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改訂履歴 

 

Version 変更内容 日付 変更者/

作成者 

日付 承認者 

1.0 初版作成 011214 森野 011214 畠 

1.1 受付時間の変更 021129 高久 021129 畠 

1.2 ・ＣＲＬプロファイル変更 

 署名法の改訂に伴い、署名アルゴリズム

を md5withRSA から Sha1withRSA へ変

更 

031022 高久 031022 畠 

1.3 ・電子証明書の利用範囲を電子署名に変更 

・CA 電子証明書のフィンガープリントを

公開するように変更 

・申込者確認手順を変更 

・申込者の意思確認を実印による押印か

ら、申込者だけが受け取れる郵便による確

認方法に変更 

・申込者が外国人の場合、住民票の写しに

代えて、登録原票記載事項証明書(紙)をも

って同等の書類とするように変更 

・ 電子証明書の有効期間 5 年を追加 

・ 同一人に複数の電子証明書の発行を可

能とする。 

・ 問い合わせ受付時間の変更 

050531 井口 050531 畠 

1.4 ・iPROVE 認証局の年末年始営業日の変更 051226 井口 051226 畠 

1.5 ・その他の失効事由を追記 061115 井口 061115 畠 

1.6 ・戸籍謄本→戸籍全部事項証明書(謄本)、戸

籍抄本→戸籍個人事項証明書(抄本)に変更 

081121 牛川 081121 吉川 

2.0 ・有効期間５年の電子証明書の新規受付終

了に伴う修正 

100215 牛川 100215 吉川 

2.1 ・（謄本）→（戸籍謄本） （抄本）→（戸

籍抄本）に修正 

・住民票の写しと同等の書類に広域交付住

民票を追加 

111101 牛川 111101 吉川 

2.2 ・登録原票記載事項証明書の廃止に伴う削

除 

120709 牛川 120709 吉川 

2.3 ・名義人死亡時の失効手続きの変更 

・住民票の写し等の有効期間の判断を受付

時点で発行日から３ヶ月以内とする文言

と、余裕を持っての提出をお願いする文言

を追加 

131114 牛川 131114 吉川 

3.0 ・鍵更新と暗号アルゴリズムの更新 

・利用者証明書の有効期間の変更 

・対応 OS の変更 

・秘密鍵の格納先をブラウザのみに限定 

140301 牛川 140301 吉川 
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・「信頼済みサイト」「互換表示設定サイト」

への URL 登録手順の追加 

3.1 ・誤字修正 

・アルゴリズムに SHA1withRSA, 

SHA384withRSA,SHA512withRSA を追

加 

・発行申込書の記載事項の電話番号を任意

から必須に変更 

141119 牛川 141119 吉川 

3.2 ・個人番号記載の住民票の写しの取扱を追

加 

・WindowsXP の表記を削除 

151201 牛川 151201 吉川 

3.3 ・使用できる OS、使用できるブラウザの修

正 

・個人番号の記載された住民票の写しの取

り扱いについて追記 

・公的機関から発行される書類についての

注意事項を追記 

・IEの互換表示設定についての説明を外部

資料（リンク）に変更 

171129 牛川 171129 吉川 

3.4 ・使用できる OS、ブラウザのバージョン修

正 

201127 牛川 201202 田代 

3.5 ・使用できる OS のバージョン、及びブラ

ウザ（Microsoft Edge）の修正 

220602 牛川 220607 田代 
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1. はじめに 

本マニュアルは、株式会社日本電子公証機構(jNOTARY)の認証サービス（iPROVE）への

利用方法、および電子証明書の発行申込、失効請求、取得方法について説明します。 

 

 1.1 認証業務の利用に関する利用者の義務 

電子署名の実施の方法及び認証業務ご利用に関する重要な事項につきまして、電子署名

及び認証業務に関する法律施行規則（平成十三年総務省法務省経済産業省令第二号、以下

「電子署名法施行規則」という）の定めるところにより説明します。 

 

（１）株式会社日本電子公証機構認証サービスにおいて、虚偽の利用の申込みをして、利用

者について不実の証明をさせた者は、電子署名法第四十一条の規定により三年以下の懲

役又は二百万円以下の罰金に処せられます。 

（２）電子署名は自署や押印に相当する法的効果が認められ得るものであるため、利用者署

名符号については、十分な注意をもって管理する必要があります。 

1) 利用者秘密鍵は利用者本人以外によって使用または複写されてはなりません。利用

者秘密鍵使用の際に求められるパスワード等の情報を利用者本人以外に知られない

ように管理しなければなりません。 

2) 利用者以外の者が利用者秘密鍵の使用、複写など行った場合は、利用者は直ちに失

効申請を行わなければなりません。 

3) 利用者は、利用者秘密鍵が危殆化（盗難、漏えい等により他人によって使用され得

る状態になることを云う。以下同じ。）した場合、またはその恐れがある場合は、直

ちに iPROVE CA に電子証明書失効の申請を行わなければなりません。 

（３）利用者秘密鍵が危殆化し、又は危殆化したおそれがある場合、電子証明書に記録され

ている事項に変更が生じた場合又は電子証明書の利用を中止する場合においては、遅滞

なく電子証明書の失効請求を行わなければなりません。通知いただけないことによって

生じる損失、損害又は費用に対する賠償責任は利用者に帰するものとします。 

（４）電子証明書を使用する場合における電子署名のためのアルゴリズムは、

SHA1withRSA 、SHA256withRSA、SHA384withRSA、SHA512withRSA を使用し

なければなりません。 

（５）利用者は、電子証明書の Web による申込みを行う場合、RSA 暗号方式により 2048bit

の鍵長の利用者秘密鍵と利用者公開鍵の鍵ペアを作成し、利用者公開鍵を iPROVE CA

に提示しなければなりません。 

（６）個人情報の取扱い 

 iPROVE CA は、電子証明書の申込時に利用者から提供される情報及び、電子証明書

の失効請求時に失効請求者から提供される情報及び、情報開示請求時に開示請求者から

提供される情報を個人情報として取扱い iPROVE を提供するための必要な範囲をこえ
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て使用しません。 

また、その保護について、以下に従います。また、以下の内容について iPROVE CA

の認証業務に係わる全ての就業者の役割に応じて理解されるようにします。 

1) 入手する個人情報の位置付け 

iPROVE CA は、利用者から提供された全ての情報、情報開示請求時に開示請求

者から提供された全ての情報、名義人死亡時に親族等から提供された全ての情

報及び、資格や属性の確認のために特定の団体・企業等から入手した情報のう

ち、特定の個人に係わる情報を個人情報として扱います。 

2) 利用目的の特定 

iPROVE CA は、個人情報を電子証明書に記載する等、iPROVE のサービス提

供の為にのみ使用します。 

3) 利用目的による制限 

iPROVE CA は前項の目的以外に個人情報を利用しません。 

4) 個人情報の適正な取得 

iPROVE CA は、適正な手段により個人情報を取得します。 

5) 取得に際しての利用目的の通知 

iPROVE CA は、個人情報の利用目的を「株式会社日本電子公証機構認証サービ

ス認証業務規程(以下「CPS」という)」に記載し公開します。 

6) データ内容の正確性の確保 

iPROVE CA は、個人情報を適法かつ公正な手段によって取得します。個人情報

の入手先には、iPROVE CA は、個人情報の情報主体である利用者本人に加え、

当該個人にかかわる資格や属性の確認のために、特定の団体・企業等が挙げられ

ます。 

7) 安全管理措置 

iPROVE CA は利用者から取得した個人情報や当該個人にかかわる資格や属性

情報に対して、漏洩、滅失、毀損の防止などの措置をとります。 

8) 保有個人データに関する事項の公表 

iPROVE CA は、個人情報の利用目的、情報の開示等について CPS で規定し、

公開します。 

9) 開示 

iPROVE CA は、CPS に従い、法令に定められた場合を除き、利用者本人及び

利用者本人の委任による代理人からのみ開示請求を受け付けます。 

（７）電子証明書の格納媒体の取り扱い 

iPROVE CA の発行する電子証明書は、秘密鍵をブラウザに格納します。利用者は、

秘密鍵の秘匿性の維持管理を行わなければなりません。 

（８）利用者は、電子証明書を CPS に従ってのみ使用することに同意しなければなりませ
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ん。 

（９）電子証明書は、電子署名に使用することができます。これによらない使用によって生

じた一切の損失、損害または費用に対する責任は弊社にはありません。 

 

2. 使用できるＯＳ 

本認証局で対応できるＯＳは Microsoft Windows10 以降となります。 

 

3. 使用できるブラウザ 

本認証局に電子証明書の発行を依頼する利用者は、マイクロソフト社のインターネッ

ト閲覧ソフト（ブラウザ）Microsoft Edge のバージョン 101 以降で、RSA2048bit の鍵

生成が可能なライブラリがインストールされているものをご使用ください。それによっ

て、RSA 暗号方式による 2048 ビットの鍵長の鍵ペアを作成し、その公開鍵をオンライ

ン申請時に提示する必要があります。 

 

3.1 Microsoft Edgeのバージョンの確認方法 

メニューの「…」をクリックし、「ヘルプとフィードバック」から「Microsoft Edge に

ついて」をクリックしてください。 
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4. 電子証明書発行申込手順 

 

4.1 発行申込書類の提出 

発行申込にあたり利用者は、電子証明書発行申込書を弊社 iPROVE のページよりダウ

ンロードし(https://iprove.jnotary.com/APPLICATION/index_pre.html)、必要事項を記

載の上、iPROVE カスタマーサービス宛に、郵送して下さい。安全を考慮し、簡易書留郵

便を利用されることを推奨致します。 

送付書類は以下の通りです。 

1) 電子証明書発行申込書 

電子証明書発行申込書には表 1 発行申込書の記載事項の記入をお願い致します。 

また、申込書の記載内容を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消し、その上にご

捺印と同じ印による訂正印を押印し、訂正内容を記載して下さい。 
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表 1 発行申込書の記載事項 

項番 記載項目 必須／任意 記載内容 

1 申込年月日 必須 本書作成日を記載 

2 ふりがな（姓） 必須 氏名の姓のふりがなを記載 

3 ふりがな（名） 必須 氏名の名のふりがなを記載 

4 氏名（姓） 必須 氏名の姓を記載 

本書に添付される住民票の写し等の記載と同一であること 

注 1) 

5 氏名（名） 必須 氏名の名を記載 

本書に添付される住民票の写し等の記載と同一であること 

6 ローマ字 Last(姓) 必須 氏名の姓のローマ字表記 

注 2) 

7 ローマ字 First(名) 必須 氏名の名のローマ字表記 

注 2) 

8 ご捺印 必須 捺印  注 3) 

9 生年月日 必須 生年月日を記載 

本書に添付される住民票の写し等の記載と同一であること 

10 電子メールアドレス 必須 電子メールアドレスを記載 

弊社から連絡をメールで行う場合は本項を使用します 

11 住所 必須 

 

郵便番号と住所を記載 

住所は本書に添付される住民票の写し等の記載と同一であ

ること 

弊社から連絡を郵送で行う場合は本項を使用します 

12 自署（氏名） 必須 自署とは、手書きで自分の氏名を記載するということです 

13 電話番号 必須 電話番号を記載 

名義人本人からの FAX による緊急失効申請時の本人確認

を行うための弊社からの折り返しの電話及び弊社からの電

話連絡を行う場合は本項を使用します 

14 電子証明書の用途 記載済み 「電子署名」に用いることを記載しているため記載不要 

15 発行を希望する電子

証明書の枚数 

必須 希望発行枚数を 2 桁の数字で記載 

16 有効期限 記載済み 1 年のみ 

17 属性（資格等）情報 必須 文書情報管理士または一般のいずれかにチェック 

18 属性（資格等）情報 必須 文書情報管理士にチェックした場合は文書情報管理士の登

録番号を左詰めで記載 

注1) 広域交付住民票を住民票の写しと同等の書類として取り扱うことができる。 

以降本マニュアルでは、「住民票の写し〔もしくは住民票記載事項証明書、広域交

付住民票〕」の総称として「住民票の写し等」の表記を用いるものとします。 

なお、利用者が日本に居住する外国人の場合であって、住民票の写し等の氏名

欄に本名と通称名が併記されている場合、電子証明書発行申込書に記入する氏名

は、本名もしくは通称名の何れか一方のみを選択できます。但し、本名と通称名

の混在は許されません。ふりがな、氏名、ローマ字、捺印は本名もしくは通称名

のいずれかで統一して下さい。 
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また、漢字圏の国籍を持つ外国人の方で、氏名欄に漢字の本名を記入し、ロー

マ字欄に自国の読みのローマ字表記をされた場合、その確認手段として、ご利用

者本人のパスポート(有効であること)の氏名が記載されているページのコピーを

添付して下さい。 

注2) ローマ字の表記として「ヘボン式」及び「訓令式」を標準とします。 

注3) 捺印に使用される印鑑は実印でなくとも構いませんが、利用者の氏名を表すもの

として下さい。また、本印鑑は失効請求を行う場合に必要になりますので、必ず

大切に保存して下さい。 

 

2) 利用者の住民票の写し等 

お申し込みの際は、受付時点で発行日から３ヶ月以内のお申込者の住民票の写し等

を本申込書に添付してご提出ください。受付時点で発行日から３ヶ月を過ぎている住

民票の写し等は受領出来ませんので、余裕を持ってご提出下さい。 

また、住民票の写し等はコピー機によるコピーを意味するものではありません。 

役所から発行される原本のことです。 

個人番号の記載の無い住民票の写しの提出をお願い致します。 

個人番号の記載された住民票の写しは書類不備として再提出をお願いします。不備

とした住民票の写しにつきましては、ご利用者に個人番号の墨塗りの要否を確認し、

返却させていただきます。 

 

3) パスポートのコピー 

漢字圏の国籍を持つ外国人の方で、氏名欄に漢字の本名を記入し、ローマ字欄に自

国の読みのローマ字表記をされた場合、その確認手段として、ご利用者本人のパスポ

ート(有効であること)の氏名が記載されているページのコピーを添付して下さい。 

 

4.2 電子証明書のオンライン申請 

電子証明書発行申込書類を弊社側で受領し、発行申込の一次審査に合格すると、照会書、

iPROVE 会費請求書、およびオンライン入力情報通知書を１セットとして、本人限定受取

郵便(基本型)にて利用者宛に郵送されます。本人限定受取郵便の手順に従い、最寄りの郵

便局にて照会書、iPROVE 会費請求書、およびオンライン入力情報通知書をお受取くださ

い。 

 

4.2.1 iPROVE会費請求書 

iPROVE 会費請求書の内容をご確認下さい。本書にお心当たりのない場合には速やか

に iPROVE 会費請求書に記載されている電話番号にご連絡下さい。 

iPROVE の会費は前払い制になっています。iPROVE 会費請求書に記載された内容を
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ご確認の上、指定した振込み先に指定期限までに会費をお振り込みください。入金の確認

ができませんと電子証明書の発行をすることはできません。予めご了承ください。 

 

4.2.2 照会書 

照会書の内容をご確認下さい。本書にお心当たりのない場合には、速やかに照会書に記

載されている電話番号までご連絡下さい。 

照会書に自署(氏名)を記載し、印を押捺し返送して下さい。押印する印鑑は必ず電子証

明書発行申込書と同じものをご使用下さい。 

なお、期限までに照会書が弊社に返送されない場合、返送された照会書の記載に不備が

ある場合、及び照会書に捺印された印影と電子証明書発行申込書に捺印された印影が異な

る場合には、電子証明書の発行を不承認とさせて頂きます。不承認となった場合には、既

にお支払い頂いた iPROVE の会費は返還いたしません。 

 

4.2.3 オンライン入力情報通知書 

オンライン入力情報通知書は、発行申込書の「発行を希望する電子証明書の枚数」欄に

記載された枚数分のセットが送られます。 

つまり、2 枚の発行希望の場合には 2 セットのオンライン入力情報通知書が送られま

す。 

オンライン入力情報通知書の 1 セットは、全 3 ページの次のような構成になっており

ます。 

(1) 1 ページ：「オンライン入力情報通知書」のタイトルが印字されています。 

(2) 2 ページ：以下の情報が印字されています。 

①名(ローマ字)：電子証明書発行申込書に記載されたものです（名です）。 

②姓(ローマ字)：電子証明書発行申込書に記載されたものです。（姓です）。 

③電子メールアドレス：電子証明書発行申込書に記載されたものです。 

④Group：利用者の属するグループです。 

⑤General：利用者を特定し、複数枚数発行する場合の識別情報です。 

⑥本人登録番号（PIN）： 本人を特定する番号です。PIN は他者に知られないよう 

に、厳重に管理、保管してください。３章で指定されたブラウザを用いて、オン 

ライン申請時に、電子証明書の申請画面に必要な情報を入力してください。 

(3) 3 ページ：本人登録番号（PIN）が透けないように黒枠が印字されています。 

 

「iPROVE 認証局メインメニュー」のサイトにアクセスし、オンライン入力情報通知

書の 1 ページ目に記載されている入力期限までに上記の各項目を入力して下さい。入力期

限までに入力されない場合は、電子証明書の発行を不承認とさせていただきます。不承認

となった場合には、既にお支払い頂いた iPROVE の会費は返還いたしません。 
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4.2.4 オンライン申請 

オンライン申請及び「4.3 利用者電子証明書の取得とインストール」に当たっては、「Edge

設定手順書」（https://jnotary.com/wp-content/uploads/2022/05/jn_edge_setting.pdf） 

に従って、Edge の IE モードの設定等を行ってください。 

オンライン申請の手順は次の通りになります。 

（1） iPROVE 認証局メインメニューへのアクセス 

下記に示す「iPROVE 認証局メインメニューのウェブサイトアドレス」にアクセ

スしてください。 

iPROVE 認証局メインメニューのウェブサイトアドレス 

https://iprove.jnotary.com/ 

画面には図 1 iPROVE メインメニューが表示されます。 

 

図 1 iPROVE メインメニュー 

https://jnotary.com/wp-content/uploads/2022/05/jn_edge_setting.pdf
https://iprove.jnotary.com/
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（2） 電子証明書の申請画面 

図 1 iPROVE メインメニューの「電子証明書の申請」をクリックして下さい。

画面は図 2  電子証明書の申請画面のようになります。 

 

 

   図 2  電子証明書の申請画面 
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（3） 各項目の入力 

オンライン入力情報通知書に記載されている各項目の値を電子証明書の申請画面

から入力して下さい。 

全ての項目を入力して下さい。入力必須の印が付いている項目が未入力の場合は

エラーになります。 

送信する前に、入力した内容をご確認してください。内容が正しければ、「実行」

ボタンをクリックし、情報を送信してください。 

 

必須の入力項目は次の通りです。 

・名（ローマ字） 

・姓（ローマ字） 

・電子メールアドレス 

・Group 

・General 

・PIN 

 

電子証明書の申請画面には上記の入力項目の加えて「秘密鍵の保護オプション」

項目があります。「秘密鍵保護オプションを追加」を選択することによって、秘密鍵

にパスワードを設け、秘密鍵を使用する際にパスワードの入力を義務付けることが

できます。jNOTARY は、秘密鍵保護オプションの選択を推奨します。 

 

    秘密鍵オプションを選択された場合、以下の画面が表示されますので、 

   「セキュリティレベルの設定(S)」をクリックした後、セキュリティレベル選択画面

にてセキュリティ”高(H)”を選択し、ご利用者自身のパスワードを入力して下さい。 
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（4） 実行ボタンのクリック 

実行ボタンをクリックすると、図 3 電子証明書発行処理中の画面が表示されます。

そのまましばらくお待ち下さい。 

 

図 3 電子証明書発行処理中の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JN-IP-UMNL-001-3.5 

 

 

 
Copyright 2002-2022 jNOTARY. All Rights Reserved. 

15 

（5） オンライン申請終了 

オンライン申請が正常に完了すると、図 4 オンライン申請終了の画面が表示され

ます。正常に完了しない場合は、エラーが表示されます。エラーが発生した場合は、

エラーコードおよびエラー画面の状況などを、下記の株式会社日本電子公証機構

iPROVE カスタマーサービスまでご連絡ください。 

 

連絡先：株式会社日本電子公証機構 iPROVE カスタマーサービス 

住所：東京都墨田区錦糸２-１４-６ 

受付時間：午前１０時から午後５時 

（土・日、祝日、年末年始の 12 月 30 日から 1 月 5 日は除く） 

電話：（０３）５８１９－３８７１ 

FAX：（０３）５８１９－３８７３ 

電子メール：iprove_cs@jnotary.com 

 

 

図 4 オンライン申請終了 

mailto:iprove_cs@jnotary.com
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（6） 複数枚数の発行 

電子証明書の発行申込時に複数枚数の発行申請を行った場合には、オンライン入

力通知者が申請枚数分送付されております。従って、(1)～(5)を発行枚数分繰り返し

て下さい。申請枚数分の申請をされませんと、電子証明書が発行されませんのでご

注意下さい。 

 

（7） オンライン申請の完了後の処理 

正常にオンライン申請が完了すると、jNOTARY ではオンライン申請の情報と発

行申込書上の情報を照合し、利用者本人からの申請であるかどうかを検査します。

情報の一致が確認されると、そのオンライン申請は承認され、利用者が電子証明書

をダウンロードする際に必要なダウンロード PIN が利用者宛に電子メールにて送

付されます。申請内容に誤りがある場合は、発行申込書に記載された利用者連絡先

に iPROVE カスタマーサービスから連絡させていただきます。 
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4.3 利用者電子証明書の取得とインストール 

返送された「照会書」の確認、入金の確認、オンライン申請画面からの情報の入力が

全て終了致しますと、弊社側におきましてオンライン申請情報の確認を行います。 

全てに合格した場合には弊社より「iPROVE 認証作業完了のお知らせ」の電子メール

が発行申込者の電子メールアドレスに送付されます。この電子メールにて送付された電

子証明書ダウンロード用の PIN（ダウンロード PIN）を用いて、以下の要領で電子証明

書をダウンロードしてください。 

 

1) オンライン申請した時に使用した同じコンピュータ、同じアカウント（ユーザ ID）

そして同じブラウザを使用し、オンライン申請のときと同じ「iPROVE 認証局メイ

ンメニュー」のウェブサイトにアクセスし、「iPROVE 認証作業完了のお知らせ」メ

ールに記載された URL を選択し図 5  電子証明書の取得にアクセスしてください。

表示された電子証明書取得のページ上で、送付されたダウンロード PIN を入力、送

信してください。 

 

図 5  電子証明書の取得 
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2) ダウンロード PIN が確認されますと電子証明書のダウンロードが開始され、ダウン

ロードが終了すると図 6 インストール終了画面が表示されます。エラーメッセージ

が表示され、電子証明書のダウンロードが出来なかった場合は、エラーコードおよび

エラー画面の状況などを書きとめ、弊社 iPROVE カスタマーサービスまでご連絡く

ださい。 

 

 

図 6 インストール終了 

なお、電子証明書の発行を複数枚数依頼した場合には依頼した発行枚数に対応した

「iPROVE 認証作業完了のお知らせ」メールが届きます。それぞれのメールに記載され

ているダウンロード PIN をブラウザから入力し、電子証明書をダウンロードして下さい。 
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4.4 CA電子証明書のインストール 

ユーザ証明書のインストールが終了した場合には、引き続き CA(認証局)電子証明書をイ

ンストールしてください。CA の電子証明書の URL は「iPROVE 認証作業完了のお知ら

せ」メールに記載されています。 

CA の電子証明書の URL をクリックすると「ファイルのダウンロード」ダイアログが表

示されます。「開く」をクリックし、証明書のウィンドウ上の「証明書のインストール」を

選択し、CA 電子証明書をインストールして下さい。 

 

4.5 電子証明書の確認 

利用者は、電子証明書を取得した後、電子証明書に記載されている内容を確認する必

要があります。下記の手順によって、確認してください。 

1) Windows10 の画面左下の検索ボックスに「インターネットオプション」と入力し、

「インターネットオプション（インターネットのプロパティ）」を表示。「コンテン

ツ」→「証明書」→「個人」から、取得した電子証明書を選択してください。画面

上の「表示」→「詳細」をクリックすると、電子証明書の内容が一覧表示されます。

フィールドの「サブジェクト」を選択すると、取得した電子証明書の記載内容を確

認することができます。 

 

図 7 電子証明書の内容確認（１） 
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図 8 電子証明書の内容確認（２） 

 

図 9 電子証明書の内容確認（３） 
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図 10 電子証明書の内容確認（４） 

 

図 11 電子証明書の内容確認（５） 
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2) 以下の記載内容が、電子証明書発行申込書に記入した内容、及び照会書に同封され

たオンライン入力情報通知書に記載されたと一致しているかどうかをご確認くだ

さい。（図 11 電子証明書の内容確認（５）参照） 

・CN： 氏名(ローマ字)  電子証明書発行申込書の記載内容 

・E： 電子メールアドレス 電子証明書発行申込書の記載内容 

・OU： Group - XXXXX  オンライン入力情報通知書の記載内容 

・OU：  General - XXXXXXX オンライン入力情報通知書の記載内容 

電子証明書の記載内容が電子証明書発行申込書、及び照会書に同封されたオンライ

ン入力情報通知書に記載された内容と同一であれば、電子証明書は正常に発行され

ています。 

3) インストールされた電子証明書に関して、PC のクラッシュや OS の再インストー

ルを行うことを考慮し、CD などの外部メディアに電子証明書と利用者秘密鍵のバ

ックアップを取得される方法もご留意下さい（4.6 電子証明書のバックアップ参

照）。但し、お客様には電子証明書の利用者秘密鍵はご本人の責任のもと厳重に管理

する義務があります。 

4) 電子証明書内の記載内容に誤りがあった場合は、電子証明書発行の承認後 10 日以

内に、郵送、FAX もしくは電子メールで弊社 iPROVE カスタマーサービスまで速

やかに連絡し、電子証明書の失効請求を行ってください。10 日以内に電子証明書と

異なる旨が通知された場合には再発行を認めます。10 日を経過しますと再発行は認

められません。 

5) 電子証明書内の記載内容に誤りがあった場合の、失効処理と再発行処理は以下の手

順になります。 

失効請求が受理、承認されますと、失効承認通知書が御利用者宛に郵送されます。

失効承認通知書を受領した後、お手数ですが改めて電子証明書の発行申込みを行っ

て下さい。ただし、前回の発行申込書の提出時に送付した住民票の写し等が、その

発行日から 3 ヶ月以内であれば、この書類を添付する必要はありません。 

当然ながら、再発行分は無償で対応させていただきます。但し、再発行を取り消

す場合には、申し訳ございませんが、会費の返還には応じかねます。ご了承下さい。 

 

4.6 電子証明書のバックアップ 

利用者は、電子証明書の記載内容確認した後、以下の手順によって、バックアップを

作成することが出来ます。 

1) 「インターネットオプション（インターネットのプロパティ）」→「コンテンツ」→

「証明書」→「個人」から、取得した電子証明書を選択してください。 

2) [エクスポート(E)]ボタンをクリックしてください。「証明書のエクスポート ウィザ

ードの開始」が表示されます。 
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図 12 電子証明書のバックアップ（１） 

3) [次へ]ボタンをクリックしてください。 

 

図 13 電子証明書のバックアップ（２） 
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4) [秘密キーをエクスポートします]を選択し[次へ]をクリックしてください。 

 

図 14 電子証明書のバックアップ（３） 

 

図 15 電子証明書のバックアップ（４） 



JN-IP-UMNL-001-3.5 

 

 

 
Copyright 2002-2022 jNOTARY. All Rights Reserved. 

25 

 

図 16 電子証明書のバックアップ（５） 

 

図 17 電子証明書のバックアップ（６） 
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5) [参照]を選択し保存フォルダーとファイル名を指定してください。 

 

図 18 電子証明書のバックアップ（７） 

 

図 19 電子証明書のバックアップ（７） 
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6) [次へ]をクリックすると証明書のエクスポートが完了します。 

 

図 20  電子証明書のバックアップ（８） 

7) エクスポートされた証明書ファイルをバックアップとして外部メディアなどに保

存して下さい。 
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5. 電子証明書失効依頼手順 

電子証明書を失効する場合には、電子証明書を所有する名義人本人は、以下の項目に該

当する場合には、直ちに iPROVE CA に対して電子証明書の失効請求を行わなければな

りません。 

・電子証明書の利用を中止する場合 

・利用者秘密鍵が危殆化もしくはその恐れが生じた場合 

・電子証明書の記載事項が変更された場合 

・その他（上記以外の理由で失効を行いたい）の場合 

上記の場合、以下の手順に従い、失効請求を行ってください。 

また、名義人が死亡した場合には、名義人の親族等が電子証明書名義人死亡届を提出頂

く事により、認証局事由にて失効を行います。 

 

5.1 電子証明書失効請求または電子証明書名義人死亡通知 

電子証明書の失効請求は、電子証明書の名義人本人が行うことができます。但し、名義

人が死亡した場合に親族等が提出する通知の場合は、名義人が死亡したことを示す公的書

類（戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の附票付）の提出

が必要になります。 

失効請求または死亡通知の手段は書類による郵送を原則としますが、名義人本人が失効

請求する場合には、緊急時を考慮して、FAX による請求を受け付けます。但し、名義人死

亡による親族等による通知は郵送のみとし、FAX による請求は受け付けません。 

 

5.2 電子証明書失効請求書または電子証明書名義人死亡届の提出 

名義人本人は、電子証明書失効請求書を弊社ホームページ(https://iprove.jnotary.com/)

よりダウンロードし、必要事項を記載の上、iPROVE カスタマーサービス宛（失効請求書

に記載されています）に、郵送してください。郵送の手段は安全を考慮し、簡易書留郵便

を利用されることをご推奨致します。また、名義人が死亡した場合の親族等は電子証明書

名義人死亡届を弊社ホームページからダウンロードし、電子証明書失効請求書同様に弊社

iPROVE カスタマーサービス宛にお送りください。 

なお、名義人本人からの FAX による緊急失効請求を受理する場合は、請求者の意思確

認、事実確認を発行申込書に記載された電話番号に連絡することによって行います。また、

FAX での失効請求が認められた場合には、失効後速やかに、失効請求書の原本を iPROVE 

CA に郵送しなければなりません。 

 

失効請求書類の扱いは以下の通りになります。 

①失効請求書 

 全ての請求者が提出する必要があります。 
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②印鑑登録証明書 

 印鑑を紛失するなど、申込書と同じ印を請求書に捺印できない場合に提出する必

要があります。 

③住民票の写し等 

 印鑑を紛失するなど、申込書と同じ印を請求書に捺印できない場合で、更に 1 回

だけ住所の変更があった場合に提出する必要あります。 

④戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の附票付き 

 印鑑を紛失するなど、申込書と同じ印を請求書に捺印できない場合で、更に氏名の

変更があった場合、あるいは印鑑を紛失するなど、申込書と同じ印を請求書に捺印

できない場合で更に 2 回以上の住所の変更があった場合に提出する必要がありま

す。 

死亡通知書類の扱いは以下の通りになります。 

   ①名義人死亡届 

名義人死亡時に親族等が提出する必要があります。 

 ②戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の附票付き 

  名義人死亡による除籍を確認するのに提出する必要があります。 

注：公的機関から発行される書類については、受付時点で発効から 3 ヶ月以内のもの

を提出してください。住民票の写しについては、これに加えて個人番号が記載され

ていないものを提出してください。個人番号が記載されていた場合、個人番号の黒

塗り要否を請求者に確認し、返却させて頂きます。 

 

5.3 電子証明書失効請求書または電子証明書名義人死亡届の書式 

1) 電子証明書失効請求書 

電子証明書失効請求書の記載事項は表 2 失効請求書の記載事項の通りです。 

また、請求書の記載内容を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消し、その上にご捺印

と同じ印による訂正印を押印し、訂正内容を記載して下さい。 

表 2 失効請求書の記載事項 

No. 項目 省略可否 備考 

1 【1】 名義人 お名前 ○ 「電子証明書発行申

込書：と同一の記述

をして下さい 

2 ふりがな － 

3 生年月日 ○ 

4 ご住所 ○ 

5 電 子 証 明

書 の 記 載

事項等 

お名前(ローマ字)(姓,Last Name) － わかる範囲で記入し

て下さい 

＊複数枚の電子証

明書をお持ちの方は

注４）を確認して下さ

い      

6 お名前(ローマ字)(名,First Name) － 

7 メールアドレス － 

8 「Group」欄 － 注４） 

9 「General」欄 － 注４） 

10 有効期間 － 
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11 【2】 請求日 ○ 本書作成日を記載 

12 お名前 ○ 注 2) 

13 お名前（ふりがな） －  

14 ご捺印 ○ 注 3) 

15  ご住所 ○ 注 2) 

17  電話番号 －  

18  失効の理由 ○  

「○」：必須、「―」：省略可 

注 1)名義人ご本人が失効請求される場合は「本人」を○（マル）で囲んで下さい。名義

人以外の方が失効請求される場合は「その他」を○（マル）で囲み、カッコ内に名義

人との続柄を記載して下さい。 

注 2)本書作成時点におけるお名前・ご住所をご記入下さい。【1】に記載した内容と同じ

場合には、その旨明記いただいても構いません（同上など）。 

注 3)名義人ご本人が失効請求される場合は「電子証明書発行申込書」への押印に利用し

た印鑑をご捺印ください。同じ印鑑が利用できない場合は、実印を押印しその実印に

係る印鑑登録証明書、住民票の写し等の書類の提出が必要となります。名義人死亡時

に代理人が失効請求をする場合は、代理人の印鑑をご捺印ください。 

注 4)複数枚発行された電子証明書で特定の電子証明書を失効請求する場合の記入例を

示します。 

①特定の１枚の電子証明書を失効する場合 

Group、General の両方の欄に記入して下さい。General は XXXXX-YY の YY

まで確実に記入して下さい。 

②特定の数枚の電子証明書を失効する場合 

①と同様に Group、General の両方の欄に記入をし、失効を希望する枚数分の失

効請求書の提出をお願い致します。 

③グループ単位で失効する場合 

Group 欄に失効したいグループ（JN／JIIMA）に記入して下さい。 

General の欄への記入は要りません。 

④発行された全ての電子証明書を失効する場合 

Group、General の記入は要りません。 

⑤複数の電子証明書を所有していて、個別の証明書が不明な場合には所有する全

ての証明書が失効対象になります。 

 

2) 失効請求書が株式会社日本電子公証機構により受理され、失効請求の審査が完了し、請

求が承認されると、失効承認通知書が、失効請求書の【2】に記載されたお名前・ご住所

宛てに郵送されます。失効承認通知書を受領した後、電子証明書の失効処理が完了して

いることを確認してください。 
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5.4 電子証明書失効確認の方法 

電子証明書が適正に失効されたかどうかの確認は、失効請求をした電子証明書が失効リ

スト（CRL）に適正に記載されているかどうかを確認することによって可能です。 

下記の「iPROVE 認証局リポジトリ」ウェブサイトから、失効リスト（CRL）をダウ

ンロードし、失効リストに記載された電子証明書の中から失効請求をした電子証明書を検

索、照合してください。電子証明書のシリアル番号が一致すれば、失効請求をした電子証

明書は適正に失効処理されたことになります。 

 

iPROVE 認証局のリポジトリのウェブサイトアドレス 

https://iprove.jnotary.com/repository 

 

なお、CRL の取得先は証明書の CRL 配布ポイントにも記載されています 

 

図 21 証明書の CRL 配布ポイントの表示 

ここに記載された URL から CRL を直接入手することも可能です。 

 

5.5 CRLの内容 

上記の方法によってダウンロードした CRL を、Windows 環境において開きますと、内

容の確認ができます。 

CRL の失効リストタブをクリックすると、iPROVE CA 局が発行した証明書の内、失

https://iprove.jnotary.com/repository
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効した証明書の一覧が表示されます。この表示はシリアル番号順になっていますので、お

客様ご自身が所有している証明書のシリアル番号をご確認になり、当該証明書のシリアル

番号をご確認下さい。 

CRL には、「シリアル番号」「失効日」「CRL 理由コード」が表示されます。なお、理由

コードにつきましては、表示されない場合もあります。 

 

図 22 CRL の表示 

 

5.6 失効情報の更新サイクル 

電子証明書の CRL は、毎日 1 回 23:59 に更新されます。なお、CRL 上の失効日に表示

される日時は iPROVE CA 局にて失効操作を行った日時となります。 


