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Services Addendum 
サービス補足契約書 

This Services Addendum (the “Addendum”) supplements and is part of the Service Specific Terms available at 
www.digicert.com/service-specific-terms-jp (the “Service Specific Terms”). Terms in brackets used but not 
defined herein have the meaning given to them in the Service Specific Terms.  
このサービス補足契約書（以下「本補足契約」といいます）は、www.digicert.com/service-specific-terms-jp で閲覧可能

なサービス固有条件（以下「サービス固有条件」といいます）を補足するもので、「サービス固有条件」の一部と

なります。「本補足契約」において使用される鍵括弧で囲まれた用語で、「本補足契約」において定義されていない

ものは、「サービス固有条件」においてそれらの用語に付与された意義を有します。 

1. DEFINITIONS. 
定義． 

“Quote” means a quote, offer letter, order form, or other ordering document issued from DigiCert to 
Customer.  
「見積」とは、見積書、取引条件提示書又はその他の「デジサート」から「お客様」に対し発行される注文書

類をいいます。 

“Seat” means a seat license for one or more types of seats, as further described in the Service Description.  
「シート」とは、「サービス記述書」で詳細を定める、一つ以上の種類のシートのシートライセンスをいいま

す。 

“Service Description” means the described Services and related terms in the Service Descriptions and 
Additional Terms attached hereto as Schedule 1, as updated from time to time.  
「サービス記述書」とは、「サービス記述書」において定める「本サービス」及び関連条件、並びに付属明細

書 1 として「本補足契約」に添付する、随時更新される「追加規約」をいいます。 

“Certificate Subscription Services” means Certificate Services issued via DigiCert’s CertCentral and 
purchased by Customer on a minimum commitment basis.  
「証明書サブスクリプションサービス」とは、「デジサート」の CertCentral を通じて発行され、かつ、「お客

様」が最低コミットメントに基づき購入した「証明書」に関する「本サービス」をいいます。 

“Excess Usage Fee” means the fee Customer owes to DigiCert for exceeding its entitlement to the Services, 
including as set forth in the Service Description as to specific Services.  
「超過利用料金」とは、「本サービス」に対する自己のエンタイトルメントを超えた超過利用分について「お

客様」が「デジサート」に対して支払義務を負う料金をいい、特定の「本サービス」に関する「サービス記述書」

において定めるものを含みます。 

2. PURCHASES.  
購入． 

a. Quotes. The offered pricing and Service Term for every purchase of Services by Customer from DigiCert 
will be set forth in a Quote. Customer may accept a Quote by (among other things) issuing a purchase 
order to DigiCert against the Quote. Customer will issue DigiCert a purchase order for the entire 
amount of any annual fees upon acceptance of the Quote and on or before each anniversary of a Service 
Term. Any additional or modified terms in Customer’s purchase order to the Quote or this Addendum 
(or both) are expressly rejected and will have no effect. Each Quote accepted by Customer constitutes 
an Order Form.  
見積．「お客様」が「デジサート」から購入する「本サービス」の購入毎の提示価格及び「本サービス期間」

は、「見積」において定めるものとします。「お客様」は、（中でも特に）「見積」に対する注文書を「デ

ジサート」に対し発行することにより「見積」を承諾できるものとします。「見積」の承諾後直ちに及び

「本サービス期間」の各応当日までに、「お客様」は、「デジサート」に対し、すべての年間料金全額の注

文書を発行するものとします。「見積」又は「本補足契約」（若しくはその両方）に対する「お客様」の注

文書にある追加又は修正条件は、明示的に拒絶され、いかなる効力も有さないものとします。「お客様」が

承諾した各「見積」は、「基本契約」に基づく「オーダーフォーム」となります。「見積」若しくは「本補

足契約」（又はその両方）に対する「お客様」の注文書において追加又は変更されたいかなる条件も明示的
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に拒絶され、いかなる効力も有さないものとします。「お客様」が承諾した各「見積」は、「オーダーフォ

ーム」に該当します。 

b. Entitlements. Quotes will set forth Customer’s entitlement to Seats, Certificate Subscription Services, 
and related Services, in each case if any, including those Services described in the Service Description. 
Quotes will specify a stated period (e.g., quarterly, annually, or over such other specified length) for 
each entitlement to the Service. Service entitlements expire at the end of their stated period and 
Customer is not entitled to a refund or rollover right if it fails to use its entitlement. If Customer exceeds 
its entitlement to Services (at any time), Customer will owe an Excess Usage Fee to DigiCert at the end 
of the period applicable to such excess Services. Customer is not entitled to a credit or refund under 
any circumstances, including with respect to any Services not used within an entitlement period or 
within the Service Term. Any entitlement to Services not used within the entitlement period will expire 
at the end of the applicable period and all entitlements will expire at the end of the Service Term. 
Services are further subject to the terms of the Service Description. DigiCert reserves the right to 
modify the Service Description upon notice to Customer.  
エンタイトルメント．「見積」において、「シート」、「証明書サブスクリプションサービス」及び関連

「本サービス」に対する「お客様」のエンタイトルメントを定めるものとし、いずれもの場合も該当すると

きは、「サービス記述書」において定める「本サービス」を含みます。「見積」において、「本サービス」

に対する各エンタイトルメントの規定期間（例えば、3 ヶ月、1 年又はその他の一定期間にわたり）を定め

るものとします。「本サービス」のエンタイトルメントはその規定期間の満了時に終了し、「お客様」が自

己のエンタイトルメントを行使しなかった場合といえども、「お客様」は、払戻し又は繰越しを受ける権利

を有しません。「お客様」が「本サービス」に対する自己のエンタイトルメントを（いずれかの時点におい

て）超過した場合、当該超過「本サービス」に対応する期間の終了時に、「お客様」は、「デジサート」に

対し、「超過利用料金」の支払義務を負うものとします。「お客様」は、いかなる場合も、エンタイトルメ

ント期間又は「本サービス期間」内に使用されなかった「本サービス」に関するものを含め、クレジット又

は払戻しを受ける権利を有しません。エンタイトルメント期間内に利用されなかった「本サービス」に対す

るエンタイトルメントは、該当期間の満了時に終了し、「本サービス期間」の満了時には、すべてのエンタ

イトルメントが終了します。「本サービス」は、更に「サービス記述書」の条件に従います。「デジサート」

は、「お客様」に対する通知をもって、「サービス記述書」を変更する権利を留保します。 

c. Payment Terms. Unless otherwise stated in a Quote, DigiCert will invoice Customer all fees owed in 
advance upon a Quote’s acceptance. Customer shall pay all invoices by the end of the month following 
the month of the date of the invoice.  
支払条件．「見積」において別段の定めのない限り、「見積」の承諾後直ちに、「デジサート」は、「お客

様」に対し、前払料金をすべて請求するものとします。「お客様」は、すべての請求書を、請求書の発行日

が属する月の翌月末日限り支払うものとします。 
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SCHEDULE 1 
付属明細書 1 

SERVICE DESCRIPTIONS AND ADDITIONAL TERMS 
サービス記述書及び追加規約 

1. SEATS – DESCRIPTION. 
シート－内容説明． 

Seat Type 
シートタイプ 

Customer Entitlement 
お客様のエンタイトルメント 

User Seat 
ユーザーシート 
(User Seat) 

Entitles a user of Customer to the issuance of one 
or more Certificates (according to Customer’s 
Certificate Templates for one or more use cases). 
DigiCert reserves the right to revise User Seat 
pricing upon notice to Customer if it reasonably 
believes that Customer’s use cases are excessive. 
「お客様」のユーザーは、一枚以上の「証明書」

を発行する権利を有します（一つ以上のユースケ

ースの「お客様」の「証明書テンプレート」に従

って）。「デジサート」は、「お客様」のユース

ケースが過大であると合理的に判断する場合、

「お客様」に対する通知をもって「ユーザーシー

ト」価格設定を改定する権利を留保します。 
Organizational Seat 
組織シート 
(Organizational Seat) 

Entitles Customer’s organization to the issuance 
of one Certificate (according to Customer’s 
Certificate Templates)  
「お客様」の組織は、一枚の「証明書」を発行す

る権利を有します（「お客様」の「証明書テンプ

レート」に従って）。 
Device Seat 
デバイスシート 
(Device Seat) 

Entitles a device of Customer to the issuance of 
one Certificate (according to Customer’s 
Certificate Templates)  
「お客様」のデバイスは、一枚の「証明書」を発

行する権利を有します（「お客様」の「証明書テ

ンプレート」に従って）。 
Server Seat 
サーバーシート 
(Server Seat) 

Entitles a server of Customer to the issuance of 
one Certificate (according to Customer’s 
Certificate Templates)  
「お客様」のサーバーは、一枚の「証明書」を発

行する権利を有します（「お客様」の「証明書テ

ンプレート」に従って）。 
Code Signing Seat 
コードサイニングシート 
(Code Signing Seat) 

Entitles Customer to sign a single file once with 
a Code Signing Certificate. By way of example, if 
Customer’s code base contains four files and 
Customer signs it three times, Customer will 
consume twelve Code Signing Seats.  
「お客様」は、コードサイニング「証明書」を使

って単一のファイルに一度だけ署名する権利を有

します。例えば、「お客様」のコードベースが4つ
のファイルを含んでおり、「お客様」が三度署名

した場合、「お客様」は 13「シート」の「コード

サイニングシート」を消費するものとします。 
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Individual Document Signing Seat 
個人用ドキュメントサイニングシート 
(Individual Document Signing Seat) 

Entitles a user of Customer to sign documents 
with a purchased signing Certificate based on 
the volume purchased in an approved Quote. 
「お客様」のユーザーは、承諾された「見積」で

購入された数量に基づき、購入されたサイニング

「証明書」を使用して文書に署名する権利を有し

ます。 
Organization Document Signing Seat 
組織用ドキュメントサイニングシート 
(Group Document Signing Seat) 

Entitles a Customer organization to sign 
documents with a purchased signing Certificate 
based on the volume purchased in an approved 
Quote. 
「お客様」の組織は、承諾された「見積」で購入

された数量に基づき、購入されたサイニング「証

明書」を使用して文書に署名する権利を有しま

す。 
TrustCenter with TrustEdge Client Device Seat 
TrustEdge クライアントデバイスシート

（TrustCenter で管理） 
(TrustCenter with TrustEdge Client Device Seat) 

Entitles Customer to install TrustEdge Client on 
a device and manage it with TrustCenter.  
「お客様」は、「TrustEdge クライアント」をデバ

イスにインストールし、「TrustCenter」を利用し

て「TrustEdge クライアント」を管理する権利を有

します。 
TrustCore Device Seat 
TrustCore デバイスシート 
(TrustCore Device Seat) 

Entitles Customer to utilize applications 
developed with TrustCore on a device.  
「お客様」は、「TrustCore」を利用して開発され

たアプリケーションをデバイス上で活用する権利

を有します。 
Matter Seat 
Matter シート 
(Matter Seat) 

Entitles Customer to the issuance of one Matter 
Device Attestation Certificate.  
「お客様」は、一枚の Matter デバイス認証「証明

書」を発行する権利を有します。 
Trust Lifecycle Manager – Management Seat 
Trust Lifecycle Manager – マネジメントシート 
(Trust Lifecycle Manager – Management Seat) 

Entitles Customer to use DigiCert’s discovery, 
management and automation tools to manage 
one Certificate (each, a “Managed Certificate”). 
「お客様」は、一枚の「証明書」（以下、それぞ

れ「管理対象証明書」といいます）を管理するた

めに「デジサート」のディスカバリー、マネジメ

ント及びオートメーションツールを利用する権利

を有します。 
DNS Trust Manager – Query Seat 
DNS Trust Manager – クエリシート 
(DNS Trust Manager – Query Seat) 

Entitles Customer to up to one million 
authoritative DNS queries on its domain(s). 
「お客様」は、「お客様」のドメインに関する最

大 1,000,000個の権威 DNSクエリを実行する権利を

有します。 
DNS Trust Manager – Query Log Seat 
DNS Trust Manager – クエリログシート 
(DNS Trust Manager – Query Log Seat) 

Entitles Customer to up to one query log capture. 
「お客様」は、最大1回のクエリログキャプチャー

を実行する権利を有します。 

“Certificate Templates” means the number, types, limitations, and configurations of Certificates made 
available by DigiCert to Customer within its Portal Account.  
「証明書テンプレート」とは、「お客様」の「ポータルアカウント」内において、「デジサート」が「お

客様」に対し利用可能とする「証明書」の数、種類、制限事項及び設定をいいます。 

“TrustCenter” means a Portal, either hosted by DigiCert or provided by DigiCert in compiled binary 
format, that permits Customer to enroll, manage, and update its devices. TrustCenter includes and 
requires the use of TrustEdge Clients.  
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「TrustCenter」とは、「デジサート」がホストし又はコンパイルバイナリフォーマットで提供する、「お

客様」が自己のデバイスを登録、管理及びアップデートすることを可能とする「ポータル」をいいます。 

“TrustEdge Client” means the application, provided by DigiCert in compiled binary format, that must 
be installed by Customer on each device to connect to TrustCenter.  
「TrustEdge クライアント」とは、「デジサート」がコンパイルバイナリフォーマットで提供する、

「TrustCenter」と接続するため「お客様」が各デバイスにインストールする必要のあるアプリケーションを

いいます。 

“TrustCore” means a software development kit (SDK), provided by DigiCert to Customer in source 
code format, that permits Customer to develop and subsequently compile applications for use on its 
devices. 
「TrustCore」とは、「お客様」が自己のデバイス上で使用するアプリケーションを開発し、その後コンパ

イルすることを可能にする、「デジサート」がソースコード形式で「お客様」に提供するソフトウェアディ

ベロップメントキット (SDK) をいいます。 

2. SERVICE SPECIFIC TERMS. 
サービス固有条件． 

a. Seats Excess Usage Fee. The Excess Usage Fee if Customer exceeds its entitlement to Seats is calculated 
by multiplying the number of excess Seats with the price of such Seat.  
シート超過利用料金．「お客様」が「シート」に対する自己のエンタイトルメントを超過した場合の「超過

利用料金」は、超過「シート」数を当該「シート」の価格で乗じることで算出します。 

b. Certificate Subscription Services.   
証明書サブスクリプションサービス． 

i. The Excess Usage Fee if Customer exceeds its entitlement to Certificate Subscription Services is 
calculated by taking the excess (a)SANs associated with issued and active TLS Certificates and (b) 
non-TLS Certificates (each as measured at peak usage during the applicable entitlement period) 
multiplied by the price for such Certificate Subscription Services at peak usage.   
「お客様」が「証明書サブスクリプションサービス」に対する自己のエンタイトルメントを超過した場

合の「超過利用料金」は、(a) 発行済みでかつ有効な TLS「証明書」と関連付けられた超過 SAN 及び (b) 
超過非 TLS「証明書」（それぞれ、該当エンタイトルメント期間中のピーク使用時に測定されたもの）を、

ピーク使用時の「証明書サブスクリプションサービス」の価格で乗じることで算出します。 

ii. The pricing set out in a Quote applies if Customer purchases directly from DigiCert. If Customer 
purchases via an authorized DigiCert channel partner, any final pricing or payment terms will be as 
agreed between Customer and channel partner. Customer will inform DigiCert in advance if 
Customer elects to purchase via a channel partner or if Customer elects to change such channel 
partner at any point during the Service Term.  Notwithstanding the foregoing, DigiCert reserves the 
right to invoice Customer directly for its usage under the terms of the applicable Quote.  
「お客様」が「デジサート」から直接購入する場合、「見積」において定める価格設定が適用されます。

「お客様」が正規デジサートチャネルパートナーを通じて購入する場合、最終価格設定又は支払条件は、

「お客様」及びチャンネルパートナーとの間で合意されるとおりとします。「お客様」がチャンネルパ

ートナーを通じて購入することを選択した場合又は「本サービス期間」「お客様」が当該チャンネルパ

ートナーを変更することを選択した場合、「お客様」は、「デジサート」に対し、予告するものとしま

す。上記にもかかわらず、「デジサート」は、該当「見積」の条件に基づく「お客様」の利用について、

直接「お客様」に対し請求する権利を留保します。 

iii. Should Customer not renew its entitlement to Certificate Subscription Services (i.e., the Service Term 
associated with the Certificate Subscription Services ends), Customer will owe a one-time 
“Remaining Certificate Plan Life Fee” to keep Certificates issued during the Service Term, or their 
replacements issued under a Multi-Year Plan, active until they expire or are otherwise revoked in 
accordance with the Service Specific Terms. This fee will be calculated in the aggregate using the 
following formula: [(price of each issued and active non-TLS Certificate and each SAN associated 
with an issued and active TLS Certificate on the last day of the Service Term/12) x (the estimated 
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remaining Certificate life)]. Alternatively, Customer may elect to revoke all Certificates associated 
with the Certificate Subscription Services within 24 hours of the entitlement’s expiration, in which 
case DigiCert will not charge the Remaining Certificate Plan Life Fee. If Customer elects to pay the 
Remaining Certificate Plan Life Fee, Customer may continue to access and use the Portal Account 
after the end of the Service Term, solely to manage existing Certificates until they expire or are 
revoked.  
「お客様」が「証明書サブスクリプションサービス」に対する自己のエンタイトルメントを更新しない

場合（すなわち、「証明書サブスクリプションサービス」と関連する「本サービス期間」が終了する場

合）、「お客様」は、「本サービス期間」中に発行された「証明書」又は複数年プランに基づき発行さ

れたその後継「証明書」を当該「証明書」が満了するか又はその他「サービス固有条件」に従い失効さ

れるまで有効に維持するための一時払い「残存証明書プラン有効期間料金」の支払義務を負うものとし

ます。この料金は、次の計算式を用いて一括して算出するものとします：［（「本サービス期間」最終

日の、発行済みでかつ有効な各非 TLS「証明書」及び発行済みでかつ有効な TLS「証明書」と関連付けら

れた各 SAN の価格 / 12）x（概算残存証明書有効期間）］。これに代え、「お客様」は、エンタイトルメ

ントの満了から 24 時間以内に、「証明書サブスクリプションサービス」と関連付けられた「証明書」を

すべて失効させることを選択できます。この場合、「デジサート」は、「残存証明書プラン有効期間料

金」を請求しないものとします。「お客様」が「残存証明書プラン有効期間料金」を支払うことを選択

した場合、「お客様」は、既存の「証明書」が満了するか又は失効されるまで当該「証明書」を管理す

るためにのみ、「本サービス期間」終了後も継続して「ポータルアカウント」にアクセスし、利用でき

るものとします。 

c. Trust Lifecycle Manager Services.  
Trust Lifecycle Manager サービス． 

i. Managed Certificates may include Certificates issued by DigiCert or by other third-party issuers. 
Customer may remove Certificates from the Trust Lifecycle Manager Services so that they are no 
longer Managed Certificates. Such non-Managed Certificates will appear on reports generated using 
the Trust Lifecycle Manager Services, but Customer will no longer be able to manage such 
Certificates using the Trust Lifecycle Manager Services.  
「管理対象証明書」は、「デジサート」又はその他の第三者発行者が発行する「証明書」を含む場合が

あります。「お客様」は、「管理対象証明書」から外すために、「証明書」を Trust Lifecycle Manager サ
ービスから除去できるものとします。当該非「管理対象証明書」は、Trust Lifecycle Managerサービスを利

用して生成される報告書に表示はされますが、「お客様」は、Trust Lifecycle Managerサービスを利用して

当該「証明書」を管理できなくなるものとします。 

ii. To perform object discovery with Trust Lifecycle Manager, Customer must install a DigiCert agent 
on a target Server (or a sensor within a network) of Customer to run scans. Object discovery may be 
used to find cryptographic assets on a given Service, including Certificates and keys, and file scanning 
of binaries and archives for algorithms (to identify weak ciphers). For purposes of this provision, 
“Server” means a physical server or virtual server (i.e., virtual machine) of Customer, not a CPU.  
Trust Lifecycle Managerでオブジェクト検出を実行するために、「お客様」は、「お客様」の対象「サーバ

ー」（又はネットワーク内のセンサー）にスキャンを実行するための「デジサート」の エージェントソ

フトウェアをインストールする必要があります。オブジェクト検出は、「証明書」及びキー、並びにア

ルゴリズムを検出するためのバイナリー及びアーカイブのファイルスキャン（脆弱な暗号を特定するた

め）を含む、特定の「サーバー」上にある暗号資産を検出するために使用できるものとします。本規定

において「サーバー」とは、CPU ではなく、「お客様」の物理サーバー又は仮想サーバー（すなわち、

仮想マシン）をいいます。 

iii. The Excess Usage Fee if Customer exceeds its entitlement to Trust Lifecycle Manager Seats is 
calculated by multiplying the number of excess Trust Lifecycle Manager Seats with the price of such 
Seat. 
「お客様」が「Trust Lifecycle Managerシート」に対する自己のエンタイトルメントを超過した場合の「超

過利用料金」は、超過「Trust Lifecycle Managerシート」数を当該「シート」の価格で乗じることで算出し

ます。 
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d. DNS Trust Manager Services.  
DNS Trust Manager サービス． 

i. The Excess Usage Fee, if any, applies to each month excess Services were consumed and will be 
invoiced to Customer on an annual basis unless specified otherwise in a Quote.  
「超過利用料金」が発生した場合、当該「超過利用料金」が超過「本サービス」が消費された各月に適

用され、「見積」において別段の定めのない限り、1 年毎に「お客様」に請求するものとします。 

ii. Customer understands that the entitlement period for each DNS Trust Manager – Query and Query 
Log Seat is one month, i.e., the entitlement expires at the end of each month and begins again the 
next month.  
「お客様」は、「DNS Trust Manager – クエリシート」及び「DNS Trust Manager – クエリログシート」の

エンタイトルメント期間はそれぞれ 1 ヶ月であること、すなわち、エンタイトルメントは各月末に終了し、

翌月にあらためて開始することを了解します。 

e. Support Excess Usage Fee. If Customer pays an Excess Usage Fee related to additional Services used 
by Customer, then Customer will owe an Excess Usage Fee for support that is calculated, on a pro rata 
basis, with Excess Usage Fees related to the additional Services Customer used.  
サポート超過利用料金．「お客様」が「お客様」の利用した追加「本サービス」に関する「超過利用料金」

を支払う場合、「お客様」は、「お客様」が利用した追加「本サービス」に関する「超過利用料金」と共に、

按分計算されるサポート「超過利用料金」の支払義務を負うものとします。 

f. Inflation Adjustments. On each anniversary of a Quote, the fees for Services will increase by the greater 
of (a) 3% and (b) the percentage increase in the Inflation Adjustment Metric. DigiCert may calculate 
this percentage increase based on then-available numbers prior to each anniversary. “Inflation 
Adjustment Metric” means (a) if Customer is located in North America, Central America, South 
America or any country not otherwise covered in this definition, the Consumer Price Index for all urban 
consumers, US city average, All Items (CPI-U) published by the US Bureau of Labor Statistics, over the 
prior twelve months; (b) if Customer is located in Europe, Russia, the Middle East or Africa, the 
Harmonised Index of Consumer Prices for all items for the EU area published by Eurostat, over the 
prior twelve months; (c) if Customer is located in Japan, Japan's Consumer Price Index for all items 
published by Japan's Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, for the prior 
calendar year; and (d) if Customer is located in Asia (other than Japan), Australia, New Zealand or the 
Pacific region, the average consumer prices for the East Asia region, as published by the International 
Monetary Fund, for the prior calendar year.  
インフレ調整．「本サービス」の料金は、「見積」の各年応当日に、(a) 3% 及び (b)「インフレ調整基準」

のいずれか率の大きい方で増額されるものとします。「デジサート」は、各年応当日前のその時点で利用可

能な数値に基づきこの増額率を算出するものとします。「インフレ調整基準」とは、(a)「お客様」が北米、

中米、南米又はその他この定義の対象となっていない国に居住する場合、米国労働統計局 (BLS) により公表

される、過去 12ヶ月間の米国全都市消費者物価指数 (CPI-U)；(b)「お客様」が欧州、ロシア、中東又はアフ

リカに居住する場合、欧州委員会統計局 (Eurostat) により公表される、過去 12 ヶ月間の欧州連合 (EU) 地域

の統合消費者物価指数 (HICP)；(c)「お客様」が日本に居住する場合、日本の総務省統計局により公表され

る、前暦年の日本の消費者物価指数；及び (d)「お客様」がアジア（日本以外）、オーストラリア、ニュー

ジーランド又は大平洋地域に居住する場合、国際通貨基金 (IMF) により公表される、前暦年の東アジア地域

の平均消費者物価をいいます。 

3. IMPLEMENTATION AND CONSULTING SERVICES – DESCRIPTION.  If purchased by Customer, DigiCert 
will provide Customer on a time-and-materials basis (unless another basis is set forth in an approved 
Quote) with assistance in implementing Services (“Implementation Services”), including, as applicable, 
with assistance in (i) obtaining industry certifications (including FIPS device certifications), (ii) porting 
code to new device types, (iii) analyzing Customer’s current state with respect to Services implementation, 
(iv) advising Customer on an implementation solution according to Customer’s environment, (v) general 
consulting services, (vi) implementing a proof-of-concept for Services, including by configuring a test 
environment for Customer’s use of Services, not to exceed a limited duration and revocable at DigiCert’s 
discretion, and (vii) incorporating Customer feedback during the implementation phase of Services. The 
Implementation Services are conditioned upon Customer’s continuous cooperation and Customer 
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providing reasonable notice prior to the commencement of Implementation Services. If Customer 
purchases FIPS device certifications, each Quote for such Service will specify the number of target 
operating environments (TOE) to which Customer is entitled to have certified. For clarity, not included in 
Quotes for Implementation Services are (a) subsequent FIPS recertifications due to revisions of FIPS 
requirements or otherwise, and (b) additional Services (including development work) required due to 
defects in Customer’s hardware or environment, or in response to Customer’s failure to provide reasonable 
cooperation during the scope of Implementation Services. If the parties enter into a mutually executed 
statement of work for Implementation Services (each, a “Statement of Work”), the terms of the Statement 
of Work take precedence over this Section 3.  
導入支援及びコンサルティングサービス－内容説明．「お客様」が購入した場合、「デジサート」は、「お客

様」に対し、タイム・アンド・マテリアル方式で（承認された「見積」において別の方式の定めのない限り）

「本サービス」を導入する際の支援（以下「導入支援サービス」といいます）を提供するものとします。「導

入支援サービス」には、該当する場合、次の各号に掲げる支援を含みます：(i) 業界認定の取得（FIPS デバイス

認定を含みます）；(ii) 新しいデバイスタイプへのコードの移植；(iii)「本サービス」導入に関する「お客様」の

現状分析；(iv) 「お客様」環境に従った導入上の課題解決策の助言；(v) 一般コンサルティングサービス；(vi)
「本サービス」の概念実証 (proof of concept) の実装（「お客様」が「導入支援サービス」を利用するための、制

限持続時間を超えない「デジサート」の裁量で取消可能なテスト環境の構築を含みます）；及び (vii)「本サービ

ス」導入段階における「お客様」の意見の反映。「導入支援サービス」は、「お客様」の一連の協力及び「導入

支援サービス」開始前の「お客様」による合理的な事前通知を条件とします。「お客様」が FIPS デバイス認定

を購入する場合、当該「本サービス」の各「見積」において、「お客様」が認定を受けることができる対象操作

環境 (TOE) の数を定めるものとします。なお、明確にするため付言しますが、「導入支援サービス」の「見積」

に含まれないものは：(a) FIPS要求事項の改訂又はその他の理由によるその後のFIPS再認定；及び (b)「お客様」

のハードウェア若しくは環境の瑕疵に起因する、又は「お客様」が「導入支援サービス」の範囲内の合理的な協

力の提供を怠ったことに呼応して必要となった追加「本サービス」（開発業務を含みます）です。「導入支援サ

ービス」について両当事者が相互に締結した作業範囲記述書 (statement of work)（以下、各々「作業範囲記述書」

といいます）がある場合、「作業範囲記述書」の条件が本条第 2 条に優先します。 

4. ENTITLEMENT VERIFICATION.  Customer shall maintain and use systems and procedures that allow 
Customer to accurately track, document, and report Customer’s installations, deployment, access of or 
provision of access to, or operation of each Service in the quantities and versions used and allow DigiCert 
to audit such items (the “Audit”). Audits may be performed by DigiCert or its designated contractors. 
DigiCert shall provide at least ten (10) days’ written notice to Customer before the start of an Audit and 
will conduct the Audit during normal business hours at Customer’s facilities. Customer shall provide its full 
cooperation and assistance with such Audit and provide access to the applicable records and systems to 
verify compliance. If an Audit indicates that Customer’s use of the Services exceeds its entitlement or is 
otherwise not in compliance with the scope of the license granted (“Overuse”) then Customer shall pay for 
all Overuse quantities at DigiCert’s then-existing list price plus any interest on past due amounts. If the 
Overuse is more than five percent (5%) of Customer’s entitlement, then Customer shall reimburse DigiCert 
for DigiCert’s reasonable out-of-pocket costs in performing the Audit.  
エンタイトルメント証明．「お客様」は、各「本サービス」の使用量及びバージョンの「お客様」によるイン

ストール、実運用環境への展開、アクセス若しくは「本サービス」へのアクセスの提供又は「本サービス」の運

用状況の「お客様」による正確な監視、記録及び報告、並びに「デジサート」による当該諸項目の監査（以下

「監査」といいます）を可能とするシステム及び手続きを維持し、使用するものとします。「監査」は、「デ

ジサート」又はその指定する請負業者により実施できるものとします。「デジサート」は、「お客様」に対し、

「監査」開始の少なくとも 10 日前の書面による通知を行い、「お客様」の施設で通常の業務時間内に「監査」

を行うものとします。「お客様」は、「監査」について十分な協力及び支援を行い、遵守状況を確認するために

該当記録及びシステムへのアクセスを付与するものとします。「お客様」による「本サービス」の利用がそのエ

ンタイトルメントを超過し、又はその他の方法で許諾されたライセンスの範囲に遵守していないこと（以下

「過用」といいます）が「監査」により明らかになった場合、そのときは、「お客様」は、「過用」量につい

て、支払期限徒過金額に対する遅延利息と共に、その当時存在する「デジサート」のメーカー希望小売価格によ

る支払いを行うものとします。「過用」が「お客様」のエンタイトルメントの 5%を超える場合、そのときは、

「お客様」は、「デジサート」に対し、「監査」の実施に伴う「デジサート」の合理的な立替費用を支払うもの

とします。 

 


