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改訂履歴 

 
Versio

n 
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 IA 業務用設備、認証設備室、暗号装置の変更

に伴う修正 
020522 森野 020522 畠 

1.2 事務所移転による連絡先変更に伴う修正 020919 高久 020919 畠 
1.3 特定認証業務の認定に係る指針の一部改正

及びリポジトリの説明追加等の修正 
021129 高久 021129 畠 

1.4 ・ 利用者証明書プロファイル変更 
 OU に記載していた、https://の記述ない 
ＣＰＳリンク先を削除し、拡張領域の

Certificate policies にhttps://を記述した

ＣＰＳのリンク先を追加した。 
・ 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

した。 

031022 高久 031022 畠 

1.5 フィンガープリントの公開先に、リポジトリ

を削除、他。 
031201 高久 031201 畠 

1.6 役割（ファシリティーサービス）の規定漏れ

による追記 
040412 高久 040412 畠 

1.7 役割（セーフ・コンビネーション）の規定漏

れによる追記 
040622 高久 040622 畠 

1.8 記録のアーカイブについての記述を追記、危

殆と災害の復旧で利用者宛て個別に通知す

る方法の追記等、他に文言の訂正等。 

041115 高久 041115 畠 

1.9 ・ 電子証明書の利用範囲を電子署名に変更 
・ 旧の CA 電子証明書をリポジトリに公開

するように変更 
・ CA 電子証明書の新旧のフィンガープリ

ントをリポジトリに公開するように変更 
・ リンク証明書のフィンガープリントをリ

ポジトリに公開するように変更 
・ 発行申込書類及び失効申請書類をリポジ

トリからダウンロードする方法に変更 
・ 依拠する当事者規約をリポジトリ上に公

開するように変更 
・ 申込者確認方法を変更 
・ 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

050531 井口 050531 畠 
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代えて、登録原票記載事項証明書をもっ

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

とするように変更 
・ 資格属性を持つ電子証明書も発行可能と

するように変更 
・ 問い合わせ受付時間の変更 

1.9.1 ・ 失効請求者の真偽の確認への文言修正 
・ 危殆化と災害の復旧への文言修正 
・ 利用者の真偽確認への追記 
・ 申込書類の提出への追記 

051205 井口 051205 畠 

1.9.2 ・iPROVE 認証局の年末年始営業日の変更 051226 井口 051226 畠 
1.9.3 ・「2.6 料金」の料金を提示している URL の

変更 
071126 牛川 071126 吉川 

1.9.4 ・ 3.1.8 利用者の真偽確認 
 (3)本人性の確認の中にある 
 日本郵政公社を郵便事業株式会社に変更 

080207 牛川 080207 吉川 

1.9.5 ・ 電子証明書(利用者)の有効期間が、発行の

可否判断日から起算して 5 年未満である

ことの追記 
・ 有効期間 5 年(1826 日)もの電子証明書の

発行を次回 CA 証明書の更新までとする

文言を追記 
・ 電子証明書の形式について RFC3280 に

準拠していることを追記 
・ 「4.1.1 申込書類の提出」に郵送以外で

の申し込みについての対応を追記 
・ OldWithOld,NewWithNew の２種類の

証明書について追記 
・ 「2.7.1 認証局の情報公開」の 2) CA 証明

書、リンク証明書に (OldWithNew、

NewWithOld)を追記 
・ 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 
・「4.5.4 失効請求者への通知」に名義人（代

理人からの請求の場合には代理人にも）の文

言を追記 

081202 牛川 081202 吉川 

1.9.6 ・ 誤記の修正 
・「4.1.1 申込書類の提出」の代替文字、住所

表現のゆらぎ、住所表記の有無を削除 

091127 牛川 091127 吉川 

1.9.7 ・有効期間 5 年の電子証明書の利用申込受付

終了予定を追記 
091214 牛川 091214 吉川 

2.0 ・有効期間 5 年の電子証明書の利用申込受付

終了に伴う修正 
100215 牛川 100215 吉川 

2.1 ・誤字修正 
・（謄本）→（戸籍謄本） （抄本）→（戸

111118 牛川 111118 吉川 
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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 
2.2 ・登録原票記載事項証明書の廃止の伴う削除 120709 牛川 120709 吉川 
2.3 ・名義人が死亡した場合の失効手続きを代理

人申請から名義人本人の親族等からの通知

を受けての認証局事由による失効に変更 
・フィンガープリントの URL を修正 
・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を追

記 

131114 牛川 131114 吉川 

3.0 ・CA 鍵と暗号アルゴリズムの更新 
・CRLNumber の追加 
・利用者証明書の有効期間の変更 
・CRL の次回更新期限の変更 
・有効期間 5 年の証明書の表記の削除 
・CRL 配布ポイントの変更 

140301 牛川 140301 吉川 

3.1 ・ハッシュ関数として、SHA-1 方式、 
SHA-384 方式、SHA-512 方式を追加 

141119 牛川 141119 吉川 

3.2 ・証明書の様式、CRL の様式にある 
「RFC3280」を「RFC5280」に変更 
・「3.1.8 利用者の真偽確認」に個人番号の取

扱を追記 
・「4.1.3 発行申込書類」に個人番号の取扱を

追記 
・「4.5.2 失効請求書類」に個人番号の取扱を

追記 

151201 牛川 151201 吉川 

3.3 ・「2.6 料金」に URL
（http://www.jnotary.com/service/iprove.ht
ml）を追記 
・「4.1.4 発行申込の内容変更」を追記 

161115 牛川 161115 吉川 

3.4 「認証局の秘密鍵」、「認証局自身の秘密鍵」、
「認証局秘密鍵」を「CA 秘密鍵」に統一 
・「3.3.1 失効請求者の真偽の確認」に名義人
の氏名変更がある場合の対応を追記、公的機
関から発行される書類の発行日に関する規
定、住民票の写し等に個人番号の取り扱いに
ついて追記 
・「3.1.8 (3) 「郵便事業株式会社」を「日本
郵便株式会社」に変更 

171113 牛川 171113 吉川 

3.5 「2.7 公開及びリポジトリ」に IE 互換表示設
定方法のリンクを追記 

171129 牛川 171129 吉川 

3.6 「2.9.6情報の主体者の要請による情報開示」

に名義人の住所、氏名等の変更がある場合の

対応、公的機関から発行される書類の発行日

に関する規定、住民票の写し等に個人番号の

取り扱いについて追記 

171225 牛川 171225 吉川 

3.61 文言変更 180918 牛川 180918 吉川 



iPROVE CPS(V3.66) 

4 
All rights reserved ,Copyright©2002-2021,jNOTARY   

「廃棄」を「破棄」に変更 
「CA 証明書」を「CA 電子証明書」に変更 

3.62 文言変更 
「ファックス」→「FAX」 
「申し込み」→「申込み」 
「おこないます」→「行います」 
「致します」→「いたします」 
「恐れ」→「おそれ」 
「但し」→「ただし」 
「関わらず」→「かかわらず」 
「通り」→「とおり」 
「住民票の写し」→「住民票の写し等」 
「出来ない」→「できない」 
「出来ません」→「できません」 
4.1.3 2)「住民票の写し等（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〕）」の記載を「住民票の写し等」に変更 
4.5 電子証明書の失効請求 
名義人、（失効）請求者、利用者の使い分け

を整理 

181224 牛川 181224 吉川 

3.63 文言変更 
「全て」→「すべて」 
「予め」→「あらかじめ」 
「共に」→「ともに」 

190909 牛川 190909 吉川 

3.64 7.1.7 有効期間」「CA 電子証明書」の「鍵の

更新頻度」の「9 年もうしこみ」を「9 年ご

と」に変更 

191031 牛川 19/11/5 吉川 

3.65 4.2 電子証明書の発行の「SSL」を「SSL/TLS」
に変更 
2.1.4 利用者の義務 「SHA-1」方式を削除 

201105 牛川 201111 田代 

3.66 2.1.4「利用者の義務」3.1.7「秘密鍵の所有

を証明するための方法」の平成 26 年 4 月 2
日以前に発行された電子証明書の記述を削

除 
2.6「料金」の URL を変更 

211112 牛川 211112 田代 
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1  はじめに 

1.1  概要 

 株式会社日本電子公証機構(以下、「jNOTARY」という)は、「電子署名及び認証業務に関

する法律」(平成 12 年法律第 102 号、以下「電子署名法」という)に基づく主務省令で定め

た基準に適合する認証業務サービスである株式会社日本電子公証機構認証サービス

iPROVE(以下、「iPROVE」という)を提供します。iPROVE は、電子署名法で規定されて

いる主務大臣の認定を受けた認定認証業務です。 

 

 iPROVE は、本サービスの利用者に対して、電子署名での利用を目的とした電子証明書

を発行します。 

 

 本文書「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「本 CPS」という)」

は、jNOTARY が運用する iPROVE 認証局（以下、「iPROVE CA」という）が行う利用者

電子証明書（以下、「電子証明書」という）の発行、失効およびその他の認証局業務の運用

管理に関する諸手続と公開鍵インフラストラクチャの要素である発行局(以下、「IA」という)、

登録局（以下、「RA」という）、利用者及び依拠する当事者の義務、責任等について規定し

たものです。本 CPS は、IETF(Internet Engineering Task Force) の PKIX(Public Key 

Infrastructure Using X.509) Working Group が提唱する「電子証明書ポリシーと認証実践

の枠組み(Certificate Policy and Certification Practices Framework)」(RFC2527)に従い記

述されています。 

 

1.2  識別 

 iPROVE CA の証明書ポリシーの識別子（OID）は 0 2 440 200148 2 2 1 です。本 CPS

は電子証明書にも公開されている場所が記載されます。 
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1.3  コミュニティと適応可能性 

1.3.1  本 CPS の適用範囲 

 本 CPS は、以下の図 1 に示す iPROVE CA により実施される電子証明書発行及び失効業

務に適用されます。iPROVE CA より発行される電子証明書には、すべて本 CPS が適用さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 認証局の構成 

 

 iPROVE CA の iPROVE CA 署名鍵を更新する場合、iPROVE CA 電子証明書には旧 iPROVE 

CA 署名鍵を証明する iPROVE CA 電子証明書(OldWithOld)と新 iPROVE CA 署名鍵を証明す

る iPROVE CA 電子証明書(NewWithNew)が存在する。また、リンク証明書には旧 iPROVE CA

署名検証鍵を新 iPROVE CA署名鍵で署名したリンク証明書(OldWithNew)と新 iPROVE CA署

名検証鍵を旧 iPROVE CA 署名鍵で署名したリンク証明書(NewWithOld)が存在する。 

 

1.3.2  認証局 

 iPROVE CA は、IA と RA 及びリポジトリから構成され、jNOTARY により運用されま

す。ただし、本 CPS の遵守を条件に認証業務の一部は外部委託することができます。 

1.3.3 発行局（IA） 

 iPROVE CA において発行業務は IA によって行われます。IA は、本 CPS に従い電子証

明書の発行処理、失効処理及び電子証明書の失効リスト（以下、「CRL」という）の発行処

理を行います。電子証明書の発行指示及び失効指示は RA に設置される専用端末から安全な

通信方法を介して行われます。 

利用者 
 

登録局 

(RA) 

  

発行局 

(IA) 

依拠する 

当事者 

 

リポジトリ（CRL、フィンガープリント等） 

発行・失効

申込 

電子証明書 

発行・失効 
指示 

電子証明書 

CRL 

 電子証明書確認 

電子署名データの受け渡し 

iPROVE CA 
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1.3.4 リポジトリ 

 iPROVE CA は、利用者、依拠する当事者に CRL 及び本 CPS 等の必要な認証業務関連

情報をリポジトリに格納し公開します。 

1.3.5  登録局（RA） 

 iPROVE CA において登録業務は RA によって行われます。RA は、本 CPS に従い電子

証明書の発行申込者及び失効請求者の真偽の確認及び IAへの電子証明書の発行指示及び失

効指示を行います。電子証明書の発行指示及び失効指示は RA に設置される専用端末から安

全な通信方法を介して行われます。 

1.3.6  利用者 

 利用者とは、iPROVE CA に電子証明書発行の申込を行い、電子証明書を取得し、利用す

る主体であり、電子証明書の中で本人が所有する秘密鍵の対になる公開鍵と氏名の結びつ

きを証明される者を示します。利用者は iPROVE CA が発行する「株式会社日本電子公証

機構サービスご利用にあたっての重要事項説明書」（以下、「iPROVE 重要事項説明書」と

いう）及び本 CPS に同意する必要があります。 

 iPROVE CA では、利用者に発行する電子証明書において、当該利用者の保持する特定の

資格や属性（以下、「資格情報」という）を示す記載を行う場合があります。資格情報につ

いては、電子署名法に規定された認定制度における認定の対象外です。 

 資格情報についての詳細な説明は、本 CPS3.1.2項（名称の意味に関する要件）及び本 CPS

の補足文書である『株式会社日本電子公証機構認証サービス 資格情報についての補足規

程』（以下、「資格情報についての補足規程」という）に規定されています。資格情報が記

載された電子証明書の利用者は、「資格情報についての補足規程」も理解し承認する必要が

あります。 

1.3.7  依拠する当事者 

 依拠する当事者とは、利用者の電子証明書を信頼し利用する者です。依拠する当事者は、

本 CPS 及び別途定められた『株式会社日本電子公証機構認証サービス 依拠する当事者（検

証者）規約（iPROVE RPA）』の内容について理解し承諾した上で、電子証明書を利用しな

ければなりません。また、資格情報が記載された電子証明書に依拠する当事者は、「資格情

報についての補足規程」の内容を理解し承認しなければなりません。 

1.3.8  電子証明書の適用範囲 

 iPROVE では、本サービスの利用者に対して、電子署名に利用可能な電子証明書の発行

を行います。利用者は、本サービスから発行された電子証明書を、電子署名の用途に利用

することができます。また、資格情報利用者に関しては、「資格情報についての補足規程」

に従い利用することができます。 
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 上記以外の用途で使用された場合 iPROVE CA は一切の責任を負いません。 

1.3.9  電子署名法における属性についての証明 

 電子署名法における利用者の本人性の証明は、利用者の氏名、住所、生年月日について

の証明に限定されています。iPROVE CA が利用者に発行する電子証明書に記載されている

利用者の氏名以外の属性の証明は、電子署名法の認定制度における認定の対象外となりま

す。電子証明書に記載される利用者の属性については、本 CPS3.1.2 項（名称の意味に関す

る要件）を参照してください。 

 

1.4  連絡先の詳細 

 iPROVE に関する問い合わせは、電話、FAX、電子メールにて問い合わせを受け付けま

す。 

[問い合わせ先] 

窓口：株式会社日本電子公証機構 iPROVE カスタマーサービス 

住所：〒130-0013 東京都墨田区錦糸二丁目 14 番地６号 エニイビル 

営業日：月曜から金曜日（祝日と年末年始の 12 月 30 日～1 月 5 日を除く） 

受付時間：午前 10 時から午後 5 時 

電話：03-5819-3871 

FAX：03-5819-3873 

電子メール：iprove_cs@jnotary.com 
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2 . 一般的な規定 

2.1  義務 

2.1.1 認証局の義務 

  iPROVE CA は、本 CPS で規定する利用者、及び依拠する当事者に対し、次の義務を

負います。 

1) 本 CPS に基づき iPROVE CA の運用を行います。 

2) iPROVE CA の秘密鍵が危殆化（盗難、漏洩等により他人によって使用され得る状

態になることをいう。以下同じ。）しないように保護します。 

3) 利用者に対し、iPROVE CA によって発行された電子証明書に記載される利用者個

人の情報には、その証明において電子署名法の認定制度における認定の対象外の内

容を含むことを説明します。 

4) iPROVE CA は、本 CPS1.4 節(連絡先の詳細)に記載された営業日のサポート提供時

間に問い合わせを受け付けます。 

5) iPROVE CA は、リポジトリにて本 CPS を公開します。 

6) iPROVE CA は、リポジトリにて CA 電子証明書のフィンガープリント及びリンク

証明書のフィンガープリントを公開します。また、公開されているフィンガープリ

ントの改ざん防止措置を講じます。 

7) iPROVE CA は、CRL を作成し定期的にリポジトリに登録し、失効された電子証明

書の有効期間が過ぎるまで公開します。 

8) iPROVE CA は、定期的に監査を実施し、監査報告に基づいて必要と認められた場

合は、認証業務の改善を行います。 

2.1.2  発行局の義務 

  IA は、本 CPS で規定する利用者、依拠する当事者及び RA に対して、次の義務を負い

ます。 

1) IA は、本 CPS に基づき運用されます。 

2) IA は、本 CPS に従い iPROVE CA の秘密鍵を生成し、危殆化することの無いよう

に管理します。 

3) IA は、RA の指示に従い電子証明書の発行を行います。 

4) IA は、RA の指示に従い電子証明書の失効を行います。 

5) IA は、本 CPS に従い CRL をリポジトリに登録します。 

6) IA は、本 CPS に規定された認証設備を使用します。 

7) IA は、iPROVE CA の指示による監査を実施し、監査報告に基づいた IA 業務の改
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善を行います。 

2.1.3  登録局の義務 

  RA は、本 CPS で規定する利用者、依拠する当事者及び IA に対し、次の義務を負いま

す。 

1) RA は、本 CPS に基づき運用されます。 

2) RA は、電子証明書発行申込を適正に審査し、利用者の真偽の確認を確実に行い、

IA に対して電子証明書の発行指示を行います。 

3) RA は、電子証明書失効請求を適正に審査し、失効請求者の真偽の確認を確実に行

い、IA に対して電子証明書の失効指示を行います。 

4) RA は、利用者から入手した情報で、電子証明書に記載されない情報を秘密情報と

して取り扱います。 

5) 利用者の真偽の確認のために使用した書類は、電子証明書の有効期間の満了後 10

年間、滅失、改竄、漏洩の無いように保管します。 

6) RA は、電子証明書を失効する事由が生じた場合、速やかに電子証明書の失効請求

を受付け、IA に失効の指示を行います。 

2.1.4  利用者の義務 

  電子証明書の発行申込及び、その申込によって iPROVE CA から発行された電子証明書

を利用者が使用するにあたって、利用者は、iPROVE CA が発行する「iPROVE 重要事項

説明書」及び「本 CPS」に同意し、以下の事項について実施する義務を負います。 

1) 正確な申込 

 利用者は、電子証明書の発行申込にあたって、申込書類に真実のみを記載の上、

申込みを行わなければなりません。虚偽の利用申込みをして、利用者について不実

の証明をさせたりした者は、電子署名法第四十一条の規定により罰せられます。 

2) 利用者秘密鍵の防護 

利用者の鍵ペア（秘密鍵及び公開鍵）は、利用者自身の管理する電子計算機内で

作成されます。 

 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

用者は秘密鍵の取扱いに十分留意し、秘匿性を維持しなければなりません。利用者

秘密鍵は利用者本人以外によって使用、複写されてはなりません。 

3) 利用者秘密鍵の危殆化の通知 

 利用者は、秘密鍵が危殆化した場合、若しくは危殆化したおそれがある場合、

iPROVE CA に遅滞なく電子証明書失効の請求を行わなければなりません。 

4) 利用者秘密鍵生成時の注意 

 利用者は、RSA 方式、2048 ビットの鍵長で自身の鍵ペア（秘密鍵と公開鍵）を
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作成し、電子証明書のオンラインでの発行申込時に、作成された公開鍵を提示しな

ければなりません（本 CPS 4.1.3項（発行申込書類）参照）。 

5) 電子証明書の記載内容変更に伴う通知 

 利用者は、電子証明書に記載されている事項に変更が生じた場合、または電子証

明書の使用を中止する場合、iPROVE CA に遅滞なく電子証明書失効の請求を行わ

なければなりません。 

6) 利用者秘密鍵と電子証明書使用についての制限 

 利用者は、本 CPS に規定された電子証明書の利用用途以外の目的で電子証明書を

使用してはなりません。 

7) 電子証明書記載事項の確認 

 利用者は発行された電子証明書の記載事項を取得時に確認しなければなりません。

利用者は電子証明書の記載事項が申込んだ内容と異なる場合は、速やかに電子証明

書の失効を請求しなればなりません。 

8) 電子署名を行う場合の署名アルゴリズム 

利用者は、電子署名を行う場合の署名アルゴリズムとして下記のいずれかを用い

なければなりません。 

鍵長が 2048 ビットの RSA 方式で、ハッシュアルゴリズムは SHA-256 方式、

SHA-384 方式、SHA-512 方式 

 

2.1.5  依拠する当事者の義務 

 iPROVE CA で発行された電子証明書（利用者の電子証明書、及びリンク証明書を含む）

を信頼するにあたって、依拠する当事者は、「依拠する当事者（検証者）規約 iPROVE RPA」

に同意し、以下の事項を確認する義務を負います。 

1) 電子証明書は、その目的、使用範囲及び制限が本 CPS に規定されており、依拠する

当事者はこれらを理解し承認したうえで利用しなければなりません。本 CPS の公開

先は、本 CPS2.7.1 項(認証局の情報の公開)及び電子証明書内に記載されています。

依拠する当事者は本 CPS を取得し電子証明書の使用目的を理解しその範囲内で利

用しなければなりません。 

2) 依拠する当事者は、利用対象となる電子証明書が、有効期間内であることを確認し

なければなりません。 

依拠する当事者は、iPROVE CA 電子証明書(以下「CA 電子証明書」という)を入手

し、利用対象となる電子証明書に施された電子署名が、iPROVE CA の秘密鍵で正

しく行われていること及び電子証明書が改竄されていないことを確認しなければ

なりません。また、CA 電子証明書の真正性について、依拠する当事者は、リポジ

トリに掲載された CA 電子証明書のフィンガープリントを入手し、CA 電子証明書
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から直接作成したフィンガープリントがこれと一致することを確認しなければな

りません。 

3) CA 電子証明書及びフィンガープリントの公開先は、本 CPS 2.7.1 項(認証局の情報

の公開)に記載されています。 

4) 依拠する当事者は、CA 電子証明書が有効期間内であることを確認しなければなり

ません。 

5) 依拠する当事者は、CRL を取得し、利用対象となる電子証明書が失効されていない

ことを確認しなければなりません。CRL の公開先は、本 CPS2.7.1 項(認証局の情報

の公開)及び電子証明書内に記載されています。 

2.1.6  リポジトリの義務 

 iPROVE CA は、依拠する当事者が電子証明書を信頼しこれに依拠できるようにするため

に、CRL 等の重要な情報をリポジトリにおいて常時公開します（ただし、システムの保守

による一時的な停止、または、災害や障害等のやむを得ない場合の停止を除く）。iPROVE 

CA は、本サービスに関する各種の情報を本 CPS2.7 節(公開及びリポジトリ)に従い公開し

ます。 

 

2.2  責任 

2.2.1  認証局の責任 

 iPROVE CA は、本 CPS に従い電子証明書発行サービスを提供します。また、CA 秘密

鍵を適切に運用管理し、電子証明書の信頼性を確保します。 

2.2.2  発行局の責任 

 IA は、本 CPS に従った運用を行い、RA の指示に基づき、電子証明書の発行、失効を適

切に行うことで、iPROVE CA の発行する電子証明書に係る情報の信頼性を確保します。 

2.2.3  登録局の責任 

 RA は、本 CPS に従い、電子証明書の利用者の真偽の確認を適切に行い、IA に対して適

切な指示を行うことで、iPROVE CA が発行及び失効する電子証明書に係る情報の信頼性を

確保します。また、利用者の真偽の確認のために提供された利用者の個人情報を適切に保

護します。 

 

2.3 財務上の責任 

 iPROVE CA は、その運営を維持し、かつその義務を履行するために十分な財政的基盤を

有します。 
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2.3.1  損害賠償 

1) iPROVE CA は、本 CPS に定めた責任に違反して損害賠償責任を負う場合は、利用

者に対し、支払う賠償額の上限を５０万円とします。いかなる場合においても、こ

の賠償額の上限を超える請求には応じません。また、いかなる場合においても依拠

する当事者からの損害賠償請求には応じません。 

2) 電子証明書を使用するにあたっての利用者自身及び依拠する当事者自身のシステム

に起因するあらゆる損失、損害または費用について、iPROVE CA は免責されます。 

3) iPROVE CA は、電子署名法の認定制度における認定の対象外となる属性情報が原

因となって利用者が損害を受けた場合には、一切の賠償責任を負いません。 

4) 利用者自身の利用者秘密鍵の危殆化に起因するあらゆる損失、損害または費用につ

いて、iPROVE CA は免責されます。 

5) iPROVE CA は、以下の事由によるサービス停止によって利用者あるいは依拠する

当事者が損害を受けた場合、一切賠償責任を負いません。 

 地震、水害、噴火、津波などの天災 

 火災、停電など 

 戦争、動乱、騒乱、暴動、労働争議など 

 その他、iPROVE CA が技術的あるいは運用上緊急にサービスを停止する必

要があると判断した場合 

6) 利用者による電子証明書の使用から発生する、次の各項に起因する損害について、

利用者は iPROVE CA に賠償しなければなりません。 

 虚偽の申告 

 故意または過失による事実の不開示 

 利用者秘密鍵の保護の懈怠 

 

2.4 人事管理と事務取扱要領などの規程 

2.4.1 独立性、第三者性 

 iPROVE CA は、電子証明書の発行、失効及び iPROVE CA 秘密鍵を運用管理する認証

業務の一部を信頼性ある第三者に委託することができます。認証業務の一部を委託した場

合、委託先は、本 CPS を遵守して業務を行います。 

2.4.2 専門性 

 iPROVE CA は、本 CPS に従い、認証局としての信頼性を維持するため、専門性をもつ

要員によって登録局、発行局、リポジトリを構築します。 
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2.4.3 組織体制 

 iPROVE CA は、本 CPS に従い、認証局としての信頼性を維持するため、必要な組織体

制を構築します。 

2.4.4 人事管理 

 iPROVE CA は、本 CPS に従い、人事管理に関する実務を確立し、これに従います。 

2.4.5  事務取扱要領などの規程 

 iPROVE CA は、本 CPS に従い、認証局としての信頼性を維持するため、必要な事務取

扱要領などの詳細規程、詳細手順等の内部規程を定めます。本 CPS の改訂が行われる場合、

必要に応じ事務取扱要領などの詳細規程も速やかに改訂されます。なお、事務取扱要領な

どの詳細規程は非公開とします。 

 

2.5  解釈及び執行 

2.5.1  準拠法 

 当事者間の契約または他の準拠法を選択する旨の規定の有無にかかわらず、本 CPS の解

釈及び有効性等は日本国内法によって判断されます。 

2.5.2  CPS の可分性 

 本 CPS にある規定またはその適用が、何らかの理由により、また、いかなる程度であれ、

無効または執行不可能であるとされた場合、本 CPS 残余の規定の適用と無効または強制不

可能とされた当事者への適用、および異なる状況下での適用については、当事者の意思に

最も合理的に合致するよう解釈されます。 

2.5.3  効力の存続 

 iPROVE CA が、廃止や終了した場合においても本 CPS2.9 節（秘密情報）の効力は存続

します。 

2.5.4  CPS の完全性 

 iPROVE CA の権利義務に直接影響する本 CPS の規定は、本 CPS が別段の定めをしてい

る場合を除き、口頭で修正、放棄、追加、変更、または終了させることはできません。 

2.5.5  通知 

 利用者および依拠する当事者が、本 CPS に対してなんらかの通知、請求、依頼をする場

合の連絡手段は、認定認証業務から発行された電子証明書により有効性の検証ができるも

のであって、本人の意思で付された電子署名付きのメッセージ、または文書によって行わ
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なければなりません。 

2.5.6  紛争解決手続き 

 すべての当事者は、本 CPS または iPROVE CA 発行の電子証明書に関して生じた紛争に

ついての専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることで合意するものとします。本

CPS、「iPROVE 重要事項説明書」、「資格情報についての補足規程」、「依拠する当事者（検

証者）規約 iPROVE RPA」及び iPROVE CA が発行する他の関連文書に定められていな

い事項やこれらの文書の解釈に関して疑義が生じた場合、各当事者は、その課題を解決す

るために誠意をもって協議するものとします。 

 

2.6  料金 

 iPROVE にかかわる料金は、下記 URL にて提示します。 

 

 https://iprove.jnotary.com 

 https://jnotary.com/service/iprove/ 

 

 利用者は、iPROVE CA が請求書において指定する期日までに表示されたすべての金額を

指定された口座に振り込まなければなりません。一度振り込まれた料金は、いかなる理由

があっても一切払い戻ししません。 

 

2.7 公開及びリポジトリ 

2.7.1 認証局の情報の公開 

 iPROVE CA は、次の内容をリポジトリに格納し、下記の URL に公開します(注)。 

1) 本 CPS 

https://iprove.jnotary.com/repository/CPS 

2) CA 電子証明書、リンク証明書(OldWithNew、NewWithOld) 

https://iprove.jnotary.com/repository 

3) CA 電子証明書、リンク証明書のフィンガープリント（ハッシュアルゴリズム：

SHA-1 及び SHA-256） 

https://iprove.jnotary.com/ 

4) CRL 

http://esignonsitecrl.symauth.jp/JapanDigitalNotarizationAuthorityIncJapanDi

gitalNotarizationAuthorityiPROVECA/LatestCRL.crl 

5) iPROVE CA からのお知らせ 

https://iprove.jnotary.com/repository/updates/index.html 
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6) 株式会社日本電子公証機構認証サービス依拠する当事者（検証者）規約（ iPROVE 

RPA） 

https://iprove.jnotary.com/VERIFY/index.html 

7) 株式会社日本電子公証機構認証サービス 資格情報についての補足規程 

https://iprove.jnotary.com/repository/QUALIFY/index.html 

 

注：Internet Explorer （IE）をお使いで「Internet Explorer を使用してください」

のエラーが発生する場合は、下記を参照して IE の互換表示設定を行ってくだ

さい。 

IE 互換表示設定（https://iprove.jnotary.com/APPLICATION/ie_setting.pdf） 

2.7.2  公開頻度 

 CRL は、24 時間毎に発行されます。 

 本 CPS は、本 CPS8 章(仕様管理)に従い公開されます。 

2.7.3  アクセス管理 

 iPROVE CA は、公開可能な認証業務関連情報については、リポジトリを通じて公開しま

す。 

2.7.4  リポジトリの運営 

 リポジトリは 1 日 24 時間、１週 7 日間運用されます。ただし、システムの保守などによ

りあらかじめ通知し、一時停止することがあります。なお、緊急時等やむを得ない場合は、

事前に連絡できないことがあります。 

 リポジトリに公開されている内容の変更は、認証局責任者の指示のもとで行われます。 

 

2.8 準拠性監査 

 iPROVE CA が、適正な業務を行っていることを検証するため監査基準を定め、定期的な

監査を実施します。認証業務の一部を外部に委託している場合においても、本 CPS に従っ

ていることを検証します。 

2.8.1  準拠性監査の頻度 

 iPROVE CA は、年に 1 回以上の定期監査を実施します。また、認証局責任者が必要と認

めた場合は、不定期な監査を実施します。 

2.8.2  監査人の任命 

 監査人は、準拠性監査において十分な知識を持った者が任命されます。 
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2.8.3  監査人の監査される主体との関係 

 監査人は、認証業務部門以外から任命されます。 

2.8.4  監査のトピック 

 監査は、iPROVE CA が運営するすべての認証業務及び設備を対象とします。当該認証業

務の一部を外部に委託している場合、その委託先の委託業務及び委託先の設備を含みます。

定期監査では、iPROVE CA が運営する IA、RA 及びリポジトリが、本 CPS 及び本 CPS

に基づいた事務取扱要領などを遵守して運営されているかを監査します。主な監査項目は

次のとおりです。 

 IA および RA の運用業務 

 電子証明書のライフサイクル管理 

 iPROVE CA 秘密鍵の管理 

 ソフトウェア、ハードウェア及びネットワーク 

 物理的環境及び設備 

 リポジトリ 

2.8.5  監査指摘事項への措置 

 監査結果での指摘事項及び新技術の動向を踏まえ、業務および設備の見直し、改善を行

い、必要である場合は、本 CPS を改訂し、その結果の評価を行います。 

2.8.6  監査結果の公開 

 監査結果の外部への公開もしくは開示は行いません。ただし、認定更新時に指定調査機

関からの監査結果の開示要求があった場合及び公的機関などから法律に基づく開示要求が

あった場合、指示にしたがい監査結果を開示します。 

 

2.9  秘密情報 

 iPROVE の業務を通じて知りえる iPROVE CA のシステム、ネットワーク、詳細な認証

手順などの公開されていない情報の秘密保持に関して、jNOTARY の定める規定に則り、そ

の内容が iPROVE CA の業務に係る就業者の役割に応じて理解され、且つ維持されるよう

にします。 

2.9.1 秘密情報の種類 

 iPROVE CA は、次に掲げる情報を秘密情報として取り扱います。次に掲げる情報は、本

項に別段の規定がある場合を除き公開せず、且つ、iPROVE を提供または利用するために

必要な範囲を超えて使用しません。 

 

 申込に関する記録（承認されたか否かを問わない）。 
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 電子証明書発行申込記録（本 CPS の規定に従って電子証明書に記載され、またはリ

ポジトリで公開される情報を除く）。 

 トランザクションの記録（記録全体及びトランザクションの監査証跡の両方を含む）。 

 iPROVE CA が保管する監査証跡の記録。 

 監査人が作成した監査報告書。 

 不測の事態に対応する計画及び災害時における回復措置。 

 ハードウェア及びソフトウェアの運用、並びに iPROVE CA の運営についてのセキ

ュリティ対策。 

2.9.2  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、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本サービスを提供するための必要な範囲をこえて使用しませ

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すべての就業者の役割に応じて理解されるようにします。 

 委託先に対して、個人情報保護に関し業務委託契約の中で適切な監督を行うことを明記

いたします。 

また、委託された個人情報に関しては、委託元と覚書等を取り交わし、個人情報保護に関

し充分留意して取り扱うものといたします。なお、委託元から委託された個人情報に関し

ましては、電子証明書発行に関する目的以外には使用いたしません。 

1) 収集の制限 

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。iPROVE CA

は、不正な手段による個人情報の取得を行いません。iPROVE CA は、個人情報の

利用目的を本 CPS に記載し公開します。 

2) 個人データの内容について 

iPROVE CA は、利用者から提供された情報、情報開示請求時に開示請求者から提

供された情報、失効請求時に代理人から提供された情報及び、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、特定の個人に係る情報を個人

情報として扱います。 

3) 利用目的の特定 

iPROVE CA は、入手した個人情報を、電子証明書に記載する等 iPROVE のサービ

ス提供の為に使用します。 

4) 利用目的による利用の制限 

iPROVE CA は前項の目的以外に個人情報を利用しません。ただし、個人情報の主

体者による同意がある場合及び、法令により必要とされる場合には、上記の範囲を

越えて個人情報が利用される場合があります。 
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5) 安全保護 

iPROVE CA は取得した個人情報に対して、漏洩、滅失、毀損の防止などの措置を

とります。 

6) 個人情報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本 CPS で規定し、公

開します。 

7) 開示 

iPROVE CA は、法令により必要とされる場合を除き、名義人本人及び名義人本人

の委任による代理人からのみ開示請求を受け付けます。 

2.9.3  電子証明書失効情報の公開 

 電子証明書が失効された場合、失効された電子証明書の CRL 情報として失効日時が記載

され、公開されます。また、CRL には失効事由が記載される場合があります。CRL 情報と

して記載された失効事由、失効日時の情報は秘密とみなされません。また、失効に関する

その他の情報は秘密情報として開示しません。 

 

2.9.4  法執行機関への情報開示 

 iPROVE CA で取扱う情報に対し、法的根拠に基づいて情報を開示するように請求があっ

た場合は、iPROVE CA は法の定めに従い法執行機関へ情報を開示します。 

2.9.5  民事開示手続き上の情報開示 

iPROVE CA は、調停、起訴、その他の法的、裁判上または行政手続きの過程において、機

密保持対象である情報を開示することができます。 

2.9.6  情報の主体者の要請による情報開示 

 電子証明書に利用者として記録されている者から、権利または利益を侵害され、あるい

はそのおそれがあるとして申し出があった場合、iPROVE CA は、当該申出者（以下、「開

示請求者」という）が電子証明書の名義人または当該開示請求者から権利を付与された代

理人であることを確認し、開示請求者に対して以下の書類を jNOTARY にて閲覧開示しま

す。 

 電子証明書に係る申込書及び名義人の真偽を確認するために提供を受けた書類 

 電子証明書の記載内容 

 開示請求者が電子証明書の名義人本人である場合は、身分証明書（入出国管理及び難民

認定法第二条五号に規定する旅券、官公庁が発行した免許証、許可証、資格証明書など）

の提示により開示請求者の本人確認を行います。名義人の住所が移転している場合は、申

込の際の住所からの移転の経緯が記載された「住民票の写し等」（転居が 1 回だけの場合）
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または、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)もしくは戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)（附票付）

の提出が必要となります。名義人の氏名変更がある場合は、氏名の変更が記載された戸籍

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)の附票付の書類の提出が必

要となります。iPROVE CA は、これらの書類をもって名義人本人からの請求であると判断

します。開示請求者が代理人である場合は、電子証明書名義人の印が押印された委任状、

押印された印に係る印鑑登録証明書および代理人の身分証明書の提示により開示請求者の

本人確認と電子証明書利用者名義人の委任の意思確認を行います。 

 

公的機関により発行される書類については、受付時点で発行日より 3 ヶ月以内の書類を提

出してください。また、住民票の写し等の場合、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。 

2.9.7 秘密とみなされない情報 

 電子証明書または CRL に含まれる情報。 

 本 CPS に含まれる情報。 

 リポジトリで公開される情報。 

 

2.10  知的財産権 

 別段の合意がなされない限り、以下の情報資料およびデータは、iPROVE CA に帰属する

知的財産です。 

 iPROVE CA から発行された利用者電子証明書 

 iPROVE CA から発行された CA 電子証明書、リンク証明書 

 iPROVE CA により作成された CRL 

 本 CPS 

 その他、リポジトリで公開するすべての情報 



iPROVE CPS(V3.66) 

26 
All rights reserved ,Copyright©2002-2021,jNOTARY   

 

3 . 識別と本人確認 

3.1  初期登録 

 電子証明書の初期登録は、本 CPS に規定されます。RA は、利用者の真偽の確認を適切

に行わなければなりません。iPROVE CA は、各利用者に対して、複数枚の電子証明書を発

行することができます。利用者は、一度に複数枚の電子証明書の発行を申し込むことが可

能です。 

3.1.1  名称の型 

 iPROVE CA が発行する電子証明書の発行者名（issuer）及び主体者名(subject)は、ITU-T 

X.500 識別名（DN:Distinguished Name）の形式に従って設定されます。 

3.1.2  名称の意味に関する要件 

利用者の電子証明書に記載される主体者名(subject)は、以下の内容を含みます。 

 

 
No. 属性の名称 記載される値、あるいは値の意味 電子署名法

との対応 
1 組織名 

（organizationName, o） 
固定値： 
”Japan Digital Notarization Authority, Inc.” 

－ 

2 単位組織名１ 
（organizationalUnitName, ou） 

固定値： 
“Japan Digital Notarization Authority iPROVE CA” 

－ 

3 単位組織名２ 
（organizationalUnitName, ou） 

資格情報を記載するフィールド。※1 
例： “Group - XXXXX” （斜字体部分は可変値） 

－ 

4 単位組織名３ 
（organizationalUnitName, ou） 

資格情報を記載するフィールド。※2 
例： “General - XXXXX” （斜字体部分は可変値） 

－ 

5 氏名 
（commonName, cn） 

利用者の氏名をローマ字で記載。発行申込書に記入さ

れている利用者名（ローマ字表記）が記載されます。 
例： “Taro Denshi” 

○ 

6 メールアドレス 
（emailAddress, e） 

利用者のメールアドレスを記載。発行申込書に記入さ

れている利用者のメールアドレスが記載されます。 
例： “taro@jnotary.com” 

－ 

「○」：電子署名法で規定された認定制度における認証の対象であることを示す。 

「－」：電子署名法で規定された認定制度における認証の対象外であることを示す。 

※1. 斜字体部分には”JN”（ou=”Group - JN”となります）または他の文字列が記載されます。”JN”以外

が記載される場合の、当該情報の意味及び決定方法については、本 CPS の補足文書である『株式会

社日本電子公証機構認証サービス 資格情報についての補足規程』をご参照ください。 

※2. No.3 の項目で斜字体部分に”JN”が記載された場合、No.4 の斜字体部分は、jNOTARY が指定する

固有の識別子を記載します。他の場合については、本 CPS の補足文書である『株式会社日本電子公

証機構認証サービス 資格情報についての補足規程』をご参照ください。 
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3.1.3 名称形式を解釈するための規則 

 ITU-T X.500 識別名(DN：Distinguished Name)の規定に従います。 

3.1.4 名称の一意性 

 電子証明書に記載される利用者の識別名（subject）は、iPROVE CA が発行した電子証

明書において一意とします。iPROVE CA は同一利用者に対して複数枚の電子証明書を発行

することができますが、この場合でも、利用者の識別名（subject）の一意性が確保される

ように適切な調整を行います。 

3.1.5 名称に関する紛争の解決手順 

 電子証明書に記載される利用者の識別名に係る紛争は、iPROVE CA と利用者での解決を

原則とします。 

3.1.6 商標の認識・認証・役割 

 iPROVE CA では、利用者から提出された電子証明書の発行申込書等に記入された情報を

用いて、電子証明書に掲載する利用者の識別名を決定します。iPROVE CA は、利用者の識

別名が商標を含むかどうかの確認を行いません。iPROVE CA が発行した電子証明書に記載

された識別名が商標を含み、当該識別名に係る係争が発生した場合、利用者は自身の責任

でこれに対処しなければなりません。 

3.1.7 秘密鍵の所有を証明するための方法 

 利用者秘密鍵と利用者公開鍵は、利用者自身が生成します。iPROVE CA は、利用者公開

鍵を利用者本人から PKCS#10 (電子証明書の申請に使用される標準ファイルフォーマッ

ト) で受け取ります。PKCS#10 は、利用者秘密鍵で利用者公開鍵を自己署名しているため、

署名の検証を行うことで、利用者公開鍵に対応する利用者秘密鍵を利用者本人が所有して

いることを確認します。 

利用者が生成した鍵が RSA 方式であること、2048 ビット長であることを確認します。 

3.1.8 利用者の真偽確認 

 iPROVE CA では、利用者への電子証明書の発行にあたって、下記の審査を実施します。

審査は、RA において、適切な資格を付与された 2 人以上の者が担当し、厳格かつ適切に処

理を行います。 

(1) 申込の意思の確認 

   以下の手続きによって、利用者の申込の意思を確認します。 

 本 CPS4.1.3 項（発行申込書類）に記載された発行申込に必要な書類がすべて提
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出されていること、および記入漏れがないかを確認します。 

 住民票の写しに記載されている利用者の住所、氏名、生年月日が発行申込書の

住所、氏名、生年月日欄に記載されていること、及び住民票の写しに公的機関

から発行されたことを証明する印が押印されていることを確認します。また、

住民票の写しが受付時点で発行日から 3 ヶ月以内であること、個人番号が記載

されていないことを確認します。 

なお、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書と同等の書類として広域交付

住民票を取り扱うことができるものとします。 

以降本 CPS 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」の表記を用います。 

 発行申込書に利用者の印が押印されていること及び自署が記載されていること

を確認します。 

 発行申込書に記入された利用者氏名のローマ字表記が、利用者本人の氏名の呼

び方と同じであることを確認します。 

(2) 実在性の確認 

提出された住民票の写し等を用いて、利用者の実在性の確認を行います。発行申込書

に記載されている利用者の氏名、住所、生年月日が住民票の写し等に記載されている住

所、氏名、生年月日と同一であることを確認します。 

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、電子証明書の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。ただし、本名と通称名の混在は許され

ません。 

(3) 本人性の確認 

iPROVE CA では、上記(1)及び(2)の確認が終わった後、提出された住民票の写し等

に記載された利用者の住所を宛先として、日本郵便株式会社が提供する本人限定受取郵

便（基本型）を用いて、照会書を郵送します。利用者は、照会書を受け取った後、自署

及び押印を施し、iPROVE CA に返送しなければなりません。また、押印においては、

提出された発行申込書への押印に利用した印鑑を利用しなければなりません。 

iPROVE CA は、返送された照会書の押印、自署が、iPROVE CA に保管されている

発行申込書に施された押印及び記載された自署と同じであることを確認することによ

って、当該電子証明書の発行申込者が、住民票の写し等に記載された本人であることを

確認します。 

 

 

iPROVE CA では、上記の審査のすべてにおいて異常がみつからなかった場合に、真

偽の確認に合格したと判断します。審査過程において、提出書類の不備や記載内容の不
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備などにより疑義が生じた場合、iPROVE CA は、利用者に真偽の確認が正しくなされ

なかった理由を通知し、必要書類の再提出などを要請します。 

 

また、iPROVE CA では、資格情報を掲載した電子証明書を発行する場合には、本

CPS に記載された審査内容に加えて、掲載される資格情報に対応した付加的な審査を実

施する場合があります。資格情報に関する規定は、本 CPS の補足文書である『株式会

社日本電子公証機構認証サービス 資格情報についての補足規程』を参照して下さい。 

 

3.2 電子証明書の更新 

電子証明書の更新申込に対する審査においては、新規発行時の場合と同様に真偽の確認

を行います。電子署名法で規定された「当該利用者が現に有している電子証明書に係る電

子署名により当該利用者の真偽を確認する」方法による申込は受付けません。 

 

3.3 失効請求 

iPROVE CA は、名義人本人による、電子証明書の失効の請求を受け付けます。また、

名義人死亡時においては、名義人の親族等の通知による認証局事由にて失効を行います。 

3.3.1 失効請求者の真偽の確認 

iPROVE CA は、名義人本人による失効請求の場合、失効請求者が名義人本人であるこ

との真偽の確認を行います。iPROVE CA は、失効請求書を受付け、失効請求書に記載され

ている内容と発行申込書に記載されている内容が一致し、押印されている印影が一致する

場合に iPROVE CA は名義人本人からの請求であると判断します。 

名義人が電子証明書の発行申込書に押印した印鑑を紛失して使用できない場合には、失

効請求書類には実印を押印し、当該実印に係る印鑑登録証明書及び住民票の写し等を添付

して送付していただく必要があります。 

名義人の住所が移転し、失効請求書に記載すべき住所が発行申込書に記載されたものと

違っている場合は、申込の際の住所から失効請求の際の住所への移転の経緯が記載された

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)もしくは戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)（附票付）の提出が

必要です。 

名義人の氏名変更により、失効請求書に記載される氏名が電子証明書発行申込書に記載

されている氏名と違う場合は、氏名の変更が記載された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)の附票付の書類の提出が必要です。iPROVE CA は、これ

らの書類をもって名義人本人からの請求であると判断します。 

iPROVE CA は、電子証明書の名義人の死亡時においてのみ、名義人の親族等の通知に

よる認証局事由にて失効を行います。この場合、名義人の親族等は、死亡届に加えて、名

義人の死亡が確認できる書類（戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)もしくは戸籍個人事項証明書
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(戸籍抄本)）を iPROVE CA に提出しなければなりません。iPROVE CA は、提出された死

亡届と当該電子証明書の発行時の発行申込書との照合を行うとともに、名義人の死亡が確

認できる書類（戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)もしくは戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)）の

記載内容、形式が真性であることを確認します。 

 

公的機関により発行される書類については、受付時点で発行日より 3 ヶ月以内の書類を

提出してください。また、住民票の写し等の場合、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。 
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4 . 運用上の要件 

4.1  電子証明書発行申込 

4.1.1 申込書類の提出 

 iPROVE では、郵送によって利用者からの電子証明書の発行の申込を受け付けます。こ

れ以外の方法による申込については受理しません。郵送以外での申込の場合には、一度、

利用者に書類を返送しますので、再度、郵送にてお申込ください。利用者は、電子証明書

の発行申込にあたり、本 CPS 4.1.3項（発行申込書類）に掲載された必要書類を準備し、こ

れらを iPROVE CA に郵送しなければなりません。 iPROVE では利用者本人による申込

のみを許可し、代理人による申込を認めません。また、複数枚の電子証明書を希望する場

合は、発行申込書の“発行を希望する電子証明書の枚数”欄に希望する枚数を記入します。 

 iPROVE CA は、提出された発行申込書類をもとに、本 CPS 3.1.8項（利用者の真偽確認）

の内容に従って真偽の確認を行います。規定されたすべての審査に合格した場合、電子証

明書の発行が承認され、電子証明書の発行処理が開始されます。何らかの審査で不合格と

なり、またこの回復ができず、電子証明書の発行が認められないと判断した場合、iPROVE

は、申込者に対して、当該事実を知らせる通知書を送付します。 

  

 また、iPROVE は、照会書を送付する本人限定受取郵便（基本型）において、照会書に

加えて、本人確認番号（PIN）を同封します。料金の請求書等、iPROVE が必要と考える

他の情報を同封する場合もあります。利用者は、送付された本人確認番号（PIN）を、自分

以外のものに知られないように厳密に管理しなければなりません。本人確認番号（PIN）は、

電子証明書の発行処理において利用者本人を確認するために利用されます。 

 

 iPROVE CA は、本 CPS4.1.2 項に述べる「発行申込の取り消し」の場合を除いて、利用

者の真偽の確認の結果にかかわらず、電子証明書発行申込みの際に利用者から提供された

発行申込書、及び添付された書類の返却を行いません。 

 

4.1.2 発行申込の取り消し 

iPROVE CA は、上記のとおり、利用者の真偽の確認を行います。iPROVE CA において、

最終的に発行の審査結果が決定される以前に、申込者自身によって発行申込の取り消しの

申し出があった場合は、iPROVE は審査を中止することができます。この場合、申込者は

iPROVE に対して、申込書類の一部の返却を求めることができます。ただし、申込内容に

疑義が認められる場合はこの限りではありません。 
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4.1.3  発行申込書類 

 利用者は次の申込書類を iPROVE CA に郵送により提出しなければなりません。なお、

同時に複数枚の電子証明書をご希望の場合でも、提出書類は一セット分だけご準備くださ

い。 

 

1) 発行申込書 

発行申込書には利用者の押印が必要です。電子署名法に定める電子署名を上記押

印の代替として利用する申込方法は iPROVE では受け付けません。発行申込書は

以下の内容を含みます。 

 申込年月日 

 氏名 

 ふりがな（氏名） 

 ローマ字（氏名） 

 生年月日 

 電子メールアドレス 

 住所 

 自署（氏名） 

 電話番号 

 発行を希望する電子証明書の枚数 

 有効期間(7.1.7項参照) 

 電子証明書の用途（※ 定型の雛型文書にはあらかじめ記載済みです） 

 属性（資格等）情報 

 押印 

2) 住民票の写し等申込みの意思確認及び利用者の実在性を証明するために必須です。

また、個人番号の記載のない住民票の写し等の提出をお願いします。電子署名法に

定める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)により

住所の証明を行う申込は受け付けません。 

 

4.1.4 発行申込の内容変更 

iPROVE CA は、発行の審査結果が決定される以前に、発行申込内容の変更の申し出があ

った場合、申し出の変更内容が利用者の真偽確認、証明書記載事項に関わるものであれば、

利用者に発行申込書の再提出を求めます。申し出の変更内容が上記以外の場合、その変更

の申し出の内容、真偽の確認を行った上で、変更を認める場合があります 

 

 



iPROVE CPS(V3.66) 

33 
All rights reserved ,Copyright©2002-2021,jNOTARY   

4.2  電子証明書の発行 

 本 CPS 3.1.8項（利用者の真偽確認）に規定されたすべての審査に合格した場合、利用者

は iPROVE CA から電子証明書の発行を受けることができます。 

電子証明書の発行にあたって、利用者は、自身の電子計算機から Web ブラウザを使用し

て iPROVE CA の提供する Web サイト（URL は必要時に利用者に個別に通知します）に

アクセスし、氏名（ローマ字）、電子メールアドレス、本人確認番号（PIN）、及び iPROVE

が指定する他の情報をオンラインにて入力しなければなりません。利用者の Web ブラウザ

は、この時点で自動的に利用者用の鍵ペア（秘密鍵及び公開鍵）を生成します。生成され

た秘密鍵はブラウザ内に保持され、公開鍵は PKCS#10 の形式で iPROVE CA に送信され

ます。iPROVE CA は RSA 方式 2048 ビットの鍵長の鍵のみ受け付けることができます。

iPROVE CA は、上記 Web サイトに、SSL/TLS の技術を導入します。利用者の Web ブラ

ウザと Web サーバ間の通信は、SSL/TLS により設備の誤認、通信内容の盗聴及び改変を防

止します。 

 iPROVE CA は、Web サイトにて入力された本人確認番号（PIN）及びその他の情報の

内容を確認します。これらの確認作業において問題が発見されない場合にのみ、電子証明

書のオンラインによる発行要求を承認し、電子証明書の発行処理を行います。発行処理完

了後、電子証明書が生成されます。 

 

4.3  電子証明書の受取 

 電子証明書の発行処理が完了した後、iPROVE CA は、利用者に電子証明書をダウンロー

ドする為の PIN を電子メールにて送付します。利用者は、iPROVE CA の Web サイト（URL

は必要時に利用者に個別に通知します）にアクセスし、上記の PIN を入力することで、自

身のために発行された電子証明書をダウンロードすることができます。利用者は、電子証

明書を受領後、電子証明書に記載された内容を表示し、誤りが含まれていないことを確認

しなければなりません。もし、電子証明書の記載内容が発行申込書の内容と異なっていた

場合、利用者は速やかに iPROVE CA に通知しなければなりません。 

 iPROVE CA では内容の確認を行い、iPROVE CA 側の要因により電子証明書が正しく発

行されなかったと確認した場合には、当該の電子証明書を速やかに失効し、電子証明書を

再発行いたします。 

 

4.4  電子証明書の更新申込 

 本 CPS4.1 節（電子証明書発行申込）と同様。 

 

4.5  電子証明書の失効請求 

 電子証明書の名義人は、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。 
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 名義人による電子証明書利用の中止 

 当該名義人の利用者秘密鍵について危殆化もしくはそのおそれが生じた場合 

 電子証明書の記載事項が変更された場合 

4.5.1 申請方式 

 電子証明書の失効を請求する者は、失効請求書を郵送により iPROVE CA に提出しなけ

ればなりません。iPROVE CA は、失効請求書を郵送で受け付けることを基本としますが、

緊急の場合は、FAX による請求を受け付けます。ただし、この場合は、請求者の意思確認、

事実確認を電話（コールバックにより）で行います。また、FAX での申請後速やかに、失

効請求書の原本及びその他の失効請求書類を iPROVE CA に郵送しなければなりません。 

4.5.2  失効請求書類 

 電子証明書の失効を請求する者は、次の書類を iPROVE CA に郵送により提出しなけれ

ばなりません。なお、複数枚の電子証明書の失効を請求する場合には、請求を行う枚数分

だけ、失効請求書類をご準備ください。印鑑登録証明書と住民票の写し等と戸籍全部事項

証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の附票付の書類に関しては、申請で

必要な書類を各１部ご準備ください。ただし、住民票の写し等に関しましては、個人番号

の記載のないものの提出をお願いします。 

 

  1) 失効請求書 

  すべての失効請求者に提出して頂きます。失効請求書には、発行申込書に押印した同

一印による押印が必要です。失効請求書には次の項目が含まれます。 

【1】 失効を請求する電子証明書についての情報 

   ・名前 

   ・ふりがな（名前）（名義人） 

   ・生年月日（名義人） 

   ・住所（名義人） 

   ・ローマ字（姓）（名前）（名義人） 

   ・ローマ字（名）（名前）（名義人） 

   ・電子メールアドレス（名義人） 

   ・Group（名義人） 

   ・General（名義人） 

   ・有効期間（名義人） 

【2】 失効の請求者についての情報 

   ・請求日 

   ・失効請求者の名前（名義人の現在の名前） 
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   ・失効請求者のふりがな（名前）（名義人の現在の名前） 

   ・失効請求者の捺印（名義人お申込時の印鑑にて） 

   ・失効請求者の住所（名義人の現在の住所） 

   ・失効請求者の電話番号（名義人の連絡可能な電話番号） 

   ・失効の理由 

 

 

  2) 印鑑登録証明書と住民票の写し等（電子証明書発行申込時の印鑑紛失等の場合のみ） 

電子証明書発行申込時の印鑑を紛失等で使えなくなった場合には、印鑑登録証明書

と住民票の写し等の提出が必要です。 

3) 「住民票の写し等」または「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」（住所の変更がある場合のみ） 

電子証明書発行申込時の印鑑を紛失等で使えなくなった場合で、住所の移転等によ

り、失効請求書に記載される住所が電子証明書発行申込書に記載されている住所と

異なる場合は、住所移転（表記変更）の経緯が記載された「住民票の写し等」（転居

が 1 回だけの場合）または、「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」（転居が 2 回以上に及ぶ場合）の書類提出が必要です。 

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（氏名の

変更がある場合のみ） 

電子証明書発行申込時の印鑑を紛失等で使えなくなった場合で、氏名の変更により、

失効請求書に記載される氏名が電子証明書発行申込書に記載されている氏名と違う場

合は、氏名の変更が記載された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)の附票付の書類の提出が必要です。 

公的機関により発行される書類については、受付時点で発行日より 3 ヶ月以内の書類の提

出が必要です。また、住民票の写し等の場合、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。 

4.5.3 電子証明書の失効 

 RA は、当該名義人からの失効請求書を受領し、本 CPS3.3.1 項(失効請求者の真偽の確認)

に従い失効請求を審査します。真偽の結果が真である場合に失効を承認し、IA に対して失

効指示を行います。IA は、正当な RA 担当者からの失効指示であるか確認し、電子証明書

を失効します。 

4.5.4 失効請求者への通知 

 iPROVE CA は、電子証明書の失効処理が完了した後、失効通知を名義人（名義人死亡に

よる親族等からの通知の場合は名義人とご通知者）に郵送により行います。 



iPROVE CPS(V3.66) 

36 
All rights reserved ,Copyright©2002-2021,jNOTARY   

4.5.5  認証局による失効 

 iPROVE CA は、名義人からの失効請求の他に、以下の理由により電子証明書の有効性が

損なわれたと判断した場合、もしくは名義人の死亡による親族等からの通知による場合に

は、認証局責任者の承認に基づき電子証明書を遅滞なく失効します。 

 iPROVE CA を廃止する場合 

 iPROVE CA 秘密鍵が危殆化もしくはそのおそれがある場合 

 電子証明書の記載事項が事実と異なる場合（資格情報の変更も含む） 

 名義人の死亡による親族等からの通知を受けた場合 

 名義人の秘密鍵が危殆化もしくはそのおそれがある場合 

 iPROVE CA 側の要因により名義人が電子証明書のダウンロードに失敗し、電子証

明書を再発行する場合 

 その他、認証局が必要と判断した場合 

 名義人死亡の場合、名義人の親族等が名義人死亡届と名義人の死亡を確認できる書類（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) 、認証局受付時点で発行

から 3 ヶ月以内のもの）の提出が必要です。認証局は名義人の死亡を確認した後、認証局

事由にて失効を行います。 

 電子証明書に資格情報が記載されている場合、iPROVE CA は、文書情報管理士用電子証

明書の利用停止の連絡に起因して、電子証明書の失効を行う場合があります。資格情報に

関する規定は、本 CPS の補足文書である『株式会社日本電子公証機構認証サービス 資格

情報についての補足規程』を参照して下さい。 

 

  1) 名義人死亡届 

  名義人が死亡した場合、名義人の親族等に名義人死亡届を提出して頂きます。名義人

死亡届には次の項目が含まれます。 

   ・名前〔名義人〕 

   ・ふりがな（名前）〔名義人〕 

   ・生年月日〔名義人〕 

   ・住所〔名義人〕 

   ・名義人との関係〔親族等の通知者〕 

   ・通知日 

   ・名前〔親族等の通知者〕 

   ・ふりがな（名前）〔親族等の通知者〕 

   ・捺印〔親族等の通知者〕 

   ・住所〔親族等の通知者〕 

   ・電話番号〔親族等の通知者〕 

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) 
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  名義人の戸籍からの除籍により、名義人が死亡した事を確認します。 

 

4.5.6  一時停止 

 iPROVE CA では、電子証明書の一時停止を行いません。 

4.5.7  失効リスト(CRL) 

 iPROVE CA は CRL を定期的に更新し、電子証明書に記載された URL に公開します。

CRL の発行は、24 時間毎に行います。 

4.5.8  失効情報及び有効性確認情報に関する要件 

iPROVE CA は、CRL をリポジトリで公開します。依拠する当事者は、リポジトリに格

納されているCRL を確認してその電子証明書が失効されていないかどうか確認しなければ

なりません。ただし、iPROVE CA は、有効期間の終了した電子証明書についての依拠する

当事者からの問い合わせには応じません。 

iPROVE CA は、CA 電子証明書のフィンガープリントをリポジトリに公開します。依拠

する当事者は、iPROVE CA 電子証明書を入手し、利用対象となる電子証明書に施された電

子署名が、iPROVE CA の秘密鍵で正しく行われていること及び電子証明書が改竄されてい

ないことを確認しなければなりません。また、CA 電子証明書の真正性について、依拠する

当事者は、リポジトリに掲載された CA 電子証明書のフィンガープリントを入手し、CA 電

子証明書から直接作成したフィンガープリントがこれと一致することを確認しなければな

りません。 

4.5.9  秘密鍵の危殆化に関する特別要件 

 iPROVE CA は、CA 秘密鍵が危殆化した場合は、iPROVE CA のサービスを停止し、直

ちに電子証明書を失効します。電子証明書の失効及び CRL の登録を完了した後、CA 秘密

鍵を直ちに破棄します。また、CA 秘密鍵が危殆化したおそれがある場合は、認証局責任者

の判断により、同様の処理を行います。 

 

4.6  セキュリティ監査手続き 

 jNOTARY は、iPROVE CA を安全に運営していくための一つの手段として、セキュリテ

ィ監査を実施します。 

4.6.1  記録されるイベント 

 iPROVE CA における監査証跡には、以下のものが含まれます。 

 電子証明書の作成及び失効の記録 

 電子証明書の作成及び失効に係るシステム管理者の操作履歴 
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 認証設備室への入退室記録 

 認証設備システムへの不正アクセスの記録 

 認証設備システムの動作に関する記録 

4.6.2 監査の頻度 

 監査は、iPROVE CA のシステムを安全に運営するため定期的にセキュリティ上の問題が

発生していないか調べられます。 

4.6.3  監査証跡の保管期間 

 監査証跡はすべて、本 CPS4.7.1 項(申込に係るデータ) または本 CPS4.7.3 項(設備及び安

全対策措置に関するデータ)で規定するデータに含まれます。監査証跡の保管期間は、当該

項目において定義されます。 

4.6.4  監査証跡の保護 

 監査証跡は、漏洩、改竄、毀損などが行われないように安全に保管管理されます。 

4.6.5  監査証跡のバックアップ手順 

 バックアップが必要な監査証跡が存在する場合、別途定められたバックアップ手順に定

められた手順に従いバックアップを行います。 

4.6.6  監査証跡の記録システム 

 iPROVE CA では、IA または RA のシステムによる自動処理及びオペレータによる手作

業を組み合わせて、監査証跡を収集します。 

4.6.7  問題の原因となるイベントの通知 

 IAまたはRAのシステムの処理中または操作中にセキュリティに関する重大なイベント、

または不具合が生じた場合、その事項を検知したオペレータは、それぞれの業務責任者に

報告します。業務責任者は定められた手順に従ってそれを処理します。 

 

4.7  記録のアーカイブ 

 本認証局は、以下の書類及び電子的記録を含む電子署名法で定めた帳簿類を保管します。

保管にあたっては漏洩、改竄、毀損及び滅失の防止措置をとり、認証業務関係書類につい

ては原本を保管し、間仕切りで独立し、施錠された iPROVE 業務室、認証設備室等の関係

者以外が容易に入室できない室において保管します。各書類が保管される室には、自動火

災報知器及び消火装置が備えられ、災害、火災対策などの措置が講じられまた、直射日光

があたらない場所に保管し、保管内容の完全性及び機密性が損なわれることがないような

措置がとられています。 
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原本で保存される書類は、判読不能とならない環境に保存し、専用のファイルに閉じ込ん

でいます。 

電磁的記録により保存される書類は、横積等により記録媒体の変形が起こらないように措

置を取り、CRT 等の磁気的影響は受けない場所に保管しています。また、当該記録媒体の

内容を表示することができるように電子計算機その他の機器、オペレーティングシステム

及びアプリケーションを維持・保存します。電子計算機その他の機器、オペレーティング

システム及びアプリケーションを更新する場合は、表示不能としない様、当該記録媒体と

の互換性を確保します。記録媒体の特徴に合わせ記録し直す場合は、保存内容の完全性・

機密性を損なわない方法で行います。 

 

4.7.1  申込に係るデータ 

 電子証明書発行申込、失効請求時に利用者から提出された書類及び iPROVE CA でその

管理上作成した帳簿について、iPROVE CA では責任者を定め、施錠管理下において、当該

帳簿書類に係る電子証明書の有効期間の満了日から 10 年間、その原本を保管します。 

(1) 書類で保管するもの 

a. 認証業務の利用の申込みに関する書類（RA で保管） 

 発行申込書 

 住民票の写し等 

 発行申込書の審査時に作成された書類 

 照会書 

b. 電子証明書の失効に関する書類（RA で保管） 

 失効請求書及び必要に応じて提出されたその他の書類 

 失効判断に関する記録 

 失効請求書の審査時に作成された書類 

c. iPROVE CA 秘密鍵の作成及び管理に関する書類（IA で保管） 

(2) 電子的に保管するもの（IA で保管） 

a. 電子証明書及びその作成に関する記録 

b. CA 電子証明書、リンク証明書 

c. 失効に関する情報及びその作成に関する記録 

4.7.2 組織関係データ 

iPROVE CA では、業務遂行上必要とされる組織管理関係帳簿等について、当該帳簿書

類に係る電子証明書の有効期間の満了日から 10 年間、その原本を保管します。 

 本 CPS とその変更に関する記録（RA で保管） 

 業務手順を記述した書類とその変更に関する記録（RA、IA で保管） 
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 業務に従事する者の組織、体制、責任及び権限並びに指揮命令系統に関する管

理書類（RA、IA で保管） 

 認証業務を外部に委託する場合の委託契約に関する書類（RA で保管） 

 定期的に行う監査に関する記録と監査報告書（RA、IA で保管） 

4.7.3  設備及び安全対策措置に関するデータ 

iPROVE CA は、認証サービス提供に係る設備及びその安全対策措置に関する記録につ

いて、監査用記録として作成した日から認定の更新日まで保管します。電子的な記録につ

いてはその複製を作成する場合があります。 

 

(1)書類で保管するもの 

 a. RA の設備及び安全対策措置に関する書類（RA で保管） 

・ RA で保管する帳簿書類へのアクセス及び帳簿書類の破棄に関する記録 

・ iPROVE 業務室への入退室の記録 

・ 登録用端末設備の保守及びシステム変更に関する記録 

・ 登録用端末設備の障害及び復旧に関する記録 

・ RA の事故に関する記録 

 b. IA の設備及び安全対策措置に関する書類（IA で保管） 

・ IA で保管する帳簿書類へのアクセス及び帳簿書類の破棄に関する記録 

・ 認証設備室への入退室の記録 

・ 認証業務用設備（登録用端末設備を除く）の保守及びシステム変更に関する記

録 

・ IA での障害及び復旧に関する記録 

・ IA での事故に関する記録 

(2)電子的に保管するもの 

 a. RA の設備及び安全対策措置に関する記録（RA で保管） 

・ 登録用端末設備の動作に関する記録 

 b. IA の設備及び安全対策措置に関する記録（IA で保管） 

・ 認証設備室への入退室記録及び入室権限付与に関する記録 

・ 認証設備室への入退室及び警報に関する記録 

・ 認証設備システムへの不正アクセスの記録 

・ 認証設備システムの動作に関する記録 

4.7.4 アーカイブデータの保護 

 アーカイブに使用するメディアは、認証設備室内に漏洩、改竄、毀損などが行われない

ように安全に保管管理されます。また、温度、湿度、磁気などの環境における要素を考慮
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した上で保護されます。 

4.7.5 アーカイブデータのバックアップ 

 バックアップが必要なアーカイブデータについては、別途定めたバックアップ手順に従

いバックアップを行います。 

4.7.6 アーカイブ情報の保管 

 iPROVE CA は、アーカイブされた情報が保管期間を通じて読解可能な状態で保管します。 

4.7.7  関係書類及び記録の破棄 

 上記保管対象の認証業務関係書類及び記録について、その保管期間を経過したものを、

iPROVE CA は確実に破棄します。これら書類及び記録は確実に断裁破棄、電子データは媒

体の破壊または、無効情報の上書きなどにより消去します。 

 

4.8 鍵の更新 

 利用者の鍵ペア（利用者秘密鍵及びそれに対応する公開鍵の対、以下同様）は、自動的

に更新されることなく、対応する電子証明書の有効期間が切れると同時に鍵ペアも無効と

なります。利用者は電子証明書及び鍵ペアの更新が必要な場合は、電子証明書発行申込と

同様の方法で再度申込を行わなければなりません。利用者は、Web による申込時に新しい

鍵の生成を行い iPROVE CA に提出します。iPROVE CA は、Web による申込みを受け取

った後、審査・承認のプロセスを経て新しい電子証明書を発行します。 

 iPROVE CA では、認証局自身の鍵ペアの更新に伴ってリンク証明書を発行し、新旧二つ

の iPROVE CA 秘密鍵の有効性を、リンク証明書を用いて証明します。更新された新しい

CA 電子証明書、及び発行されたリンク証明書は、リポジトリにおいて公開します。 

 

4.9  危殆化と災害の復旧 

 iPROVE CA 秘密鍵の危殆化、災害等による障害の発生など不測の事態が生じた時または

生じるおそれのある時には、iPROVE CA は対策措置を迅速に講じるとともに次のとおり対

応します。 

1) iPROVE CA 秘密鍵の危殆化または危殆化のおそれがあることが判明した場合 

a. iPROVE CA の業務を停止します。 

b. iPROVE CA は直ちに当該 iPROVE CA 秘密鍵を用いて発行したすべての

利用者の電子証明書の失効処理を行い、CRL を更新します。 

c. 全利用者宛て個別に電子メールで通知するとともに、リポジトリを通じて依

拠する当事者に公開します。 

d. iPROVE CA の秘密鍵を破棄します。 

e. 原因及び被害状況を調査し、原因別対応策及び再発防止策を講じるとともに、
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直ちに iPROVE CA 秘密鍵の危殆化または危殆化のおそれの内容、当該事

項が判明した日時、措置状況等確認されている事項を主務大臣に通報します。 

f. サービスを継続可能な場合は、再度、主務大臣からの認定を受け、可及的速

やかに本 CPS に従い新たな iPROVE CA 秘密鍵を生成し利用者の申込を受

け付け可能とします。 

2) 天災事変等の被災、認証業務用設備の故障等により運用を停止した場合 

a. iPROVE CA は、被害の事実を全利用者宛て個別に電子メールで通知すると

ともに、リポジトリを通じて依拠する当事者に公開します。 

b. iPROVE CA は、災害等による障害発生の原因及び被害状況を調査し、原因

別対応策及び再発防止策を講じるとともに、依拠する当事者への失効情報の

公開が、72 時間を超えて停止し、かつ依拠する当事者が停止を知る方法が

無かった場合は、直ちに障害の内容、発生日時、措置状況等確認されている

事項を主務大臣に対して通報します。 

c. 電子署名法で公開、保管が義務付けられているデータをバックアップから復

元します。 

（iPROVE CA 秘密鍵の危殆化または危殆化のおそれの判明が運用停止の契機

となった場合にも、本対応を行います。） 

3) iPROVE CA は、鍵の危殆化もしくは被災の際の復旧手順について別途定め、計画

に従って教育訓練を行います。 

 

4.10 認証業務の終了 

iPROVE CA は、災害等による不測の事態の発生により業務の不履行に至った場合、

jNOTARYの事業方針の変更などに起因して認定の更新をしない場合等に認証業務を

終了します。 

1) 発行済み電子証明書の失効処理方法 

認証業務の廃止日迄に、iPROVE CA によって発行されたすべての利用者の電子証

明書を失効します。 

2) 利用者への連絡方法、連絡時期等 

業務終了の 60 日前から iPROVE CA のリポジトリに業務終了の案内を掲載すると

ともに、すべての利用者に 60 日前までに業務終了を知らせる通知書を郵送します。 

3) 廃止後の失効情報の公開 

失効に伴い iPROVE CA は CRL を更新し、リポジトリに 1 年間公開します。 

4) CA 秘密鍵の処理 

iPROVE CA 秘密鍵及びバックアップされた iPROVE CA 秘密鍵のすべてを復元不

可能とします。 
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5 . 物理的、手続き的、要員的なセキュリティ統制 

5.1  物理的セキュリティ統制 

 認証業務のための設備は、通常想定される災害に対しては十分耐え得る建築構造物内に

厳重設置され、以下のとおり、そのセキュリティ対策が講じられます。 

5.1.1  iPROVE 業務室のセキュリティ 

 iPROVE 業務室は、認証業務関係書類及び記録を保存管理し日常その業務運営を行うと

ともに登録用端末設備である RA 端末を収容する室です。この室は、これを独立した区画と

し、無人の際には入退室口の施錠を行います。その鍵の授受についてはあらかじめ任命さ

れた管理者により管理されていますので、RA 端末も関係者以外の者が容易に触れることは

できません。 

 入室権限を有しない者の入室は原則として認められませんが、止むを得ずこれを認める

場合には、あらかじめ RA 業務責任者の許可を得、入室権限者の帯同をもってこの者を入室

させることができます。 

5.1.2  認証設備室のセキュリティ 

 認証業務用設備(登録用端末を除く)を収容する建築構造物（建物及び部屋）に関しては、

耐震耐火設計、自動火災報知器と消火装置の設置、防火区画内設置、隔壁による区画、水

害防止措置等の措置があらかじめ十分講じられている等、地震、火災、水害等想定される

災害にも耐えうる設備とします。また、停電に備えた UPS・自家発電機の設置、配置され

た設備に応じた空調機器の設置等、サービスの継続に必要な適切な措置が講じられていま

す。認証業務用設備を収容する認証設備室へは、建物に入館後、複数のセキュリティレベ

ルで区画された場所を通った後に入室できます。 

認証設備室への入退室等については、次により厳重に管理されます。 

1) 認証設備室は厳重に施錠管理され、その入室は入室権限者の身体的特徴の識別手段

を用いた施錠設備による本人認証をしてはじめて可能となるようあらかじめ防護措

置が講じられます。 

2) 認証設備室へは、あらかじめその資格について審査され指定登録されている２名の

者をもって入室します。退出にあたっては入室者と同数の者の退出をもって退出を

完了します。1 名のみ在室する状態になった場合は、警報が発せられます。なお、

入室権限を有しない者の入室は原則として認められませんが、業務上入室する必要

がある場合には、複数の入室権限者が同行の上、入室し、認証設備室に常設してい

る Room In/Out Log に氏名、所属、目的等を記帳させ、この者を入室させることが

できます。また、これらの行為は常にチェック監督されます。 
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3) 入室のための装置操作に不正常な時間を要した場合においては、警報が発せられる

ようあらかじめ設定されています。 

4) 認証設備室への入退室者及び在室者の状況については、遠隔監視装置、モーション

センサー及び映像記録装置によって自動的かつ継続的に監視記録され、その記録に

ついては、正確に点検され、定められた期間、安全に保管されます。 

5) 認証設備室の所在及び仕様は、関係者以外には厳重に秘匿されます。建物の内外に

は認証設備室の所在については表示されません。 

 

5.2  手続き的セキュリティ統制 

 認証業務の遂行に必要な各役割、その業務内容、各役割を担う者の識別と本人認証は表

１のとおりです。 

 

表１. 各役割とその業務内容、識別・認証方法 

役割 主な業務 本人識別と認証 

（入室権限） 

認証局責任者 認証局運営全体統括 

認証業務従事者の選任・配置 

－ 

RA  IPROVE 業務室 

RA 業務責任者 RA 業務統括 

RA 業務従事者の業務遂行管理と業務内容の

確認・承認判断 

ドア鍵の使用 

RA 業務担当者 

 

登録業務の遂行 ドア鍵の使用 

RA 端末操作者 電子証明書の発行、更新、失効指示の操作 ドア鍵の使用 

RA 業務用設備 

責任者 

RA 業務用設備のｾｷｭﾘﾃｨ維持管理 

RA 業務用設備担当者の作業内容承認 

(入室権限なし) 

RA 業務用設備 

担当者 

RA 業務用設備の設定・変更や維持管理 (入室権限なし)入室権限保有者

の立会いのもと入室 

IA  IA 認証設備室 

IA 業務責任者 IA 業務統括 

IA 業務従事者の選任・配置 

IA 業務従事者の業務遂行管理と業務内容の確

認・承認判断 

 

 

 

 

 

 

定められた手続きにより設定さ

れる。 

IA システム管理者 認証業務用設備の設計・構築・運用 

障害対応・分析・報告 

IA システム運用者 認証業務用設備の日常運用 

障害認知・状況把握・管理者への連絡・初期対

応 

ｾｷｭﾘﾃｨ ﾏﾈｰｼﾞｬ IA のｾｷｭﾘﾃｨ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発及びﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

ｷｰ ﾏﾈｰｼﾞｬ CA 鍵及び CA 電子証明書に係る業務 

HSM 管理 

ﾌｧｼﾘﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ IA 業務設備室のﾌｧｼﾘﾃｨ-に係わる日常業務 

セーフ・コンビネーション 保管金庫にアクセスする鍵を所有 

 

各役割に従事する者の任命、物理的な部屋毎の入室権限の設定、認証業務設備へのシステ

ム毎のアクセス権限の設定はあらかじめ定められた手続に従い、特定の者がこれを行いま

す。 
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5.3  要員的なセキュリティ統制 

 認証業務に従事する者は入社前・入社後の経歴や経験等を踏まえ、従事するのに適格で

あるかどうかの確認を行った上で、任命・配置が行われます。また、役割毎に必要な知識・

経験、教育訓練計画、最低必要人員が規定されており、この規定に従って人員の配置や教

育訓練が行われます。認証業務の手順の変更の際及び、要員の責任及び権限並びに指揮命

令系統の変更に際しては、必要な範囲内において適切に教育・訓練を実施します。 

 

 個人情報の取扱いと保護、iPROVE CA 秘密鍵の危殆化及び災害等による障害発生など不

測の事態に対する対応策の教育訓練も含め、iPROVE CA は認証業務従事者の信頼性、適格

性及び業務遂行能力の維持・向上に努めます。 
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6 . 技術的セキュリティ統制 

6.1  鍵ペアの生成とインストール 

 iPROVE CA 秘密鍵に関しては、信頼性あるシステムを用いて生成し、その毀損、紛失、

公開、改変、漏洩あるいは無断使用の防止措置を十分に講じて保護します。 

6.1.1  鍵ペアの生成 

1) 認証局鍵ペア生成 

iPROVE CA の鍵ペアの生成は、認証設備室内で専用の電子計算機を用いて、権限

を持つ複数名の要員及びキーマネージャーがそろい、一人の操作だけではできない

方法により暗号モジュール（HSM）内で作成します。 

2) 利用者鍵ペア生成 

利用者の鍵ペアは、利用者自身により、Web による申込み時に利用者の管理する電

子計算機内で生成されます。利用者は、自身の秘密鍵が他人によって使用されたり、

または秘密鍵のコピーが作成されるなどしないように、安全に管理しなければなり

ません。 

6.1.2  電子証明書発行者への公開鍵の配送 

 利用者の公開鍵は、利用者から PKCS#10 のファイルフォーマットで iPROVE CA に配

送されます。 

6.1.3 利用者への CA 電子証明書の配送 

 利用者への iPROVE CA 電子証明書の配送は、利用者が iPROVE CA の Web サイトから

ダウンロードする方法で行われます。利用者は、ダウンロードした CA 電子証明書から作成

したフィンガープリントと、Web サイトに公開されているフィンガープリントを比較する

ことにより、その CA 電子証明書が真正なものかどうかを検証することができます。 

6.1.4  鍵のサイズ 

 iPROVE CA で生成される認証局の鍵のサイズと利用者自身が生成する鍵のサイズは以

下のとおりです。 

 CA：   2048 ビット 

  （CA 電子証明書の有効期限：2005/4/25～2015/4/25 のものは 1024 ビット） 

 利用者：2048 ビット 

     （2014/4/2 以前のものは 1024 ビット） 
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6.1.5 ハードウェア/ソフトウェアでの鍵の生成 

 iPROVE CA の鍵ペアは、暗号モジュール（HSM）内で生成されます。利用者の鍵は、

利用者の管理する電子計算機内で生成されます。 

6.1.6 鍵の使用目的 

 iPROVE CA の鍵は、以下の目的以外に使用されることはありません。 

1) 自己（iPROVE CA）の CA 電子証明書に対する署名 

2) 利用者の電子証明書に対する署名 

3) CRL への署名 

4) リンク証明書への署名 

 

6.2  秘密鍵の保護 

6.2.1  秘密鍵の複数人管理 

 iPROVE CA の秘密鍵の生成及びアクティベーション、バックアップ、及び破棄等につい

ては、複数人管理の下、認証設備室内において定められた手順により行われます。 

6.2.2  秘密鍵のエスクロー 

 iPROVE CA が管理するすべての秘密鍵はエスクローの対象とはなりません。 

6.2.3  秘密鍵のバックアップ 

 iPROVE CA の秘密鍵のバックアップは、鍵が格納されている暗号モジュールと同型の暗

号モジュール間のクローニング（複製）機能によりバックアップを行います。バックアッ

プは、複数人によって行われかつその内の１名では操作できない方法で、認証設備室内に

おいて定められた手順により行われます。バックアップ用の暗号モジュールは、定められ

た手順に従って認証設備室と同等な安全な場所に保管されます。 

6.2.4  秘密鍵の暗号モジュールへの格納 

 iPROVE CA の鍵は暗号モジュール内で生成され、保管されます。 

6.2.5  秘密鍵をアクティブにする方法 

 iPROVE CA の秘密鍵は、その使用にあたり暗号モジュールを操作し、使用可能にする必

要があります。その際には、権限を持つ複数名の要員のうち３名及びキーマネージャーが

認証設備室内にそろい、それぞれの要員が管理するデータキー（IC チップが埋め込まれた

物理的な鍵）を使用することにより、CA の秘密鍵はアクティブな状態になります。 
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6.2.6  秘密鍵を非アクティブにする方法 

 認証設備室内において、複数人によって行われかつその内の１名では操作できない方法

で、システム管理者が認証アプリケーションを停止、もしくは、暗号モジュールのトーク

ンをリーダから抜き取ることにより、同トークンに格納された iPROVE CA の秘密鍵を非

アクティブにします。 

6.2.7  秘密鍵の破棄 

 iPROVE CA 秘密鍵の破棄は、定められた手順に従い、専用の電子計算機を用いて、複数

人の管理の下、鍵を完全に復元できない方法により行われます。また、バックアップされ

た暗号モジュール内にある当該 CA 秘密鍵は一連の作業指示において遅延なく破棄されま

す。 

 

6.3 ネットワークセキュリティ 

 IA 業務用設備は、不正なアクセスを防止するためのファイヤーウォール及び不正なアク

セス等を検知するシステム並びに送信をした設備の誤認、通信内容の盗聴及び改変を防止

するシステムを備えています。RA、IA 間で行われる通信に関しては、それぞれの危険性に

相応するセキュリティ機能を持ったアプリケーションが使用されます。通信設備について

も安全に関し、適切な措置を講じます。 

 

6.4  暗号モジュールセキュリティ 

 iPROVE CA は、認証業務に用いるハードウェアに関して、信頼性ある設備と暗号モジュ

ールを使用します。 

 暗号モジュールを管理する電子計算機には本 CA の鍵ペアの生成やクローニング等を行

うオフラインのものと、暗号モジュール内で利用者証明書への署名等を行うためのオンラ

インのものがあります。これらの電子計算機はすべてのネットワークからの隔離（オフラ

インの場合）もしくは他の電子計算機でのアクセス制御による外部ネットワークからの隔

離（オンラインの場合）等、外部からの不正アクセス対策が行われています。これらの電

子計算機はいずれも暗号モジュールを管理するために専用に使用されており、1 名では物理

的にアクセスできない場所で使用・管理されています。また OS 等の安全性に対する脅威に

ついての情報を常に収集し、問題があればメーカー推奨の修正プログラムを適用する等、

それに対する対策を行います。 
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7 . 証明書と CRL のプロファイル 

7.1  証明書のプロファイル 

 本節では、本認証局が発行する各種の電子証明書のプロファイルについて概説します。

プロファイルの詳細については、別表 1「証明書詳細プロファイル」を参照して下さい。 

7.1.1  証明書の様式 

 認証局は、ITU-T Recommendation X.509 バーション 3 及び RFC5280 に準拠した電子

証明書を発行します。 

7.1.2  証明書拡張領域 

 認証局が発行する電子証明書は、下表に示すように拡張領域を利用します。 

 
拡張領域の名称 Critical 

フラグ 
CA 電子証明書 リンク証明書 電子証明書 

（利用者） 
AuthorityKeyIdentifier 
(認証局鍵識別子) 

FALSE ○ ○※2 ○ 

SubjectKeyIdentifier 
(主体者鍵識別子) 

FALSE ○ ○※3 ○ 

KeyUsage 
（鍵使用法） 

※1 ○ ○ ○ 

certificatePolicies 
(証明書ポリシ) 

FALSE － ○ ○ 

SubjectAltName 
（主体者別名） 

FALSE ○ － － 

BasicConstraints 
（基本制約） 

※1 ○ ○ ○ 

CRLDistributionPoints 
（CRL 配布点） 

FALSE － ○ ○ 

”○”：当該電子証明書に含める項目 
“－”：当該電子証明書に含めない項目 
※1. CA 電子証明書あるいはリンク証明書の場合は TRUE、他の場合は FALSE。 
※2. 当該発行者の CA 電子証明書に SKI が含まれていない場合は利用しない。 
※3. 当該主体者の CA 電子証明書に SKI が含まれていない場合は利用しない。 

 

ただし、本認証局が発行した古い証明書の一部では、上記の内容に異なるプロファイルを

持つものがあります。 

7.1.3 暗号方式 

 電子証明書は、認証局から sha256WithRSAEncryption(オブジェクト識別子: 1 2 840 

113549 1 1 11)方式を用い、2048 ビットの CA 秘密鍵で署名されます。 

2014 年 4月 2日以前発行の電子証明書は、sha1WithRSAEncryption(オブジェクト識別子: 

1 2 840 113549 1 1 5)方式を用い、1024 ビットの CA 署名鍵で電子署名されています。ま
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た、各々の電子証明書に含まれる公開鍵が RSA 方式（オブジェクト識別子: 1 2 840 113549 

1 1 1）であることを記載しています。 

7.1.4  名前の形式 

認証局が発行する各種の電子証明書の含まれる識別名には、ITU-T X.500 識別名

（DN:Distinguished Name）が用いられます。利用者の電子証明書の識別名(Subject)には、

電子メールアドレスも記載されます。また、その他の属性情報が掲載される場合がありま

す。 

  

7.1.5  名前の制約 

 電子証明書の記述に使用する言語は英語です。認証局の名称、利用者の氏名も英語（ロ

ーマ字等）で表記されます。 

7.1.6  発行番号 

 iPROVE 内で一意に特定できる番号が整数型で各電子証明書に記載されます。 

7.1.7  有効期間 

認証局が発行する各種電子証明書の有効期間は以下のとおりです。 

 

電子証明書の種類 有効期間 鍵の更新頻度 
電子証明書の 

更新（または発行）頻度 
CA 電子証明書 10 年 

 
9 年ごと 鍵の更新時 

リンク証明書 
（OldWithNew） 

旧世代の鍵を作成した日時～ 
旧世代の CA 電子証明書の有効

期限 

－ 認証局鍵の更新時 

リンク証明書 
（NewWithOld） 

新世代の鍵を作成した日時～ 
少なくとも旧世代の鍵で最後に

発行した証明書の有効期限 

－ 認証局鍵の更新時 

電子証明書 
（利用者） 

396 日（約 13 ヶ月） 
 

左記に同じ 鍵の更新時 

 

 

7.2  CRL プロファイル 

本節では、本認証局が発行する CRL のプロファイルについて概説します。プロファイル

の詳細については、別表２「CRL 詳細プロファイル」を参照して下さい。 

7.2.1  CRL の様式 

 本 CA は、ITU-T Recommendation X.509 バーション２及び RFC5280 に準拠した CRL

を発行します。 
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7.2.2  失効に関する情報 

 CRL には、失効した電子証明書のシリアル番号、失効日時、CRL 理由コードが記載され

ます。 

7.2.3  ＣＲＬの有効期間 

 CRL の有効期間は、今回更新日時から次回更新日時までの２日間です。 

 

7.2.4 ＣＲＬへの掲載期間 

 CRL への掲載期間は、失効した電子証明書の有効期間までです。 
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8 . 仕様管理 

 iPROVE CA は、監査の結果や新技術の動向を踏まえ、業務の改善に努めるとともに、必

要ある場合には本 CPS を改訂し、その結果の評価を行います。 

 

8.1  CPS の仕様変更手続き 

 iPROVE CA は、利用者または、依拠する当事者に事前の承諾なしに随時、本 CPS を修

正することができます。iPROVE CA は、本 CPS の修正版、または修正部分をリポジトリ

に掲載することができます。iPROVE CA は、CPS に変更が発生した場合、変更内容は、

iPROVE CA に設置された、認証業務検討委員会で検討され、その変更内容を反映した CPS

は、またはその修正部分が、認証局責任者による承認後にリポジトリに格納され、公開さ

れます。 

8.1.1  実務上の最新情報とお知らせ 

 リポジトリ（https://iprove.jnotary.com/repository/updates 参照）に掲載された本 CPS

の修正は、本 CPS を修正する効力を有します。かかる修正は、CPS の関連する版の相違す

る規定及び指定された規定に優先します。 

8.1.2  修正への同意 

 利用者が、修正の公表後 15 日以内に、自己の電子証明書の失効を要請しないときには、

修正に同意したものとみなされます。 
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9  別表１ 証明書詳細プロファイル 

9.1 CA 電子証明書のプロファイル 

【基本領域】 

領域名 設定値（例） 補足説明 

version 
（バージョン番号） 

2 バージョンが 3 であることを示す 

serialNumber 
（発行番号） 

… ユニークな値 

signature 
（署名アルゴリズム） 

1.2.840.113549.1.1.11 Sha256WithRSAEncryption を

示す 
issuer  
（発行者名） 

o=”Japan Digital Notarization Authority, Inc.” 
cn=”Japan Digital Notarization Authority 
iPROVE CA” 

PrintableString で記載 

validity 
（有効期間） 

 10 年有効 

notBefore （開始日） YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） UTC 時刻型で記載 
notAfter （終了日）  YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） UTC 時刻型で記載 

subject 
（主体者名） 

o=”Japan Digital Notarization Authority, Inc.” 
cn=”Japan Digital Notarization Authority 
iPROVE CA” 

PrintableString で記載 
issuer と同じ値 

subjectPublicKeyInfo   
（主体者の公開鍵） 

  

algorithm（アルゴリズム） 1.2.840.113549.1.1.1 rsaEncryption を示す 
subjectPublicKey（公開鍵） … 主体者の公開鍵 2048 ビット長 

【拡張領域】 

領域名 
Critical 
フラグ 

設定値（例） 補足説明 

AuthorityKeyIdentifier 
(認証局鍵識別子) 

FALSE   

keyIdentifier  … 発行者（＝CA）の鍵の識別子 
SubjectKeyIdentifier 
(主体者鍵識別子) 

FALSE … 主体者（＝CA）の鍵の識別子 

KeyUsage 
 （鍵使用法） 

TRUE keyCertSign, cRLSign  

BasicConstraints 
（基本制約） 

TRUE   

cA  TRUE CA であることを示す 
SubjectAltName 
（主体者別名） 

FALSE cn=… 弊社使用の識別コード 
PrintableString で記載 

 

※ 本認証局の発行した一部の古い CA 電子証明書は、上記に示した内容と若干の違いがあ

るプロファイルを持つものがあります（有効期間 5 年、AuthorityKeyIdentifier と

SubjectKeyIdentifier を利用しない等）。詳細については、リポジトリに掲載された旧版の

CPS をご参照ください。
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9.2  リンク証明書のプロファイル 

（OLDwithNEW） 

【基本領域】 

領域名 設定値（例） 補足説明 

version 
（バージョン番号） 

2 バージョンが 3 であることを示す 

serialNumber 
（発行番号） 

… ユニークな値 

signature 
（署名アルゴリズム） 

1.2.840.113549.1.1.11 Sha256WithRSAEncryption を

示す 
issuer  
（発行者名） 

o=”Japan Digital Notarization Authority, Inc.” 
cn=”Japan Digital Notarization Authority 
iPROVE CA” 

PrintableString で記載 

validity 
（有効期間） 

  

notBefore （開始日） YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） UTC 時刻型で記載 
notAfter （終了日）  YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） UTC 時刻型で記載 

subject 
（主体者名） 

o=”Japan Digital Notarization Authority, Inc.” 
cn=”Japan Digital Notarization Authority 
iPROVE CA” 

PrintableString で記載 
issuer と同じ値 

subjectPublicKeyInfo   
（主体者の公開鍵） 

  

algorithm（アルゴリズム） 1.2.840.113549.1.1.1 rsaEncryption を示す 
subjectPublicKey（公開鍵） … 旧世代の公開鍵 1024 ビット長 

【拡張領域】 

領域名 
Critical 
フラグ 

設定値（例） 補足説明 

AuthorityKeyIdentifier 
(認証局鍵識別子) 

FALSE  新世代の鍵の識別子 

keyIdentifier  … 発行者の鍵の識別子 
SubjectKeyIdentifier 
(主体者鍵識別子) 

FALSE … 旧世代の鍵の識別子 
 

KeyUsage 
 （鍵使用法） 

TRUE keyCertSign, cRLSign  

certificatePolicies 
(証明書ポリシ) 

FALSE   

policyIdentifier  2.5.29.32.0 “ANY-POLICY”を示す 
CRLDistributionPoints 
（CRL配布点） 

FALSE   

distributionPoint  “http://esignonsitecrl.symauth.jp/J
apanDigitalNotarizationAuthorityI
ncJapanDigitalNotarizationAuthor
ityiPROVECA/LatestCRL.crl” 

URI にて記載 

basicConstraints 
(基本制約) 

TRUE   

cA  TRUE CA であることを示す。 
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(NEWwithOLD) 

【基本領域】 

領域名 設定値（例） 補足説明 

version 
（バージョン番号） 

2 バージョンが 3 であることを示す 

serialNumber 
（発行番号） 

… ユニークな値 

signature 
（署名アルゴリズム） 

1.2.840.113549.1.1.11 Sha256WithRSAEncryption を

示す 
issuer  
（発行者名） 

o=”Japan Digital Notarization Authority, Inc.” 
cn=”Japan Digital Notarization Authority 
iPROVE CA” 

PrintableString で記載 

validity 
（有効期間） 

  

notBefore （開始日） YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） UTC 時刻型で記載 
notAfter （終了日）  YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） UTC 時刻型で記載 

subject 
（主体者名） 

o=”Japan Digital Notarization Authority, Inc.” 
cn=”Japan Digital Notarization Authority 
iPROVE CA” 

PrintableString で記載 
issuer と同じ値 

subjectPublicKeyInfo   
（主体者の公開鍵） 

  

algorithm（アルゴリズム） 1.2.840.113549.1.1.1 rsaEncryption を示す 
subjectPublicKey（公開鍵） … 新世代の公開鍵 2048 ビット長 

【拡張領域】 

領域名 
Critical 
フラグ 

設定値（例） 補足説明 

AuthorityKeyIdentifier 
(認証局鍵識別子) 

FALSE  旧世代の鍵の識別子 

keyIdentifier  …  
SubjectKeyIdentifier 
(主体者鍵識別子) 

FALSE … 新世代の鍵の識別子 
 

KeyUsage 
 （鍵使用法） 

TRUE keyCertSign, cRLSign  

certificatePolicies 
(証明書ポリシ) 

FALSE   

policyIdentifier  2.5.29.32.0 “ANY-POLICY”を示す 
CRLDistributionPoints 
（CRL配布点） 

FALSE   

distributionPoint  “http://esignonsitecrl.symauth.jp/J
apanDigitalNotarizationAuthorityI
ncJapanDigitalNotarizationAuthor
ityiPROVECA/LatestCRL.crl” 

URI にて記載 

BasicConstraints 
(基本制約) 

TRUE   

cA  TRUE CA であることを示す。 
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9.3 利用者の電子証明書のプロファイル 

【基本領域】 

領域名 設定値（例） 補足説明 

version 
（バージョン番号） 

2 バージョンが 3 であることを示す 

serialNumber 
（発行番号） 

… ユニークな値 

signature 
（署名アルゴリズム） 

1.2.840.113549.1.1.11 Sha256WithRSAEncryption を

示す 
issuer  
（発行者名） 

o=”Japan Digital Notarization Authority, Inc.” 
cn=”Japan Digital Notarization Authority 
iPROVE CA” 

PrintableString で記載 

validity 
（有効期間） 

 有効期間は 396 日（約 13 ヶ月） 
 
 

notBefore （開始日） YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） UTC 時刻型で記載 
notAfter （終了日）  YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） UTC 時刻型で記載 

subject 
（主体者名） 

o=”Japan Digital Notarization Authority, Inc.” 
ou=”Japan Digital Notarization Authority 
iPROVE CA” 
ou=”Group - XXXXX” 
ou=”General - XXXXX” 
cn=利用者の名前のローマ字 
e=利用者のメールアドレス 

o, ou は T61String 、 cn は

PrintableString、e は IA5String
で記載 

subjectPublicKeyInfo   
（主体者の公開鍵） 

  

algorithm（アルゴリズム） 1.2.840.113549.1.1.1 rsaEncryption を示す 
subjectPublicKey（公開鍵） … 主体者の公開鍵。2048 ビット長 

【拡張領域】 

領域名 
Critical 
フラグ 

設定値（例） 補足説明 

AuthorityKeyIdentifier 
(認証局鍵識別子) 

FALSE   

keyIdentifier  … 発行者の鍵の識別子 
SubjectKeyIdentifier 
(主体者鍵識別子) 

FALSE …  
主体者の鍵の識別子 

BasicConstraints 
（基本制約） 

FALSE   

cA  FALSE CA でないことを示す 
KeyUsage 
（鍵使用法） 

FALSE DigitalSignature, 
keyEncipherment 

 

certificatePolicies 
(証明書ポリシ) 

FALSE   

policyIdentifier       0.2.440.200148.2.2.1 本認証局の証明書ポリシ 
policyQualifiers      

policyQualifierId 
qualifier 

  
id-qt-cps (1.3.6.1.5.5.7.2.1)  
“https://iprove.jnotary.com/reposit
ory/CPS”  

 

CRLDistributionPoints 
（CRL配布点） 

FALSE   

distributionPoint  “http://esignonsitecrl.symauth.jp/J
apanDigitalNotarizationAuthorityI
ncJapanDigitalNotarizationAuthor
ityiPROVECA/LatestCRL.crl” 

URI にて記載 
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※ 本認証局の発行した古い電子証明書の一部では、上記に示した内容と若干の違いがある

プロファイルを持つものがあります。詳細については、リポジトリに掲載された旧版の CPS

をご参照ください。 
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10  別表２ CRL 詳細プロファイル 

10.1 CRL のプロファイル 

【基本領域】 

領域名 設定値（例） 補足説明 

version 
（バージョン番号） 

1 バージョンが 2 であることを示す 

signature 
（署名アルゴリズム） 

1.2.840.113549.1.1.11 Sha256WithRSAEncryption を示

す 
issuer  
（発行者名） 

o=”Japan Digital Notarization Authority, Inc.” 
cn=”Japan Digital Notarization Authority 
iPROVE CA” 

PrintableString で記載 

thisUpdate 
（今回の更新日時） 

YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） 24 時間で更新 
UTC 時刻型で記載 

nextUpdate 
（次回の更新期限） 

YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） thisUpdate + 48 時間(２日間) 
UTC 時刻型で記載 

revokedCertificates （失効した電子証明書のリスト） 
userCertificate 
（失効した電子証明書） 

… 失効した電子証明書の発行番号

（serialNumber） 
revocationDate 
（失効日時） 

YYMMDDHHMMSSZ（年月日時分秒） 失効処理が行われた日時 
UTC 時刻型で記載 

【拡張領域（crlEntryExtensions／失効リストエントリ拡張）】 

領域名 
Critical 
フラグ 

設定値（例） 補足説明 

reasonCode 
(失効理由) 

FALSE … ※ reasonCode は掲載されない

場合もあります 

【拡張領域（crlExtensions／失効リスト拡張領域）】 

領域名 
Critical 
フラグ 

設定値（例） 補足説明 

AuthorityKeyIdentifier 
(認証局鍵識別子) 

FALSE   

keyIdentifier  … 発行者の鍵の識別子 
ｃRLnumber 

(CRL番号) 
FALSE … CRL の番号 

 

 

※ 本認証局の発行した古い CRL の一部では、上記に示した内容と若干の違いがあるプロ

ファイルを持つものがあります。詳細については、リポジトリに掲載された旧版の CPS を

ご参照ください。 

 


