2014 年 12 月 25 日

当社Ｗｅｂサービスの「SSL3.0」の利用停止について
いつも損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券のサービスをご利用いただき、ありがとうございます。

インターネット通信で使用する暗号化方式「SSL3.0」に脆弱性が発見され、通信内容が第三者に漏えいする
可能性があることが、ＩＰＡ（独立行政法人情報処理推進機構）から情報開示されております。当社は、お客さま
の情報保護を優先し、通信の安全性を確保するため、すべての Web サービスにおいて、2014 年 12 月 26 日（金）
以降、「SSL3.0」による通信を無効化し、より上位の暗号化方式である「TLS」に制限いたします。
当社が推奨する環境を設定変更せずにご利用いただいている場合には原則として影響ありませんが、ブラウ
ザのセキュリティ設定を変更されていたり推奨環境以外からご利用されている場合、当社 Web サービスへのログ
インができなくなる場合があります。「確定拠出年金 加入者の方」「企業担当者の方」「積立ファンドプラン 加
入者の方」の各ログインボタン押下後にログイン画面が表示されないお客さまは、ブラウザのセキュリティ設定に
おいて「TLS1.0」による通信を有効とする設定に変更をお願いします。
以上

設定例：Internet Explorer の場合
１． Internet Explorer の画面上部のメニュー「ツール」から
「インターネットオプション」「詳細設定」に進む。
２．「セキュリティ」の項目で「TLS1.0」「TLS1.1」「TLS1.2」の３つ
にチェックマークを付け、「SSL2.0」「SSL3.0」の２つのチェ
ックを外す。
３．「適用」→「OK」を押した後、Internet Explorer を再起動する。

※「SSL3.0」の脆弱性対策に関する詳しい情報、その他各ブラウザの
SSL3.0 の無効化方法は、下記の情報処理推進機構のサイトで
ご確認ください。
更新：SSL 3.0 の脆弱性対策について(CVE-2014-3566)

平日:午前 9 時～午後 8 時 土日･祝日: 午前 9 時～午後 5 時
（年末年始、5/3 ～ 5/5 およびメンテナンス日は除く）
海外からは Tel．03-5325-6220（有料）

December 25, 2014

Notice of Discontinuance for SSL3.0 Support
Thank you for using Sompo Japan Nipponkoa DC Securities.
IPA (INFORMATION-TECHNOLOGY PROMOTION AGENCY, JAPAN) has disclosed a report on
the vulnerability of SSL3.0 encryption used in Internet communications that can enable
communication messages to be intercepted by third parties.

In order to ensure Internet

communication safety while giving high priority to the protection of customers’ information, we will
disable SSL3.0 and limit service to superior TLS encryption with effect from December 26, 2014
(Fri). With the disablement of SSL3.0 generally there will be no impact if you are using our
recommended environment with no settings change, but if you have changed browser’s security
settings, or use another environment other than the recommended one, there is the possibility
you may not login to our web service. If the login screen does not appear after clicking any of the
login buttons, [Participants of Defined Contribution Plans] or [Plan Sponsors of Defined
Contribution Plans], please change your browsers security settings to enable communications by
TLS1.0.
Settings：In Internet Explorer
１． Go to [Tools] at the top of the window and choose
[Internet Options], and click [Advanced]
２． Tick off the three boxes under “Settings”, [Use TLS1.0],
[Use TLS1.1], and [Use TLS1.2], then untick the two
boxes, [Use SSL2.0] and [Use SSL3.0].
３． Click [Apply] and [OK], then reboot Internet Explorer.

※For the details of vulnerability countermeasure for SSL3.0,
or how to disable SSL3.0, please refer to the official site of IPA
below.
Security updates: Vulnerability countermeasure for
SSL3.0 (CVE-2014-3566) (in Japanese)

Monday-Friday from 4:00PM-8:00PM
(some services may not be available 24 hours)
From abroad, call 03-5325-6303 (normal toll)

