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１．概要 

 株式会社Ｐ２ＧＲＡＭ 電子証明書認証運用規定（Certification Practice Statement 以下

「本 CPS」という）は、認証機関（Certification Authority 以下「CA」という）が行う電

子証明書の発行、取消、電子証明書を基礎とする公開鍵インフラストラクチャ（PKI：Public 

Key Infrastructure）の運用維持に関する諸手続きを規定したものである。 

 本 CPS は、電子署名及び認証業務に関する法律（以下「電子署名法」という）の特定認

証業務に関する株式会社Ｐ２ＧＲＡＭ 電子証明書サービス（以降「本サービス」という）

に適用する。 

 本サービスのユーザは、CP、本 CPS 及びサービス利用規定の内容を署名検証者自身の利

用目的に照らして評価する必要がある。また、署名検証者は、署名検証者利用規定、CP,本

CPS の内容を署名検証者自身の利用目的に照らして評価する必要がある。 

 本 CPS は、技術面、サービス面の発展や改良に伴い、それらを反映するために必要に応

じて改訂されるものとする。 

 

１．１ CP,CPS 利用規定 

 当社は、本サービスの提供にあたり自らのポリシー及び保証並びに加入者、署名検証者の

義務等を、CP, 本 CPS 規定によって包括的に定める。なお、それぞれの文書間で内容が抵

触する場合は、CP、本 CPS、サービス利用規定の順に優先して適用されるものとする。 

 この文書は、電子署名者、署名検証者がいつでも閲覧できるように次のURLで公開する。 

 https://www.pgmarket.jp/capolici/ 

 

① CP 

 本 CP は、電子証明書の目的、適用範囲、証明書プロファイル、本人確認方法及びユーザ

の鍵管理関する事項を中心に記述した文書である。 

② CPS 

 CPS は、本 CA の運用に係る事項及び認証業務に係る一般的な規定を記述した文書であ

る。 

③CA 

 本サービスの CA は当社が開発した PKI システムを採用する。 

④署名検証者 

 署名検証者とは、本サービスを利用し電子署名された情報を受信し、当該利用者が当該電

子署名を行ったものであることを確認する者である。署名検証者は、CP,本 CPS およびサ

ービス利用規定の内容を署名検証者自身の利用目的に照らして評価したうえで利用してい

るとみなされる。 
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２．一般規定 

２．１ CA の義務 

 株式会社Ｐ２ＧＲＡＭは、電子認証基盤の上で運用される CA のために、リポジトリー

を用意する。リポジトリーは、24 時間 365 日利用できるよう維持管理を行う。ただし、 

利用可能な時間帯においてもシステム保守、CA ごとの要件等により、利用できない場合 が

ある。  

 

 証明情報の公開証明書利用者および検証者がオンラインによって閲覧可能となるように、

本 CPS をリポジトリーに格納する。 電子認証基盤の上で運用される CA 特有の公開情報

については、電子認証基盤の上で運用 される CA の CP に規定する。  

 

 公開の時期または頻度 本 CPS は、変更の都度、リポジトリーに公開する。 電子認証基

盤の上で運用される CA 特有の公開情報に関する公開の時期および頻度ついては、電子認

証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

 リポジトリーへのアクセス管理 リポジトリーへのアクセス管理については、電子認証基

盤の上で運用される CA の CP に 規定する。 

 

２．３ 各種規定  

 

名前の種類  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

名前が意味をもつことの必要性  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

証明書利用者の匿名性または仮名性  

 本サービスは、匿名や仮名は認めないものとする。  

 

様々な名前形式を解釈するための規則  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

 名前の一意性  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  
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 認識、認証および商標の役割  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

 私有鍵の所持を証明する方法  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

 個人の認証  

  本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

 権限の正当性確認  

  本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

  鍵更新申請時の本人性確認と認証  

  本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

 証明書失効後の鍵更新時における本人性確認と認証  

  本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

 失効申請時の本人性確認と認証  

  本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

 証明書の申請を行うことができる者  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。 

 

 申請手続および責任 

  本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。 

 

  証明書申請手続  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

 証明書申請の承認または却下  

  名前の一意性が保たれない申請はシステムが自動的に却下する。 

 

 証明書申請の処理時間  

  サービス利用規約 に規定する。  
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証明書発行時の処理手続  

 サービス説明ホームページに記載する。 

 

証明書利用者への証明書発行通知  

 登録されたメールへ通知する。 

 

認証局による証明書の公開  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

証明書利用者の私有鍵および証明書の用途  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

検証者の公開鍵および証明書の用途  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

証明書の更新 

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

更新申請の処理手続  

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。  

 

証明書利用者に対する新しい証明書の発行通知  

 登録されたメールへ通知する。 

 

証明書の失効について  

 証明書の失効は、証明書利用者が必要に応じて、サービスシステムから申請することがで

きる。但し、ご利用料金未納時など失効させることができない状態もある。 

 

 証明書失効リストについて 

 本項は、電子認証基盤の上で運用される CA の CP に規定する。 発行頻度は、任意の

期間とする。 

 

設備上、運営上、運用上の管理  

 セキュアなクラウドサーバ上で、サービスを運用する。耐災害性などは、クラウドサーバ

に依存する。 
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 サービスの料金 

  サービスご利用規約に規定する。 

 

 タイムスタンプ 

   システム時間とする。 

 

認証基盤システムの運用を行うために必要な役割を次のとおり定める。 

  サービス責任者 ・ 電子認証基盤の統括 ・ 認証基盤システムの変更、 

  運用手続変更の 承認  

  サービス運用管理者 ・ 運用担当者への作業指示 ・  

  CA 私有鍵に関する作業立会い  ・ サービス運用の全般管理 

   CA 管理者 ・ CA サーバ、リポジトリーサーバ等、 

  認証基盤システムの維持管理 ・ CA 私有鍵の活性化、非活性化等の操作 

   ログ検査者 ・ 入退室ログ、システムログ等の検査  

  次の内容を監査ログとして記録する。 

  認証局システムに関するログ ・ 認証局の私有鍵の操作 ・  

  認証局システムの起動･停止 ・ データベースの操作 ・  

  権限設定の履歴 ・ 証明書の発行、失効の処理履歴 ・ CRL の発行 

  サービス運用管理者については、ログ検査者との兼務を可能とする。  

  業務上必要な文書のみの閲覧を要員に対して許可する。  

 

 認証基盤システムを直接操作する担当者には、専門のトレーニングを受け、PKI の概要 と

システムの操作方法等を理解している者を配置する。 

 

 要員が役割に就く前に認証基盤システムの運用に必要な 教育を実施し、以降、必要に応

じ、役割に応じた教育・訓練を実施する。 

 

 法の定めによる場合および証明書利用者による事前の承諾を得た場合を除いて、サービ

スに関する情報を社外に開示しない。但し、かかる法的手続、司法手続、行政手続あるいは

法律で要求されるその他の手続に関連してアドバイスする法律顧問および財務顧問に対し、

当社は機密保持対象として扱われる情報を開示することができる 

 

３．電子認証基盤の上で運用される CA の鍵管理など 

 鍵ペアの生成 電子認証基盤の上で運用される CA の鍵ペアの生成には、オープンソース

モジュールを使用する。 



株式会社Ｐ２ＧＲＡＭ CPS 

Certification Pactice Statement Ver.1.00 

9 

 

 鍵ペアの生成作業は、システムが自動で行う。 

 CA の私有鍵のバックアップは行わない。 

 認証基盤システムへのネットワークからの不正アクセス 対策として、ファイアウォール、 

等を設置する 

  

４．個人情報として扱われる情報  

 国内の法令に基づき個人情報として定められた情報を個人情報として取り扱い、適切に

管理する。契約の実施および終結にあたり知りえた相手方の個人情報は、契約期間中と契約

終了後であるとを問わず、一切第三者に漏洩してはならないものとする。電子認証基盤の上

で運用される CA の運用における個人情報保護管理者を選任するものとし、個人情報保護

管理者は個人情報の取り扱いに関し、サービスに従事する社員に対し社内規定を遵守させ

るものとする。 

 

 法令で定められた場合を除き、証明書利用者から同意を 得た利用目的以外で個人情報を

利用しない。個人番号、特定個人情報については、法令 で認められた利用目的の範囲内、

かつ証明書利用者から同意を得た利用目的で利用する。  

 

 法令、規則、裁判所の決定・命令、行政庁の命令・指示等により開示を要求された場合 は、

証明書利用者の個人情報を開示することができるものとする。 

 

５．その他 

 紛争解決手続などは、サービスご利用規約に規定する。 

 本 CPS は、当社の判断によって適宜改訂される。 

変更した本 CPS をすみやかに公表することをもって、関係者 に対する告知とする。 

 


