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第１章 総 則 

（本規約の目的） 

第１条 

 本規約は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「当社」と総称します）が提供するネ

ットワークセキュリティ認証サービス『セキュアコネクト』（以下「本サービス」といいます）の利用につい

て定めるものです。 

２ 本サービスを利用する者（以下「利用者」といいます）は、本規約を誠実に遵守するものとします。 

  

（定義） 

第２条 

 本規約において、以下の用語は以下のことを意味します。 

（1） 「本サービス」とは、「サービス運営事業者」の運用するシステムを利用した「サービス運営事業

者」と「利用者」との間の受発注又は情報共有等の情報流通を安全に行うために、当社が本契約に

基づいて「利用者」に提供するサービスをいいます。 

（２） 「サービス運営事業者」とは、「本システム」を利用して、「利用者」との間で情報流通を行うため

のシステムを運営する事業者をいいます。 

（３） 「本システム」とは、当社が本契約に基づき「サービス運営事業者」の使用に提供する「本ソフト

ウェア」及び「本サーバ等設備」をいいます。 

（４） 「本ソフトウェア」とは、認証・暗号化等本サービスで提供する機能を備えた当社指定のコンピュ

ータ・アプリケーション・プログラム及びその取扱マニュアル等のドキュメントをいいます。 

（５） 「本サーバ等設備」とは、その上で「本ソフトウェア」を作動させ、かつ、利用者がインターネット

を経由してそれに接続し、「本ソフトウェア」を利用することが可能な機能を備えた当社指定のサーバ

その他設備をいいます。 

（６） 「利用者」とは、「サービス運営事業者」において本サービスを利用する者をいう。 

（本規約の範囲） 

第３条 

 本規約は利用者及びサービス運営事業者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用

します。 

２ 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて利用者に通知する本サービスの利用に

関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。 

（本規約の変更） 

第４条 

 当社は利用者の承諾を得ることなく必要に応じて、本規約を変更することができるものとします。 

２ 本規約の変更は利用者に通知された時に効力を生じるものとします。 

 

第２章 利用の申込 

（利用の申込） 

第５条 

 本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容を承諾したうえで、当社所定の利用申込書に必

要事項を記載し、当社に申し込むものとします。 

２ 利用申込者は本規約の内容を承諾しているものとみなします。 

３ 当社が利用申込を審査し承認した時に、本規約の規定を内容とする本サービスの利用契約が利

用者と当社との間で成立するものとします。 

４ 前項により、利用契約が成立したときは、当社は利用者に対して当社所定の開始通知書をすみ

やかに利用者から届け出られた担当者宛に送付する。 

５ 当社が利用開始日について別段の通知を行わない限り、前項の開始通知書に記載された日付を

もって利用開始日とします。 

（利用申込の不承認） 

第６条 

 利用申込者が以下のいずれかに該当する場合、利用申込を承認しないことがあります。 

（１）当社所定の利用申込書に虚偽の事項を記載し又は記入漏れがある場合 

（２）利用申込者が法人でない場合又は引き続き６か月以上日本国内に事業拠点（本店、支店、営業

所又は事務所等）を有しない場合 

（３）第８条（「本サービス」の内容）第３項に、過去に違反し又は将来違反するおそれがある場合 

（４）第 23 条（知的所有権）に、過去に違反し又は将来違反するおそれがある場合 

（５）第 24 条（守秘義務）に、過去に違反し又は将来違反するおそれがある場合 

（６）第 25 条（本サービスの一時停止及び解除）の第１項第２号に該当する場合 

（７）過去に第 25 条（本サービスの一時停止及び解除）の処分を受けたことがある場合 

（８）サービス運営事業者のサービスを利用しない場合、または、サービス運営事業者が承認をしな

い場合 

（９）その他、本サービスの運営に支障を与え、又は当社、他の利用者及びその他の第三者の権利・

利益を害するおそれがある等、当社が不適当と判断する相当の理由がある場合 

２ 利用申込の承認後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、

当社はその承認を取り消すことがあります。但し、承認が取り消された場合でも、利用者は、本サー

ビスの利用により既に発生した義務について本規約に従って履行する責任を免れないものとします。

また、その場合に生じた損害について、当社はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わない

ものとします。 

（届出事項の変更） 

第７条 

 利用者が利用申込の際又はその後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、利用者は、遅滞

なく、その旨を当社に届け出るものとします。利用者が本項に定める変更届を怠り不利益を被ったと

しても、当社は一切その責任を負わないものとします。また、当社から利用者に通知を行う場合に、

当社からの通知等が利用者に不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

２ 当社は、変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し又は利用契約を解除すること

があります。なお、その場合に生じた損害について、当社はその理由の如何を問わず、いかなる責

任も負わないものとします。 

 

 

 



 

第３章 本サービスの内容及び料金 

（本サービスの内容） 

第８条 

 本サービスのネットワーク構成の標準的概念図は、別紙１のとおりとします。 

２ 利用者は、利用者宅内に設置された利用者の保持するネットワーク設備からインターネットを経

由して「本サーバ等設備」に接続し、「本サーバ等設備」に予めインストールされた「本ソフトウェア」を

使用することができます。 

３ 当社は、利用者に対し、本サービスの利用期間中、「本ソフトウェア」を第２項の方法で使用する

譲渡不能な非独占的使用権を許諾します。利用者は、第２項の方法以外には「本ソフトウェア」を使

用できないものとします。また、「本ソフトウェア」の使用地域は日本国内に限るものとします。 

４ 「本システム」の機能仕様は、当社が本サービスの提供に必要と判断する内容によるものとし、そ

の概略は別紙２に記載のとおりとします。「本システム」の機能仕様の具体的詳細について、当社は、

ネットワークのセキュリティ確保のため、当社が必要と判断する範囲内で利用者に開示するものとし

ます。 

（「本サーバ等設備」の保守管理） 

第９条 

 「本サーバ等設備」の保守管理に関する一切の行為は、当社が妥当と判断する方法で行うものとし

ます。保守管理の具体的詳細について、当社は、ネットワークのセキュリティ確保のため、当社が必

要と判断する範囲内で利用者に開示するものとします。 

（ヘルプデスク） 

第 10 条 

利用者に対して当社はヘルプデスクの窓口を持ちません。利用者が本サービスについてお問合わせ

する場合は、別途サービス運営事業者との間で取り決めるサービス運営事業者のヘルプデスク窓口

を利用するものとします。但し、サービス運営事業者から当社が委託を受けて利用者へのヘルプデ

スク業務を実施する場合はその限りではありません。 

２ 当社は別途サービス運営事業者と締結される契約の内容に従って、サービス運営事業者に対す

るヘルプデスク窓口を開設します。 

（その他のサービス） 

第 11 条 

 その他のサービスでは、当社は、利用者の要望に応じて、利用者と個別に協議し、本サービスに関

連するサービスを提供します。 

（本サービスの利用料金） 

第 12 条 

本サービスの利用にあたって、「利用者」から料金を請求することはありません。 

 

（本サービスの利用期間） 

第 13 条 

 本サービスの利用期間は、利用開始日から次項の最短利用期間終了日までとし、終了日の１か月

前までに当社又は利用者のいずれかが解除の通知をしない限り、自動的に一年間の利用期間延長

されるものとし、その後も同様とします。なお、利用者は、第２７条に従って契約解除を申し出た場合、

本サービスを解除できるものとします。 

２ 本サービスの最短利用期間は、別途定める場合を除き、以下のとおりとします。 

1. 初年度  利用開始日の翌々月の１日から一年間 

2. 次年度以降  前年度の利用期間終了日翌日から一年間 

（本サービス内容の変更） 

第 14 条 

 当社は、利用者の承諾を得ることなく、必要に応じて、本サービスの内容（サービスの種類、サービ

スの機能仕様及び取扱マニュアルの内容等を含む）を変更することができるものとします。かかる変

更は利用者に通知された時に効力を生じるものとします。 

第４章 利用者の責任 

（利用者の自己責任） 

第 15 条 

 利用者は、本サービスを利用して行うサービス運営事業者との情報流通について、自己の判断と

責任でそれを遂行するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。 

２ 本サービスを利用して提供されるサービス運営事業者のシステムについて、サービス運営事業者

がその責任で提供しているものであり、当社は、その品質機能等について、また、その情報について、

いかなる保証も行わず、いかなる責任も負わないものとします。 

３ 利用者とサービス運営事業者との間の受発注等における商品の瑕疵、数量不足、品違い、配達

遅延、運搬中の破損・汚損等による紛争は、利用者とサービス運営事業者との間で解決するものと

し、当社は一切責任を負わないものとします。当社が利用者からのクレームを受け付けて伝達する

場合でも同様とします。但し、紛争が生じてから３０日以上経過しても解決しない場合、利用者は、当

社の定める手続に従って、当社に対し、解決のための協力を求めることができます。この場合、当社

は、当社が相当と判断する方法で紛争の解決に協力します。しかし、当社は、紛争が円満に解決さ

れることを約束するものではなく、解決困難と当社が判断する場合は、当社の協力を終了させていた

だきます。 

４ 当社は、利用者の実在性・本人同一性・信用性・支払能力等について、いかなる保証も行わず、

いかなる責任も負わないものとします。また、当社は、利用者とサービス提供事業者との間で転送す

る情報に関し、その情報の正確性・真正性等について、いかなる保証も行わず、いかなる責任も負わ

ないものとします。情報の正確性・真正性等の確認は、利用者の判断と責任で行うものとします。 

（通信機器等） 

第 16 条 

利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な「本サーバ等設備」以外のコ

ンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします。 

２ 利用者が本サービスを利用するために必要な通信回線の利用料金は、利用者が別途これを負

担するものとします。 

（切分責任） 

第 17 条 

 利用者は、本サービスを利用できなくなったときは、遅滞なく、本サービスを利用するために利用者

が保持するコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備について故障の有無を調査し、そ

の結果及び当社が必要とする事項をサービス運営事業者に通知するものとします。 

２ 前項の調査に際して、サービス運営事業者から要請があったときは、当社は、別途当社が指定す

る方法及び料金で接続検証試験等を実施します。但し、利用者のネットワーク設備の内容によって

は実施できないことがあります。 

 

 



 

（ＩＤ及びパスワード及び電子証明書の管理責任） 

第 18 条 

 本サービスを利用する際には、利用者は、利用申込承認の時に当社が通知するＩＤ（利用者識別番

号）及び利用者が設定するパスワード（暗証番号）、または、当社が発行する電子証明書、または、

その両方を使用するものとします。利用者は、当社所定の手続により、パスワードを変更すること、ま

た、電子証明書の再発行を受けることができます。 

２ 利用者は、ＩＤ及びパスワード及び電子証明書を自己の責任において管理するものとし、その使

用上の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものと

します。 

３ 利用者は、ＩＤ及びパスワード及び電子証明書を第三者に使用させたり、譲渡し、貸与し又は担保

に供する等の行為をできないものとします。 

４ 利用者は、ＩＤ及びパスワード及び電子証明書の盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、

直ちにその旨をサービス運営事業者に連絡するものとします。その場合において、サービス運営事

業者または当社から指示あるときはそれに従うものとします。 

５ 利用者がパスワードを失念した場合、あるいは、電子証明書を紛失した場合、本サービスを利用

できなくなることがあります。また、パスワード、あるいは、電子証明書に対しては、サービス運営事

業者と利用者の取り決めに従い、利用者は、サービス運営事業者へ問い合わせするものとします。

但し、サービス運営事業者から当社が委託を受けて利用者から問い合わせ業務を実施する場合は、

本人性確認等のため、当社所定の方法で回答致します。 

６ 本サービスの利用終了により、利用者のＩＤ及びパスワード及び電子証明書は失効するものとし

ます。 

７ 当社が発行する電子証明書の有効期限は、発効日より 1 年間とします。 

  利用者が本サービスの利用を 2 年目以降継続する場合には、一年毎に当社が提供するガイダン

スに従い利用者によって更新処理を実施することとします。 

（利用者の協力義務） 

第 19 条 

 当社は、以下の場合、利用者に対し、本サービスの利用状況に関する情報・資料等の提供を求め

ることができるものとします。この場合、利用者はこれに応じるものとします。 

（１）利用者による本規約の遵守状況を調査確認するため必要な場合 

（２）「本システム」の故障予防又は回復のため必要な場合 

（３）本サービスの技術的又は経済的機能向上のため必要な場合 

（４）その他、当社が必要と判断する相当の理由がある場合 

２ 当社は、利用者に対し本サービスに関するアンケート調査等を行うことがあります。利用者にはこ

れに応じるものとします。 

（利用者の禁止行為） 

第 20 条 

 利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしないものとします。 

（１）他人の財産権、プライバシー、その他の権利を侵害する行為 

（２）わいせつ・虚偽事実の流布等の公序良俗又は法令に違反する行為 

（３）他人を誹謗中傷し又は他人に迷惑・不利益等を与える行為 

（４）他人のＩＤ又はパスワードを不正に使用する行為並びに自己のＩＤ又はパスワードを他人に使用

させる行為 

（５）「本システム」に権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為 

（６）「本システム」にとって有害なコンピュータプログラム等を送信する行為 

（７）「本システム」上に他人が提供した情報を改ざん、消去する行為 

（８）本規約上の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸与し又は担保に供する等の行為 

（９）本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為 

（10）その他、当社が不適切と判断する行為 

第５章 当社の責任 

（本システムの瑕疵担保責任） 

第 21 条 

 当社は、正常な作動環境の下で、「本システム」が操作マニュアルに記載された機能を作動しない

場合、速やかに修補するものとします。但し、合致しない原因が操作マニュアルの記述内容の不正

確・不明瞭等に起因する場合は、当該記述内容を修補するものとする。また、当社は、「本システム」

が利用者の利用目的に適切又は有用であること、その作動が中断されないこと及びその作動に誤り

がないことを保証するものではありません。 

２ 本条の規定は、「本システム」の利用に関して当社が利用者に対して負う一切の責任を規定した

ものとします。当社は、利用者その他いかなる者に対しても、「本システム」の利用に関して、本条の

責任以外には、法律上の瑕疵担保責任並びに明示又は黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も

負担しないものとします。 

（第三者の権利侵害に対する補償） 

第 22 条 

 当社は、第三者から本サービスが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、

当社の判断により、以下の処置を選択実行することができるものとします。この場合、利用者はこれ

に従うものとします。 

（１）従前どおり利用者の使用に提供する。 

（２）当該係争に係る部分について当社の判断で同等の代用物と交換する。 

（３）当該係争に係る部分について利用者の使用を中止する。 

（４）第三者から使用権を取得する。 

２ 利用者は、第三者から本サービスが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場

合、その旨をすみやかに当社に通知し、当社の行う権利防御等に協力し、当該紛争の処理につき、

当社の指示に従うものとします。 

３ 本条の規定は、本サービスが第三者の知的所有権を侵害した場合に当社が利用者に対して負う

一切の責任を規定したものとします。当社は、利用者その他いかなる者に対しても、本条の責任以外

には、いかなる責任も負担しないものとします。 

  

第６章 その他 

（本サービスに関する知的所有権） 

第 23 条 

 「本システム」及び本サービスにおいて当社が利用者に貸与又は提示する一切のソフトウェア等の

プログラム又はその他の著作物（本規約、本サービスの取扱マニュアル等を含む）、及び第 20 条（利

用者の協力義務）により利用者が当社に提供した情報、資料等に関する著作権（著作権法第 27 条

及び第 28 条の権利を含む）及び著作者人格権（著作権法第 18 条から第 20 条の権利をいう）並び

にそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、当社又は当社の指定する者に帰属します。 

２ 利用者は、「本システム」及び前項記載の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。 



（１）本規約に従って本サービスを利用するためにのみ使用すること 

（２）複製・改変・編集・頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセン

ブルを行わないこと 

（３）営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと 

（４）当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示・商標表示等を削除又は変更ないこと 

３ 本サービスを利用してサービス運営事業者が提供する情報に関する著作権（著作権法第 27 条

及び第 28 条の権利を含む）及び著作者人格権（著作権法第 18 条から第 20 条までの権利をいいま

す）並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、サービス運営事業者又はサービス運営事業

者の指定する者に帰属します。利用者は、その複製・改変・編集・頒布等の行為をしないものとしま

す。 

４ 本条の規定は、本サービスの利用契約終了後も効力を有するものとします。 

（守秘義務） 

第 24 条 

 当社は、本サービスの提供により知り得た利用者の販売上、技術上又はその他の業務上の秘密を

本サービスの提供のためにのみ使用するものとし、以下に該当する場合を除き、利用者の本人識別

が可能な形式では第三者に提供しないものとします。 

（１）利用者の同意が得られた場合 

（２）法令により開示が求められた場合 

（３）利用者に対し本規約に基づく義務の履行を請求する場合 

（４）本サービスの技術的又は経済的機能向上のため必要な場合 

（５）その他、本サービスの運用上、相当の必要性がある場合 

２ 利用者は、本サービスの利用により知り得た当社の販売上、技術上又はその他の業務上の秘密

（本規約の内容、本サービスの取扱マニュアル等を含む）を本サービス利用のためにのみ使用する

ものとし、当社の書面による事前承諾なしに第三者に開示又は漏洩しないものとします。 

３ 以下の情報は前２項の秘密に該当しないものとします。 

（１）公知の情報 

（２）本サービスにより知り得た以前から保有していた情報 

（３）本サービスにより知り得た情報に依存せずに独自に開発発見した情報 

（４）正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 

４ 本条の規定は、本サービスの利用契約終了後も５年間効力を有するものとします。 

（当社による本サービスの一時停止、解除及び終了） 

第 25 条 

 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者に対し事前に又は緊急の場合は事後に

書面で通知し、本サービスの全部又は一部の利用を一時停止し、また、催告後も相当な期間内に改

善されないときは本サービス利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。 

（１）第６条（利用申込の不承認）第１項の第１号ないし第８号に該当する場合 

（２）自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受けた場合、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売

の申立があった場合又は租税滞納処分を受けた場合、破産、会社整理開始、会社更生手続開始若

しくは民事再生手続の申立があった場合又は清算に入った場合、解散又は営業の全部若しくは重要

な一部を第三者に譲渡しようとした場合、その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められ

る相当の事由がある場合 

（３）本サービスの運営を妨害し又は当社の名誉信用を毀損した場合 

（４）その他、本規約の条項に違反した場合 

２ 当社は、次のいずれかの事由が生じた場合、利用者に対し事前に又は緊急の場合は事後に通

知し、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止できるものとします。 

（１）「本システム」の保守点検等の作業を定期的に又は緊急に行う場合 

（２）「本システム」に故障等が生じた場合、または、セキュリティ上の問題が生じた場合 

（３）停電、火災、地震、労働争議その他不可抗力により本サービスの提供が困難な場合 

（４）その他、「本システム」の運用上又は技術上の相当な理由がある場合 

３ 当社は、利用者に対し３か月以上前に書面で通知し、本サービスの全部又は一部を終了できるも

のとします。 

４ 本条により本サービスが一時停止、解除又は終了した場合でも、本規約に特別の規定がある場

合を除き、当社は、利用者その他いかなる者に対しても、いかなる責任も負担しないものとします。 

（利用者による契約解除） 

第 26 条 

 利用者は、当社に対し１か月以上前に書面で通知し、本サービスの全部又は一部の利用を解除で

きるものとします。但し、利用者の選択により、かかる解除は、その時点で利用者が利用している本

サービスに関する第 13 条第２項に記載の最初の最短利用期間が経過した時から効力を生じるもの

とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社が第 14 条により本サービスの内容を変更した場合、または、第

25 条第３項により本サービスの一部を当社が終了した場合、利用者は、当社に対し２週間以上前に

書面で通知し、最初の最短利用期間中でも当該サービスの利用を解除することができるものとしま

す。 

（本サービス利用契約終了時の処理） 

第 27 条 

 本サービスの利用契約が期間満了又は解除により終了した場合、利用者は、本条第３項の利用を

除いて「本システム」を一切使用できないものとし、当社から提供された一切の物品（本サービスの取

扱マニュアル等を含む）を直ちに当社に返還するか又は当社の指示に従って廃棄してその旨の証明

書を当社に交付するものとします。 

２ 本サービスの利用契約が終了した場合でも、本サービスの利用により既に発生した債務を本規

約に基づいて履行する責任は免れないものとします。 

（損害賠償） 

第 28 条 

 利用者が本サービスの利用に関してその責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、利用

者は、当社が被った通常の直接損害を賠償するものとします。 

２ 利用者が本サービスの利用により第三者（他の利用者を含む）に対し損害を与えた場合、又は第

三者と紛争を生じた場合、利用者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させな

いものとします。 

３ 当社は、本規約に特別の規定がある場合を除き、本規約の規定に従って当社が行った行為の結

果、又は利用者が本サービスの利用により生じる結果について、利用者その他いかなる者に対して

も、「本システム」の不具合・故障、第三者による「本システム」への侵入、商取引上の紛争、その他

の原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとします。 

４ 当社及び利用者は、いかなる場合にも、自己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予

見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、データ及びプログラム等の無体物に生じ

た損害については、互いに賠償責任を負わないものとします。 

 



（利用者に対する通知） 

第 29 条 

 利用者に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとしま

す。 

（１）当社のホームページに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、利用者に対して

通知が完了したものとみなします。 

（２）利用者が利用申込の際又はその後に当社に届け出た利用者の電子メールアドレス宛に電子メ

ールを送信して行います。この場合は、利用者の電子メールアドレスを管理するサーバに到達した時

をもって、利用者に対する通知が完了したものとみなします。 

（３）利用者が利用申込の際又はその後に当社に届け出た利用者のＦＡＸ番号宛にＦＡＸを送信して

行います。この場合は、利用者のＦＡＸ番号宛にＦＡＸを発信した時をもって、利用者に対する通知が

完了したものとみなします。 

（４）その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した

時をもって、当該通知が完了したものとみなします。 

２ 本規約又は関連法令において書面による通知手続が求められている場合、前項第１号ないし第

３号の通知により書面に代えることができるものとします。 

（契約の継続条項） 

第 30 条 

 本サービス利用契約が終了した後でも、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、

その他当社及び利用者の保証及び責任の制限について定めた規定については、本規約に特別の

規定がある場合を除き、特に期限の定めなく効力が存続するものとします。 

 

 

 

（紛争の解決） 

第 31 条 

 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協

議し、できる限り円満に解決するものとします。 

２ 本規約に関する準拠法は、日本国法とします。 

３ 本サービスに関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

  以上 

 

 

制定：平成１３年１０月１日 

変更：平成１６年８月９日 

  

東京都千代田区内幸町一丁目１番６号 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

  

    

    



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（別紙別紙別紙別紙２２２２））））    

本本本本システムシステムシステムシステムのののの機能仕様機能仕様機能仕様機能仕様のののの概要概要概要概要    

以下に本システムの機能仕様の概要を示す。 

提供機能概要 機能説明 

認証機能 アクセスしてきた利用者をサービス運営事業者が運用するシ

ステムに代わって ID・パスワードあるいは電子証明書あるい

はその組み合わせによって認証する機能 

アクセス制御機能 認証した利用者がもつ権限情報に基づいてサービス運営事業

者の運用するシステムへのアクセス可否をＵＲＬベースで制

御する機能 

パスワード変更機能 利用者が自らがパスワードを変更するための機能  

暗号化通信機能 SSL128bit による暗号化通信機能 

  

  


