲裁その他の法的手続きを開始した場合、
適用される法律が認める範囲で、（ⅰ）逸失利益または取引、契約、売上げもしくは見込まれた節約額の
損失、または（ⅱ）間接損害または結果的損害に対し、責任を負わないものとします。ある証明書の利用
または依拠に関して、ベリサインが利用者および第三者に対して負担することのある損害賠償額の総額
は、100,000米ドル相当円 を上限とします。本条で定める責任の制限は、証明書に関連するデジタル署
名、取引または請求の数にかかわらず、同一とします。本条は、ネットシュア・プロテクション・プランに基づ
く返金または支払いに制限を加えるものではありません。ベリサインの過失を起因とする人に対する傷害
もしくは死亡、または法令（強行法規を含む）により排除できない責任に対するベリサインの賠償責任に関
しては、本条の定めによる制限はありません。法令により責任の制限の排除が認められない場合は、本

条の制限の一部が依拠当事者に適用されない場合があります。
第17条 不可抗力
地震、洪水、火災、暴風、天変地異、戦争、テロ、武力衝突、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、その他
当事者の合理的な支配を超えた類似の事由により、本規約に定める義務の履行が停止、中断または遅
延した場合（ただし、支払い義務を除く）、何れの当事者も本規約の不履行とはみなされず、これによる責
任を他の当事者に対し負いません。但し、本条に定める不可抗力影響を受けた当事者は、（ⅰ）速やかに
その事実を書面で通知し、（ⅱ）当該不可抗力事由の影響を緩和するために合理的に必要とされる措置
をすべて講じなければなりません。さらに、本条に定める不可抗力事由が合計で30日間を超えて継続した
場合、いずれの当事者も、書面による通知をもって、本規約を直ちに解除することができます。
第18条 輸出規制
双方の当事者は、本規約に基づく義務に関わる、アメリカ合衆国の連邦政府、州政府および地方政府に
より定められた法律、規則および輸出条件ならびに日本国の法律、規則および輸出条件を順守するもの
とします。利用者がベリサインから入手したサービスの全部または一部の最終的な輸出先をベリサインに
開示した場合でも、また、本規約において矛盾する条項がある場合であっても、利用者は、ベリサインが
提供した技術データを、直接または間接を問わず、変更、輸出または再輸出する際には、アメリカ合衆国
及び日本国政府、またはその機関による必要な許可、またはその他の国の政府の輸出許可もしくはその
他の許可を、すべて事前に得るものとします。利用者が本条を遵守しなかった場合、ベリサインは事前の
通知なしに、利用者への責任を負うことなく、本規約で定める義務の履行を停止する権利を有するものと
します。
第19条 分離可能性
本規約のいずれかの条項が何らかの点において、管轄裁判所により無効、違法または執行不能であると
判示された場合、本規約の残りの条項の有効性、合法性、執行可能性はいかなる形でもこれらに影響を
受けません。
第20条 準拠法
本規約に関する紛争は、すべての点において日本法に準拠し、解釈されることに合意します。
第21条 紛争解決
本規約のいずれかの事項にかかわる紛争を解決する場合、法的措置を講じる前に、利用者は、ベリサイ
ンその他の紛争にかかわる当事者に通知して、当事者間で紛争の解決を求めなければなりません。紛争
が最初の通知から60日以内に解決できなかった場合、当該紛争の解決については東京地方裁判所を第
一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 ネットシュア・プロテクション･プラン
利用者は、最新版のネットシュア・プロテクション･プランの対象となります。詳細はリポジトリを参照くださ
い。このプランでは、ベリサインは、ベリサインがネット・プロテクション･プランにおける限定的な保証条項
に違反したために特定の損害が生じた場合、プランで定められた限度額内で利用者に賠償するものとし
ます。
第23条 譲渡禁止
本規約に別段の定めがない限り、利用者は、本規約に基づく権利を譲渡または移転してはなりません。
利用者の債権者が差押え等の手段によるかどうかを問わず、本規約に基づく利用者の権利を取得しよう
とした場合、ベリサインは、任意に本規約を解除することができます。 ベリサインは、ベリサインを直接もし
くは間接的に支配する組織、ベリサインが直接もしくは間接的に支配する組織、またはシマンテックが共
通して支配する組織に、本規約の定める義務を譲渡および委託することができます。
第24条 通知
利用者が、ベリサインに本規約に関し何らかの通知をする場合は、書面により以下の住所宛てに送付さ
れるものとします。
日本ベリサイン：
日本ベリサイン株式会社 法務部宛
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-8-1

Fax 03（3271）7027
Email practices@verisign.co.jp
第25条 完全なる合意
本規約、ベリサインセキュアドシール利用規約（利用者がベリサインセキュアドシールを表示することを選
択した場合）および利用者が再販売業者である場合はベリサインとの再販売契約書は、ベリサインと利用
者との間で意図された取引にかかわる完全なる了解および合意を構成し、口頭・書面を問わず、本規約
の主要な事項に関しベリサインと利用者との間でなされた過去および現在のすべての表明、了解、合意
または連絡事項に優先します。注文書における契約条件で、本規約と矛盾するものは無効とされます。
第26条 第三者の受益権
利用者は、Microsoft, Inc.が明示的に本規約に定める義務の第三受益者であることに同意するものとしま
す。
第27条 ベリサインのお客様以外の利用者に関して
利用者は、本規約を受諾することにより、利用者のデータおよび情報が第13条に従って使用されることに
同意するものとします。
ベリサインSSL証明書利用規約バージョン4.1

