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LRAs revoke the certificates after implementing the checking procedures in Article 3.4 

when LRAs accept the contact from Subscribers by Email concerning following matters:  

Loss or theft of PC or Media in which JCAN Certificates are installed. 

LRAs revoke JCAN certificates within twenty-four (24) hours under the following 

circumstances: 

Loss or theft of PC or Media in which JCAN Certificates are installed. 

 

以下の条件下で、LRA は 24 時間以内に JCAN 証明書を失効する： 

・ JCAN証明書がインストールされた PC又は媒体が紛失や盗難に遭った場合。 

LRAs revoke the certificates after implementing the checking procedures in Article 3.4 

when LRAs accept the contact from Subscribers by Email concerning following matters: 

 

When the reliability of the JCAN Certificates may be damaged. 

LRAs revoke JCAN certificates within twenty-four (24) hours under the following 

circumstances: 

When the reliability of the JCAN Certificates may be damaged. 

 

以下の条件下で、LRA は 24 時間以内に JCAN 証明書を失効する： 

・ JCAN証明書の信頼性が損なわれる可能性がある場合。 

LRAs or JCAN Public CA revoke the JCAN certificates at each of their own discretion if:  
 

・Any Subscriber has breached the obligations under this CP and/or the rules defined by 

LRAs; 

LRAs revoke JCAN certificates within twenty-four (24) hours under the following 

circumstances: 

・Any Subscriber has breached the rules defined by LRAs; 

 

以下の条件下で、LRA は 24 時間以内に JCAN 証明書を失効する： 

・LRAが規定した規則に利用者が違反した場合。 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours under the 

following circumstances:  

・The Subscriber requests in writing (to LRA / JCAN Public CA which provided the 

Certificate) that they wish to revoke the Certificate. 

 

以下の条件下で、LRA 又は JCAN 認証局は 24 時間以内に JCAN 証明書を失効する： 

・利用者が証明書の失効を希望する旨を書面で (証明書を発行した LRA / JCAN認証局 

に) 申請した場合。 

  LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours under the 

following circumstances: 

・The subscriber indicates that the original certificate request was not authorized and does 

not retroactively grant authorization 

 

以下の条件下で、LRA 又は JCAN 認証局は 24 時間以内に JCAN 証明書を失効する： 

・利用者が、元の証明書申請が承認されておらず、遡及的に承認を付与していない

ことを、LRA 又は JCAN 認証局へ通知した場合。 

LRAs or JCAN Public CA revoke the JCAN certificates at each of their own discretion if: 

・Private Key or CA Private Key becomes compromised;   

LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours under the 

following circumstances:  

・LRAs or JCAN Public CA obtain(s) reasonable evidence that the Subscriber's Private Key 

corresponding to the Public Key in the Certificate suffered a Key Compromise. 

 

以下の条件下で、LRA 又は JCAN 認証局は 24 時間以内に JCAN 証明書を失効する： 

・ (証明書の公開鍵と対になる) 利用者の秘密鍵が危殆化したという合理的な証拠

を、LRA又は JCAN認証局が取得した場合。 



 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours under the 

following circumstances: 

・LRAs or JCAN Public CA is made aware of a demonstrated or proven method that can 

easily compute the Subscriber’s Private Key based on the Public Key in the Certificate (such 

as a Debian weak key, see https://wiki.debian.org/SSLkeys); 

 

以下の条件下で、LRA 又は JCAN 認証局は 24 時間以内に JCAN 証明書を失効する： 

・証明書の公開鍵に基づいて利用者の秘密鍵を容易に計算できる、実証済み又は証

明された方法を、LRA 又は JCAN 認証局が認識した場合。（例えば、Debian の脆弱な

鍵など https://wiki.debian.org/SSLkeys を参照） 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours under the 

following circumstances:  

・LRAs or JCAN Public CA obtain(s) the evidence that the validation of domain authorization 

or control for any Fully-Qualified Domain Name or IP address in the Certificate should not 

be relied upon. 

 

以下の条件下で、LRA 又は JCAN 認証局は 24 時間以内に JCAN 証明書を失効する： 

・ ドメインの承認或いは証明書内の FQDN 又は IP アドレスへのコントロールについ

て十 分性検証をする際、依拠すべきではない証拠を、LRA 又は JCAN 認証局が取得し

た場合。 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours under the 

following circumstances: 

・ LRAs or JCAN Public CA receives notice or otherwise becomes aware of unexpected 

termination of a Subscriber's or Subject's agreement or business functions 

 

以下の条件下で、LRA 又は JCAN 認証局は 24 時間以内に JCAN 証明書を失効する： 

・利用者又はサブジェクトとの合意又は業務が予期せず終了したことを、通知又は

その他の方法で、 LRA 又は JCAN 認証局が認識した場合。 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours under the 

following circumstances:  

・LRAs or JCAN Public CA obtain(s) the evidence that the validation of domain authorization 

or mailbox control for any email address in the Certificate should not be relied upon. 

 

以下の条件下で、LRA 又は JCAN 認証局は 24 時間以内に JCAN 証明書を失効する： 

・証明書に含まれるメールアドレスに関し、ドメイン認証又はメールアドレスの管

理に対する検証を信頼するべきではないことを示す証拠を、LRA 又は JCAN 認証局が

取得した場合。 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs:  

・The Certificate no longer complies with the requirements for algorithm type and key size 

of the Baseline Requirements, as specified in Sections 6.1.5 and 6.1.6. 

 

https://wiki.debian.org/SSLkeys


JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・証明書が、6.1.5 項及び 6.1.6 項に規定されているように、Baseline Requirements の

アルゴリズムの 種類及び鍵長についての要件をもはや準拠していない場合。 

   LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs:  

・LRAs or JCAN Public CA obtain(s) the evidence that the Certificate was misused. 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・証明書が不正使用されたことを示す証拠を、LRA 又は JCAN 認証局が取得した場

合。 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs:  

・LRAs or JCAN Public CA receive(s) notice or otherwise becomes aware that the Subscriber 

violated any of its material obligations under the Subscriber Agreement or Terms of Use. 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・利用者が利用約款に規定された重要な義務に対し違反をした旨、LRA 又は JCAN 認

証局が通知を受ける又は 認識した場合。 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs:  

・ LRAs or JCAN Public CA are/is made aware of any circumstance indicating that use of a 

Fully-Qualified Domain Name or IP address in the Certificate is no longer legally permitted 

(e.g., a court or arbitrator has revoked a Domain Name Registrant’s right to use the Domain 

Name, a relevant licensing or services agreement between the Domain Name Registrant and 

the Applicant has terminated, or the Domain Name Registrant has failed to renew the 

Domain Name). 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・本証明書における FQDN 又は IP アドレスの使用がもはや法的に許可されていない

こ とを示す状況 (例えば、裁判所又は仲裁人がドメイン名を使用するドメイン名登

録者の権利を取り消 した場合、ドメイン名登録者と申請者との間におけるライセン

ス契約若しくはサービス契約が終了 した場合、又はドメイン名登録者がドメイン名

を更新しなかった場合) を、LRA 又は JCAN 認証局が認識した場合。 

LRAs revoke the certificates after implementing the checking procedures in Article 3.4 

when LRAs accept the contact from Subscribers by Email concerning following matters: 

 

・Any Changes of the data recorded on the JCAN Certificates;    

 

LRAs or JCAN Public CA revoke the JCAN certificates at each of their own discretion if: 

LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs:  

・ LRAs or JCAN Public CA receive(s) notice or otherwise becomes aware of a material 

change in the information contained in the Certificate. 

e.g. The Subject became not related to the ORGANIZATION due to the work termination, 

organization transfer, or termination of the organization. 



 

・The Subject became not related to the ORGANIZATION due to the work termination, 

organization transfer, or termination of the organization.;     

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・証明書に含まれる情報に重大な変更があった際、 LRA 又は JCAN認証局がその通

知を受けた、またその他の方法で知った場合。 

(例: 契約終了・退職、異同、組織の閉鎖等によりサブジェクトが当該組織と無関係

になった場合。) 

LRAs or JCAN Public CA revoke the JCAN certificates at each of their own discretion if:  
 

・Any Subscriber has breached the obligations under this CP and/or the rules defined by 

LRAs;      
   

LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs: 

・ LRAs or JCAN Public CA are/is made aware that the Certificate was not issued in 

accordance with the Baseline Requirements or JCAN CP or CPS. 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・証明書が Baseline Requirements 若しくは JCAN CP 又は CPS に従って発行され たも

のではないことを、LRA 又は JCAN 認証局が認識した場合。 

LRAs or JCAN Public CA revoke the JCAN certificates at each of their own discretion if:  
 

An error or false is recorded on the certificate;   

LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs: 

・ LRAs or JCAN Public CA determine(s) that any of the information appearing in the 

Certificate is not accurate or is misleading. 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・証明書に記載される情報の何れかが正確でないか、誤解を招く恐れがあると、 

LRA 又は JCAN 認証局が判断した場合。 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs: 

・ The right of LRAs or JCAN Public CA to issue Certificates under the Baseline Requirements 

expires or is revoked or terminated, unless GlobalSign has made arrangements to continue 

maintaining the CRL/OCSP Repository. 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・ CRL/OCSP リポジトリの維持管理を継続するための調整が行われず、 LRA 又は 

JCAN 認証局が Baseline Requirements に従った証明書を発行する権利が満了する、失

効する、或いは破棄された場合。 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs: 

・LRA or JCAN Public CA are/is made aware of a demonstrated or proven method that 

exposes the Subscriber’s Private Key to compromise or if there is clear evidence that the 

specific method used to generate the Private Key was flawed. 

 



JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・利用者の秘密鍵に危殆化をもたらす実証又は証明済みの方法について LRA 又は 

JCAN 認証局が認識した場合、又は利用者の秘密鍵を生成するのに用いられた方法に

欠陥があるという明確な証拠がある場合。 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs: 

・ Revocation is required by JCAN CP and/or CPS. 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・ JCAN CP 及び/又は CPS により失効が要求された場合。  

 Revocation of a Subscriber’s Certificate should be performed within twenty-four (24) hours 

and is performed within 5 days if one or more of the following occurs:  

・The technical content or format of the Certificate presents an unacceptable risk to 

Application Software Suppliers or Relying Parties (e.g., the CA/B Forum might determine 

that a deprecated cryptographic/signature algorithm or key size presents an unacceptable 

risk and that such Certificates should be revoked and replaced by CAs within a given period 

of time). 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・証明書の形式又は技術的様式が、アプリケーションソフトウェアサプライヤ又は

依拠当事者に容認 できないリスクをもたらす場合。(例えば、CA/B Forum は、利用

されていない暗号/署名アルゴリズム又は 鍵のサイズが容認できない危険性を示

し、そのような証明書は、所与の期間内に CA によって失効、 置き換えがなされる

べきであると判断する可能性がある) 

 LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs: 

・LRAs or JCAN Public CA receive(s) notice or otherwise becomes aware of any 

circumstance indicating that use of the email address in the Certificate is no longer legally 

permitted. 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・ LRA 又は JCAN 認証局が、証明書に記載された電子メールアドレスの使用が法的に

許可されていないことを示す通知を受け取るか、又は、その他の方法で知った場

合。 

LRAs or JCAN Public CA revoke the JCAN certificates at each of their own discretion if:  

 

・Private Key or CA Private Key becomes compromised; 

LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs: 

・The CA Private Key used in issuing the Certificate is suspected to have been 

compromised. 

 



JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・証明書を発行する際に使用された CA の秘密鍵が漏洩した疑いがある場合。 

LRAs or JCAN Public CA revoke the JCAN certificates at each of their own discretion if: 

 

・ The planned or unplanned timing when LRA’s Accreditation gets invalidated. 

・ JCAN Public CA terminates its services; 

LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs: 

・LRAs or JCAN Public CA cease(s) operations for any reason and another CA/LRA has not 

been arranged to provide revocation support for the Certificate. 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・LRA 又は JCAN 認証局が何らかの理由で業務を停止し、他の LRA / CA) が証明書の失

効を補助するよう調整が行われていない場合。 

LRAs or JCAN Public CA revoke the JCAN certificates at each of their own discretion if: 

 

・GlobalSign decides to revoke any certificates for other reasons. 

LRAs or JCAN Public CA revoke(s) JCAN certificates within twenty-four (24) hours and is 

performed within 5 days if one or more of the following occurs: 

・LRA or JCAN Public CA decides to revoke any certificates for other reasons. 

 

JCAN 証明書の失効は、LRA 又は JCAN 認証局により 24 時間以内に実施されるべきで

あり、以下のうち 1 つ以上の状況が発生した場合、5 日以内に実施される： 

・ LRA 又は JCAN認証局がその他の理由で失効を決定した 

 Revocation of JCAN certificates may also be performed by LRAs or JCAN Public CA within a 

commercially reasonable period of time under the following circumstances: 

・The Subscriber or organization administrator requests revocation of the Certificate 

through GCC account which controls the lifecycle of the Certificate. 

 

次に掲げる事情があるときは、 LRA 又は JCAN 認証局は商業上合理的な期間内に 

JCAN 証明書の失効を実施することとする： 

・利用者又は組織の管理者が、証明書のライフサイクルを管理する GCC アカウント

を通じて証明書の失 効を申請する場合。 

 Revocation of JCAN certificates may also be performed by LRAs or JCAN Public CA within a 

commercially reasonable period of time under the following circumstances: 

・The Subscriber requests revocation through an authenticated request to GlobalSign's 

report abuse. 

 

次に掲げる事情があるときは、 LRA 又は JCAN 認証局は商業上合理的な期間内に 

JCAN 証明書の失効を実施することとする： 

・利用者が、GlobalSign の Report Abuse へ、認証済みの申請方法によって失効申請し

た場合。 

 Revocation of JCAN certificates may also be performed by LRAs or JCAN Public CA within a 

commercially reasonable period of time under the following circumstances: 

・LRA or JCAN Public CA receives notice or otherwise becomes aware that the Subscriber 

has been added as a denied party or prohibited person to a blocklist, or is operating from a 

prohibited destination under the laws of the applicable jurisdiction of operation. 

 



次に掲げる事情があるときは、 LRA 又は JCAN 認証局は商業上合理的な期間内に 

JCAN 証明書の失効を実施することとする： 

・利用者が禁止対象者としてブロックリストに追加されたこと、又は管轄地域の法

律に基づき禁止された地域から営業していることについて、LRA 又は JCAN 認証局が

通知を受領する又は発見した場合。 

 Revocation of JCAN certificates may also be performed by LRAs or JCAN Public CA within a 

commercially reasonable period of time under the following circumstances: 

・Overdue payment of applicable fees by the Subscriber. 

 

次に掲げる事情があるときは、 LRA 又は JCAN 認証局は商業上合理的な期間内に 

JCAN 証明書の失効を実施することとする： 

・支払い遅延が利用者よりあった場合。 

 Revocation of JCAN certificates may also be performed by LRAs or JCAN Public CA within a 

commercially reasonable period of time under the following circumstances: 

・Under certain licensing arrangements, LRA of JCAN Public CA may revoke Certificates 

following expiration or termination of the license agreement.   

 

次に掲げる事情があるときは、 LRA 又は JCAN 認証局は商業上合理的な期間内に 

JCAN 証明書の失効を実施することとする： 

・一定のライセンス契約に基づき、LRA 又は JCAN 認証局は、ライセンス契約の満了

又は終了後、証明書を取り消 すことができる。 

 Revocation of JCAN certificates may also be performed by LRAs or JCAN Public CA within a 

commercially reasonable period of time under the following circumstances: 

・LRA or JCAN Public CA determines the continued use of the Certificate is otherwise 

harmful to the business of LRA, GlobalSign, or third parties. When considering whether 

Certificate usage is harmful to GlobalSign’s or a third party’s business or reputation, LRA or 

JCAN Public CA will consider, among other things, the nature and number of complaints 

received, the identity of the complainant(s), relevant legislation in force, and responses to 

the alleged harmful use by the Subscriber. 

 

次に掲げる事情があるときは、 LRA 又は JCAN 認証局は商業上合理的な期間内に 

JCAN 証明書の失効を実施することとする： 

・ LRA 又は JCAN認証局は、JCAN 証明書の継続使用が LRA, GlobalSign, 又は第三者の

事業に有害になりうるかの判断を行う。 証明書の利用が LRA, GlobalSign, 又は第三者

の事業又は評判に悪影響を及ぼすかどうかを検討する際、LRA 又は JCAN 認証局 はと

りわけ、受領した苦情の性質及び件数、苦情申立人の身元、有効な関連法規、及び

利用者による有害とされる使用への対応を検討する。 

 Revocation of JCAN certificates may also be performed by LRAs or JCAN Public CA within a 

commercially reasonable period of time under the following circumstances: 

・If Microsoft, in its sole discretion, identifies a certificate whose usage or attributes are 

determined to be contrary to the objectives of the Trusted Root Program, Microsoft will 

notify GlobalSign and request that it revoke the certificate. GlobalSign will either revoke the 

certificate or request an exception from Microsoft within 24 hours of receiving Microsoft's 



notice. Microsoft will review submitted material and inform GlobalSign of its final decision 

to grant or deny the exception at its sole discretion. In the event that Microsoft does not 

grant the exception, GlobalSign will revoke the certificate within 24 hours of the exception 

being denied. 

 

次に掲げる事情があるときは、 LRA 又は JCAN 認証局は商業上合理的な期間内に 

JCAN 証明書の失効を実施することとする： 

・ Microsoft は、専らその裁量で、証明書の用途ないし属性情報が Trusted Root 

Program の趣旨に反して いると認定した場合、GlobalSign に連絡し、証明書の失効を

要求する。GlobalSign は、本証明書を失 効するか、又は Microsoft の要請を受領後 24 

時間以内に Microsoft に例外を申請する。Microsoft は、 提出物を確認し、専らその

裁量で、例外を許可又は拒否するか、最終決定を GlobalSign に通知する。 Microsoft 

が例外を認めない場合、GlobalSign は、例外が拒否されてから 24 時間以内に本証明

書を失 効させる。 

 Revocation of JCAN certificates may also be performed by LRAs or JCAN Public CA within a 

commercially reasonable period of time under the following circumstances: 

・ Death of a Subscriber. 

 

次に掲げる事情があるときは、 LRA 又は JCAN 認証局は商業上合理的な期間内に 

JCAN 証明書の失効を実施することとする： 

・利用者の死亡 

 Revocation of JCAN Public CA Certificate is performed by GlobalSign within seven (7) days 

under the following circumstances:  

・GlobalSign obtains reasonable evidence that the JCAN Public CA’s Private Key 

corresponding to the Public Key in the Certificate suffered a Key Compromise or no longer 

complies with the requirements for algorithm type and key size of the Baseline 

Requirements as specified in Sections 6.1.5 and 6.1.6 

 

次の場合、 GlobalSign は JCAN 認証局の証明書を 7日以内に失効する。 

・ 証明書内の公開鍵に対応する JCAN 認証局 の秘密鍵が危殆化した、又は、6.1.5 項

及び 6.1.6 項に規定されているように、Baseline Requirements のアルゴリズムの種類

及び鍵のサイズの 要件をもはや満たさないという合理的な証拠を、GlobalSign が取

得した場合。 

 Revocation of JCAN Public CA Certificate is performed by GlobalSign within seven (7) days 

under the following circumstances: 

・GlobalSign obtains evidence that the Certificate was misused. 

 

次の場合、 GlobalSign は JCAN 認証局の証明書を 7日以内に失効する。 

・証明書が不正使用されたことを示す証拠を取得した場合。 

 Revocation of JCAN Public CA Certificate is performed by GlobalSign within seven (7) days 

under the following circumstances: 



・GlobalSign is made aware that the Certificate was not issued in accordance with or that 

the JCAN Public CA has not complied with the Baseline Requirements or applicable CP or 

CPS. 

 

次の場合、 GlobalSign は JCAN 認証局の証明書を 7日以内に失効する。 

・証明書が Baseline Requirements 若しくは JCAN CP 又は CPS に従って発行されてい

な いこと、或いは JCAN 認証局 が Baseline Requirements 若しくは JCAN CP 又は CPS を

遵守していないことを、GlobalSign が発 見した場合。 

 Revocation of JCAN Public CA Certificate is performed by GlobalSign within seven (7) days 

under the following circumstances: 

・GlobalSign determines that any of the information appearing in the Certificate is 

inaccurate or misleading. 

 

次の場合、 GlobalSign は JCAN 認証局の証明書を 7日以内に失効する。 

・ GlobalSignが、証明書に表示される情報の何れかが不正確であるか、誤解を招く

恐れがあると判断した場合。 

 Revocation of JCAN Public CA Certificate is performed by GlobalSign within seven (7) days 

under the following circumstances: 

・GlobalSign or JCAN Public CA ceases operations for any reason and has not arranged for 

another CA to provide revocation support for the Certificate 

 

次の場合、 GlobalSign は JCAN 認証局の証明書を 7日以内に失効する。 

・GlobalSign 又は JCAN 認証局が、何らかの理由で業務を停止し、他の CA が証明書

の失効を補助するよう調整が行われていない場合。 

 Revocation of JCAN Public CA Certificate is performed by GlobalSign within seven (7) days 

under the following circumstances: 

・GlobalSign’s or a Subordinate CA’s right to issue Certificates under the Baseline 

Requirements expires or is revoked or terminated, unless the issuing CA has made 

arrangements to continue maintaining the CRL/OCSP Repository. 

 

次の場合、 GlobalSign は JCAN 認証局の証明書を 7日以内に失効する。 

・ CRL/OCSP リポジトリの維持管理を継続するための調整をすることなく、

GlobalSign 又は JCAN 認証局が Baseline Requirements に従った証明書を発行する権利

が満了する、失効する、或いは破棄された場合  

 Revocation of JCAN Public CA Certificate is performed by GlobalSign within seven (7) days 

under the following circumstances: 

・Revocation is required by the Issuing CA’s CP and/or CPS. 

 

次の場合、 GlobalSign は JCAN 認証局の証明書を 7日以内に失効する。 

・ JCAN CP 及び/又は CPS により失効が要求される場合。 

 Revocation of JCAN Public CA Certificate is performed by GlobalSign within seven (7) days 

under the following circumstances: 



・The technical content or format of the Certificate presents an unacceptable risk to 

Application Software Suppliers or Relying Parties (e.g., the CA/B Forum might determine 

that a deprecated cryptographic/signature algorithm or key size presents an unacceptable 

risk and that such Certificates should be revoked and replaced by CAs within a given period 

of time). 

 

次の場合、 GlobalSign は JCAN 認証局の証明書を 7日以内に失効する。 

・証明書の技術的な内容又は書式が、アプリケーションソフトウェアサプライヤ又

は依拠当事者に、 許容できないリスクをもたらす場合。(例えば、推奨されない暗号

/署名アルゴリズム又は鍵のサイズが容 認できないリスクをもたらし、そのような

証明書が一定の期間内に CA によって取り消され、置き 換えられるべきであると、

CA/B Forum が判断する可能性がある場合) 
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