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 はじめに 

 

オンラインで診療報酬等の請求を行う際には、その情報の重要性を鑑みて、送受信を行

う者の認証及び通信情報の暗号等の措置を講じ、通信データを安全にやり取りする必要が

ある。 

オンライン請求システム専用認証局（以下「本認証局」という。）では、オンライン請求

システムで通信データをやり取りする者に対して、審査を実施し、電子証明書（以下「証

明書」という。）の発行及び失効状況の公開を行い、通信を行う者同士が互いにその正当性

を確認できる環境を提供する。 

これは、オンライン請求システムの通信の安全性の基盤となるものであることから、本

認証局の運用は厳格に行う必要がある。 

本認証局運用規程（以下「本規程」という。）は、本認証局で証明書の発行、更新及び失

効等の運用を行う際の手続きを記述したものである。本認証局は、本規程に則り運用を行

うことで、オンライン請求システムを利用する者に対して、信頼されるサービスの提供に

努める。 

一方、本規程は、医療機関、薬局及び保険者等の証明書を利用する者が守るべき事項に

ついても記載している。通信の安全というものは、その仕組みを用意する者だけでなく、

通信を行うすべての者がその役割を認識し、適切に運用を行っていくことで守られるもの

である。 

オンライン請求システムを利用するすべての者は、オンライン請求システムが安全に医

療情報をやり取りする基盤であり続けるためにも本規程及び関連規約に則り運用を行って

いただきたい。 

 

 

 

 

 

オンライン請求システム専用認証局 

運営委員会 
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第１ 概説 

本章では、本認証局の概要、関係者、証明書の用途及び用語の定義等について記述する。 

 

１ 概要 

本規程は本認証局の運用規程である。 

本規程の構成は、IETF RFC3647 に準拠している。 

 

２ 文書名と識別 

本規程の正式名称は「オンライン請求システム専用認証局 運用規程」とする。 

オンライン請求システムとは、診療報酬等のデータを、オンラインを利用して授受する

システムをいう。 

本認証局では、オブジェクト識別子は付与しない。 
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３ 関係者 

本節では、本認証局の関係者について記述する。 

本認証局の関係者を「図 1 関係者」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 関係者 
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システムベンダ・販売会社 

特定保健指導実施機関 

請求事務代行者 

厚生労働省労働基準局 

発行局・配布局 

社会保険診療報酬支払基金 

国民健康保険中央会 

厚生労働省労働基準局 

労災指定医療機関等 
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 認証局 

本認証局は、運営方針を協議する認証局運営委員会、登録局、発行局及び配布局よ

り構成される。 

 

 認証局運営委員会 

(ｱ) 構成 

・認証局運営委員会は、認証局運営委員により構成する。 

・認証局運営委員は、別途定める認証局運営委員会規程に基づき、社会保険診療

報酬支払基金、国民健康保険中央会及び厚生労働省労働基準局から選出する。 

(ｲ) 役割 

・認証局責任者、認証局副責任者及び認証局秘密鍵管理者の任命及び解任を行 

う。 

・本認証局の運営方針に関する事項について協議する。 

・本規程の策定、管理及び改定に関する事項について協議する。 

・認証局運用体制の策定に関する事項について協議する。 

・認証局運営委員会での協議内容について、社会保険診療報酬支払基金、国民健

康保険中央会及び厚生労働省労働基準局に諮り、承認を得る。 

 

 登録局 

登録局では、証明書発行対象者からの依頼に対して、依頼内容の適切な審査及び

登録業務を行い、発行局への証明書の発行要求及び失効要求を行う。 

登録局は、社会保険診療報酬支払基金がその役割を担う。 

 

 発行局 

発行局では、登録局からの証明書の発行要求及び失効要求に基づき証明書の発行

及び失効の処理を行う。 

発行局は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会がその役割を担う。 

 

 配布局 

配布局では、発行局で発行した証明書の失効情報等の提供を行う。 

また、加入者への証明書の配付を行う。 

配布局は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会がその役割を担う。 
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 証明書発行対象者 

本認証局の証明書発行は、オンライン請求システムに関連する者が対象であり、加

入者（オンライン請求システムを利用する者）及びサービス提供者（オンライン請求

に関連するサービスを提供する者）に分類する。 

 

 加入者 

加入者とは、オンライン請求システムを利用する者を指す。加入者の範囲は以下

のとおり。 

・健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関及び保険薬局 

・国民健康保険法第三十六条第三項の規定による保険医療機関及び保険薬局 

・社会保険診療報酬支払基金法第一条及び第十五条に基づき契約する保険者等 

・高齢者の医療の確保に関する法律第二十八条の規定による健康保険法第六十三条

第三項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるもの 

（特定健康診査実施機関、特定保健指導実施機関） 

・労働者災害補償保険法施行規則第十一条第一項の規定による労働者災害補償保険

法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所

又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局 

（労災指定医療機関等） 

・商業登記簿の写しで確認可能なレセプトコンピュータ等のシステム開発及びシス

テム販売を行う会社（システムベンダ・販売会社） 

・療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第四条の規定によ

る請求事務代行者（医師会等） 

 

 サービス提供者 

サービス提供者とは、オンライン請求に関連するサービスを提供する者を指す。

具体的には、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会、都道府県国民健康

保険団体連合会及び厚生労働省労働基準局その他適当と認められるものとする。 

 

 検証者 

検証者とは、証明書を検証する者を指す。加入者とサービス提供者の間で証明書を

用いた認証を行う場合、サービス提供者の証明書の検証者は加入者となり、加入者の

証明書の検証者はサービス提供者となる。 

 

 その他の関係者 

本認証局にその他の関係者は存在しない。 
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４ 証明書の用途 

本節では、本認証局で発行する証明書の用途について記述する。 

 

 証明書の用途 

本認証局で発行する証明書は、以下の目的に利用することができる。 

なお、詳細は「第４.５ 証明書の利用」に記述する。 

 

ア オンライン請求システムを利用する際の認証及び暗号化通信 

 

イ オンライン請求システムにおいてサービス提供者が提供するアプリケーションに

対する電子署名及び検証 

 

 禁止事項 

本認証局で発行する証明書は、証明書の用途に定める目的以外に利用してはならな

い。 

 

５ 認証局運用規程の管理 

本節では、本規程の管理を行う者の組織、電話番号等の連絡先について記述する。 

なお、本規程の改定の手続きについては「第９.１２ 改定」で記述する。 

 

 管理組織 

本規程の管理組織は、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会及び厚生労

働省労働基準局で構成する認証局運営委員会とする。 

 

 問合せ先 

本規程に関する問合せ先は以下のとおり。 

 

社会保険診療報酬支払基金 

窓口：社会保険診療報酬支払基金 経営企画部 事業推進課 

受付時間：平日 9:00～17:00 

電話番号：03-3591-7441 

 

国民健康保険中央会 

窓口：国民健康保険中央会 医療保険部 国保総合システム管理課 

受付時間：平日 9:00～17:00 

電話番号：03-3581-6811 
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厚生労働省労働基準局 

窓口：厚生労働省 労働基準局 労災保険業務課 

受付時間：平日 9:00～17:45 

電話番号：03-3920-3311（代表） 

 

 適合性の判断者 

本認証局を構築及び運営する上での方針となる文書と本規程の適合性についての判

断は、認証局運営委員会が行う。 

また、他の認証局と相互運用を行う場合は、認証局同士のセキュリティレベルを合

わせる必要があるが、その際の各々の認証局運用規程の適合性の判断についても、認

証局運営委員会において行う。 

なお、本規程は、「レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに関するガイドラ

イン」（平成 20 年 2 月 20 日付け保総発第 0220003 号厚生労働省保険局総務課長通知）

に適合している。 

 

 承認手続 

本規程は、認証局運営委員会において協議を行った後、社会保険診療報酬支払基金、

国民健康保険中央会及び厚生労働省労働基準局の承認を経ることとする。 

 

６ 用語の定義 

本規程で使用する用語の意味を「表 1 用語」に示す。 

 

表 1 用語 

№ 用 語 意 味 

1 CRL 

(Certificate Revocation 

 List) 

有効期限内の証明書を失効した際に記載される証明書

の失効リスト（証明書失効リスト）。失効リストには証

明書を特定する証明書シリアル番号や失効理由等の情

報が記載される。 

2 DN 

(Distinguished Name) 

識別名を意味し、組織名やユーザ名等をカンマで区

切って並べたもの。証明書では「c=JP、o=○○…」の

記法にて証明書の所有者を識別する。 

3 FIPS 140-2 レベル 3 

(Federal Information 

 Processing Standard) 

米国連邦政府にてハードウエア及びソフトウエアの暗

号モジュールに対するセキュリティ要件を規定したも

の。 
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№ 用 語 意 味 

4 HSM 

(Hardware Security 

 Modules) 

暗号処理機能を有し、認証局秘密鍵をハードウエア内

部で安全に管理する装置（鍵管理装置）。認証局秘密鍵

は HSM 内部にて生成され、HSM の外部へ鍵を取り出す

ことは出来ない。鍵の使用も活性化データと PIN（パス

ワード）により鍵への不正アクセスを防止している。 

5 IETF RFC3647 

(Internet Engineering 

 Task Force Request For 

 Comment) 

認証局運用規程の記載項目について、IETF（インター

ネットで利用される技術について標準化する組織）に

よって標準化された規約のこと。 

6 Issuer 証明書の発行者を意味し、本認証局が Issuerに該当す

る。 

7 ITU-T X.500 

(International 

 Telecommunication 

 Union-Telecommunication 

 sector) 

ITU-T は国際電気通信連合の電気通信標準部門であ

り、通信分野の標準を策定している。X.500は ITU-Tに

て定められたディレクトリサービスの規格のこと。 

8 OCSP 

(Online Certificate 

 Status Protocol) 

証明書の有効性を検証するプロトコル。証明書の有効

性を検証したいクライアントは、OCSPサーバに検証依

頼を行うことにより、リアルタイムに失効有無の確認

が可能となる。 

9 OID 

(Object ID) 

オブジェクト識別子を参照のこと。 

10 RSA Encryption 

(Rivest Shamir Adleman) 

RSA 公開鍵暗号のことで、暗号／復号及び電子署名を

行う。 

11 SHA1 

(Secure Hash Algorithm 

1) 

ハッシュ関数の一つ。任意の長さのデータから 160

ビットのハッシュ値を生成するハッシュ関数のこと。 

12 SSL 

(Secure Socket Layer) 

Netscape 社が開発した通信の暗号化や通信相手を識

別する技術のこと。 

13 Subject 

 

主体者（証明書の所有者）を表す識別名のこと。 

14 暗号モジュール 暗号機能を備えたハードウエア又はソフトウエアのこ

と。 

15 一意性 

 

１つに特定できる性質を意味する。 
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№ 用 語 意 味 

16 依頼書 利用者証明書の発行依頼及び失効依頼を行う際の依頼

文書のこと。 

17 エントリ 

 

情報の名簿（一覧）のこと。 

18 オブジェクト識別子 組織や文書等を電子的に識別するために、全世界で一

意になるように割り当てられた番号のこと。 

19 鍵ペア 公開鍵暗号で生成される一組の鍵のこと。一組の鍵と

は、秘密鍵と公開鍵を指す。 

20 活性化 ハードウエア又はソフトウエアに備えられた機能によ

り、機器を使用できる状態にすること。 

21 活性化データ 

 

活性化を行うためのデータのこと。 

22 監査ログ システムの操作及び証明書発行／失効等の処理を行っ

た際に記載されるログ（証跡情報）のうち、監査に使

用されるログのこと。 

23 危殆化 データの信頼性を失うこと。鍵の危殆化とは、本人の

みが保管している秘密鍵の情報が漏洩等により、信頼

性を失うことを指す。 

24 キャビネット 戸棚のこと。資料及び電子媒体等を保管するのに利用

される。 

25 公開鍵 公開鍵暗号方式にて生成される鍵ペアのうち、本人以

外にも公開する鍵のこと。公開鍵は証明書内に記載さ

れる。 

26 公開鍵アルゴリズム 暗号をする鍵と復号をする鍵が異なる暗号演算方式

（公開鍵暗号方式）のことであり、それぞれの鍵のこ

とを秘密鍵、公開鍵と呼ぶ。 

27 コード署名証明書 配布するアプリケーションへ電子署名するために利用

する証明書のこと。アプリケーションに付与された電

子署名により、アプリケーションの提供者の正当性を

検証することができる。 

28 サーバ証明書 SSL を行うときに必要となるサーバの証明書のこと。

サーバ認証に利用される。 

29 自己署名証明書 

 

認証局自身の証明書のこと。 
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№ 用 語 意 味 

30 主体者公開鍵情報アルゴリ

ズム 

証明書の主体者（証明書の所有者）が持つ公開鍵のア

ルゴリズム（手順）のこと。 

31 証明書ステータス 証明書の状態を指す。証明書の状態には有効（利用可

能状態）、失効（利用不可状態）があり、証明書の有効

期限や CRL から状態を確認する。 

32 署名アルゴリズム 証明書上の署名（Signature）の項目に記載される、署

名用アルゴリズム（手順）のこと。 

33 脆弱性 コンピュータやネットワークなどの情報システムにお

いて、システムに権限のない者が悪意に利用できてし

まう欠陥や仕様上の問題等のこと。 

34 タイムスタンプ ファイル等に記録された日時情報のこと。ある処理が

いつ実施されたかを記載するために用いられる。 

35 バックアップデータ 保存されたデータのこと。バックアップデータはハー

ドウエアの故障等の際にシステムを復元するために利

用される。 

36 ハッシュ関数 

 

任意の長さのデータから固定長の疑似乱数を生成する

演算手法のこと。 

37 ハッシュ値 

 

ハッシュ関数により生成した値のこと。 

38 パラメータ ソフトウエアが処理を行う際に与える設定情報であ

り、この情報によりソフトウエアの処理内容又は処理

結果が変化する。 

39 非活性化 ハードウエア又はソフトウエアに備えられた機能によ

り、機器を使用できない状態にすること。 

40 秘密鍵 公開鍵暗号方式にて生成される鍵ペアのうち、所有者

本人のみが保有する鍵のこと。 

41 秘密鍵の預託 秘密鍵を第三者へ預けること。第三者へ秘密鍵を預け

ることにより、秘密鍵の厳重な管理及び消失時の復元

を可能とする。 

42 ファイアウォール 部外者が無断でネットワークやコンピュータへ侵入出

来ないように防御するシステムのこと。 

43 プロファイル 証明書及び CRL に記載された情報。証明書の有効期間

や識別名等もプロファイルの情報である。 

44 証明書ポリシー 共通のセキュリティ要件を満たした規程を意味する名

称のこと。他の規程と区別する際に使用される。 
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№ 用 語 意 味 

45 証明書のライフサイクル 

 

証明書の生成から廃棄までの一連の流れ。 

46 リポジトリ 証明書の検証が行えるように CRL 等の情報が格納され

ている保管場所のこと。 

47 利用者証明書 

 

加入者が使用する証明書のこと。 

48 SHA256 

(Secure Hash Algorithm 

256) 

ハッシュ関数の一つ。任意の長さのデータから 256

ビットのハッシュ値を生成するハッシュ関数のこと。

SHA1 の後継規格である SHA2 の一部として定義されて

いる。 
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第２ 公開とリポジトリ 

本章では、本認証局で公開する情報とリポジトリについて記述する。 

 

１ リポジトリ 

リポジトリとは、検証を行う際に必要となる証明書の失効情報等が格納されている保管

場所のことであり、本認証局では、配布局がリポジトリの役割を担う。 

 

２ 公開情報 

本認証局は、証明書の失効情報及び本規程を関係者に対して公開する。 

 

３ 公開の頻度 

証明書の失効情報の公開については、「第４.９ 証明書の失効」に記述する。 

本規程は、内容が改定された時点で速やかに公開する。 

 

４ リポジトリへのアクセス管理 

公開情報に対してアクセス管理は行わない。 
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第３ 識別及び認証 

本章では、証明書の識別名並びに証明書の発行、更新及び失効時の認証について記述す

る。 

 

１ 識別名 

本節では、証明書の識別名について記載する。識別名は証明書内に記録され、証明書の

発行対象者を識別するための名称のことである。 

 

 識別名の形式 

証明書の識別名の形式は、ITU-T X.500の識別名（DN）の規定に従う。 

 

 識別名に関する要件 

証明書の識別名は、認証等を行う検証者に理解される必要がある。本認証局では、

「表 2 識別名に関する命名規則」のとおり記載する。 

 

 

表 2 識別名に関する命名規則 

証明書対象 項 目 記 載 内 容 

全証明書共

通 

国 

（Country） 

日本国（JP）を記載する。 

組織名 

（Organization） 

オンライン請求システム（ReceiptOnline）を

記載する。 

保険医療機

関 

保険薬局 

労災指定医

療機関等 

請求事務代

行者 

組織単位名 

（Organizational Unit） 

所在する都道府県名をヘボン式のローマ字で

記載する。 

組織単位名 

（Organizational Unit） 

組織の種別として、医科（medical）、歯科

（dental）又は調剤（pharmacy）を記載する。 

一般名 

（Common Name） 

一般名についても一意に識別可能とするため、

都道府県番号（2桁）、点数表番号（1桁）及び

医療機関コード又は薬局コード（7桁）を連結

した 10 桁固定のコード又は事務代行者コード

（10 桁固定）を記載する。 

保険者 組織単位名 

（Organizational Unit） 

組織の種別として、保険者（insurance）を記

載する。 

一般名 

（Common Name） 

保険者番号（8桁固定）を記載する。 
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証明書対象 項 目 記 載 内 容 

特定健康診

査実施機関 

特定保健指

導実施機関 

組織単位名 

（Organizational Unit） 

所在する都道府県名をヘボン式のローマ字で

記載する。 

組織単位名 

（Organizational Unit） 

組織の種別として、kenshin を記載する。 

一般名 

（Common Name） 

一般名についても一意に識別可能とするため、

特定健診・特定保健指導機関コード（10 桁）を

記載する。 

システムベ

ンダ・販売会

社 

組織単位名 

（Organizational Unit） 

組織の種別として、メーカ（maker）を記載す

る。 

一般名 

（Common Name） 

システムベンダ・販売会社に対して発行したシ

ステムべンダ・販売会社コード（10 桁）を記載

する。 

サービス 

提供者 

組織単位名 

（Organizational Unit） 

サービスの種別として、サーバ証明書（Server）

又は保守用証明書（support）を記載する。 

一般名 

（Common Name） 

サーバ証明書の場合、ドメイン名を記載する。 

保守用証明書の場合、その用途が理解できる名

称を記載する。 

証明書発行

者 

（認証局） 

組織単位名 

（Organizational Unit） 

証明書発行者の名称として、オンライン請求シ

ステム専用認証局（ReceiptOnline Root CA – 

G*）を記載する。 

- G*は第 2 世代以降の認証局であることを表

す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記載する。 

 

 匿名又は仮名 

匿名又は仮名による識別名の記載は許可しない。 

本認証局で発行する証明書に記載する識別名は、「表 2 識別名に関する命名規則」

のとおり記載する。 

 

 識別名を解釈するための規則 

識別名を解釈するための規則は、ITU-T X.500 識別名（DN）及び識別名に関する要件

に従う。 
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 識別名の一意性 

証明書の識別名は、証明書発行対象者を一意に識別可能とする。 

なお、証明書更新の際には、更新前後の証明書の有効期間が重なるため、同一識別

名の有効な証明書が複数存在する。 

 

 商標 

本認証局では、証明書の識別名に商標が含まれているかの確認は行わない。 

 

２ 新規の証明書発行時の本人性確認 

本節では、新規に証明書を発行する際の認証について記述する。 

 

 秘密鍵の所持を確認する方法 

証明書を利用して認証等を行う場合は、証明書に記載される公開鍵と対応する秘密

鍵を本人のみが所持していることを前提に行われる。したがって、証明書の発行を依

頼した者が、対応する秘密鍵を本当に所持しているかは、以下の方法で確認するもの

とする。 

サービス提供者に発行するサーバ証明書については、サービス提供者から提出され

る証明書要求ファイルの情報を基に証明書を発行する場合がある。その場合は、証明

書要求ファイルの電子署名の検証を行うことによって、依頼者が秘密鍵を所持してい

ることを確認する。 

加入者に発行する証明書、証明書要求ファイルによらないサービス提供者に発行す

るサーバ証明書及びコード署名証明書については、本認証局で証明書と同時に秘密鍵

を生成するため、依頼者の秘密鍵の所持を確認する必要はない。 

 

 機関等の審査 

加入者から証明書の発行依頼を受領した場合は、依頼を行った機関等が適切かを社

会保険診療報酬支払基金が所有する情報と依頼書との検証により審査を行う。 

なお、加入者が、システムベンダ・販売会社である場合は、商業登記簿の写し及び社

会保険診療報酬支払基金が所有する情報と依頼書との検証により審査を行う。 

証明書の発行及び失効の依頼書は、社会保険診療報酬支払基金ホームページ又は各

都道府県にある社会保険診療報酬支払基金の支部から提供を行う。 

 

 個人の審査 

本認証局は、個人に対しての証明書の発行は行わないため、個人の審査は行わない。

ただし、依頼書内に記載される「第４.１.(1) 証明書の発行依頼者」の内容の確認は

行う。 
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 確認しない情報 

依頼書に記載されている項目のうち、証明書に記載する情報はすべて確認を行う。 

 

 権限の確認 

機関等の審査により、当該組織が証明書の発行依頼を行う権限を保持しているかの

確認を行う。 

 

 他の認証局との相互運用の基準 

本認証局は、オンライン請求システム専用の認証局であり、他の認証局との相互運

用は行わない。 

 

３ 証明書更新時の本人性確認 

本節では、証明書を更新する際の認証について記述する。証明書の更新は、証明書の有

効期間が終了する場合と証明書が何らかの事由で失効した場合の２つがある。 

 

 有効期間終了の場合 

社会保険診療報酬支払基金が所有する情報を基に証明書の記載内容の変更の有無を

確認し、変更がない場合は本人性確認が完了しているものとする。変更がある場合は、

更新は行わず、新規発行と同様の取扱いとする。具体的には、「第３.２ 新規の証明

書発行時の本人性確認」に規定された方法に従う。 

 

 証明書失効の場合 

証明書失効の場合は、証明書の更新は行わず、新規発行時と同様の取扱いとする。

具体的には、「第３.２ 新規の証明書発行時の本人性確認」に規定された方法に従う。 

 

４ 証明書失効時の本人性確認 

証明書を失効する際の認証については、新規発行時と同様の取扱いとする。具体的には、

「第３.２ 新規の証明書発行時の本人性確認」に規定された方法と同様とする。 
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第４ 証明書のライフサイクル 

本章では、証明書のライフサイクルである発行、更新及び失効における手続き等につい

て記述する。 

 

１ 証明書の発行依頼 

本節では、証明書の発行の依頼を行う者及びその手続きについて記述する。 

新規に証明書を発行する際の流れを「図 2 新規の証明書発行の流れ」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 新規の証明書発行の流れ 

 

 証明書の発行依頼者 

証明書の発行を依頼する者は、当該機関等の責任者とする。 

 

  

証明書発行対象者 認証局 

保険医療機関 

保険薬局 

保険者 

サービス提供者 

加入者 

登録局・発行局 
①証明書の発行依頼 

証明書 

②審査・発行 
③証明書発行の通知 

④証明書の受領 
特定健康診査実施機関 

特定保健指導実施機関 

システムベンダ・ 

販売会社 

請求事務代行者 

労災指定医療機関等 
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 依頼手続 

証明書の発行を依頼する場合は、「第９.６ 関係者の責務」に規定する責務に同意

した上で、登録局に対して毎月 20日までに依頼書を送付又は持参する。 

 

２ 審査 

本節では、発行依頼を受領した際の審査の手続きについて記述する。 

 

 本人性及び資格の確認 

本人性及び資格の確認については「第３.２ 新規の証明書発行時の本人性確認」に

記述する。 

 

 発行依頼の承認 

本人性等の確認及びその他依頼書の記載内容の確認を行った後、発行依頼を承認す

る。ただし、依頼書の記載不備又は社会保険診療報酬支払基金の所有する情報と不整

合が存在する場合等、審査過程において疑義が生じた場合は、証明書の発行依頼を却

下する。その場合は、依頼者に理由を通知する。 

 

 審査にかかる期間 

毎月 20日までに受領した依頼書は、当月末までに審査を行う。 

なお、証明書の発行は、翌月 15日までに手続きを完了する。 

 

３ 証明書の発行 

本節では、証明書の発行を行う際の手続きについて記述する。 

 

 証明書の発行 

証明書の発行を行う際には、本認証局で秘密鍵及び公開鍵の鍵ペアを生成し証明書

を発行する。発行した証明書及び秘密鍵は暗号化し、パスワードで保護した状態で保

管する。ただし、証明書要求ファイルに基づいて発行を行った場合は、証明書のみを

作成する。 

 

 証明書発行の通知 

 

ア 加入者（システムベンダ・販売会社を除く。）に対して証明書を発行した場合、証

明書を取得するためのログイン用 ID、パスワード、利用者証明書の利用にあたり、

秘密鍵の有効化のためのパスワード及び本認証局の自己署名証明書を、配達状況を

確認できる方法（書留等）で送付する。 
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イ システムベンダ・販売会社に対して証明書を発行した場合、証明書を格納した電

子媒体、証明書の復号化のためのパスワード及び本認証局の自己署名証明書を、配

達状況を確認できる方法（書留等）で送付、もしくは手交する。 

 

ウ サービス提供者に対して証明書を発行した場合、証明書を格納した電子媒体を手

交する。 

 

４ 証明書の受領 

本節では、証明書が受領された際の手続きについて記述する。 

 

 証明書の受領 

 

ア 加入者（システムベンダ・販売会社を除く。）については、証明書及び秘密鍵の取

得を行った証跡をもって依頼者が証明書を受領したこととみなす。一定の期間内に

証明書が受領されない場合は、証明書を削除する。 

 

イ サービス提供者及びシステムベンダ・販売会社については、受領書の提出をもっ

て依頼者が証明書を受領したこととみなす。一定の期間内に受領書が提出されない

場合は、証明書を失効する。 

 

 証明書の公開 

本認証局では、各証明書発行対象者の証明書の公開は行わない。ただし、認証局自

身の証明書である自己署名証明書は、オンライン請求システム参加時等に配布を行う。 

 

 その他の関係者への通知 

本認証局にその他の関係者は存在しないため、通知しない。 

 

５ 証明書の利用 

本節では、証明書を受領した後の鍵ペアと証明書の利用に関する責任について記述する。

証明書の利用は、自身の証明書及び秘密鍵を利用する場合と他者の証明書を検証する場合

に分けて記述する。 

 

 自身の証明書の利用 

自身の証明書及び秘密鍵を利用する際は、「第７.１ 証明書のプロファイル」に定

める鍵用途（Key Usage）に限ることとする。 
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また、証明書の利用にあたっては、「第９.６ 関係者の責務」の内容を遵守するこ

と。 

 

 他者の証明書の利用 

他者の証明書を検証に利用する際は、「第７.１ 証明書のプロファイル」に定める

鍵用途（Key Usage）に限ることとする。 

また、証明書の検証にあたっては、「第９.６.(3) 検証者の責務」の内容を遵守す

ること。 

 

６ 鍵更新を伴わない証明書の更新 

本認証局では、基本的に鍵更新を伴わない証明書の更新は行わない。ただし、証明書要

求ファイルに基づいた発行を行う場合には、証明書のみを作成することがある。 

 

７ 鍵更新を伴う証明書の更新 

本節では、鍵更新を伴う証明書の更新を行う際の手続きについて記述する。 

 

 更新の要件 

本認証局では、以下の条件に該当する場合を除き自動的に証明書の更新を行う。 

 

ア 更新実施時に証明書が失効している場合 

 

イ 更新実施時に証明書の記載内容に変更がある場合 

 

ウ 証明書有効期限切れ 4か月以前に、更新不要の意思を表明した場合 

 

エ 証明書発行対象者が、システムベンダ・販売会社の場合 

 

 更新の依頼者 

 

ア 保険医療機関、保険薬局、保険者、特定健康診査実施機関、特定保健指導実施機

関、労災指定医療機関等及び請求事務代行者 

証明書の更新は自動的に行うため、証明書更新の依頼者は存在しない。証明書の

更新不要の依頼者は、当該機関等の責任者とする。 

 

イ システムベンダ・販売会社 

証明書の更新を依頼する者は、当該システムベンダ・販売会社の責任者とする。 
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 更新の手続 

 

ア 保険医療機関、保険薬局、保険者、特定健康診査実施機関、特定保健指導実施機

関、労災指定医療機関等及び請求事務代行者 

証明書の有効期限が 90日未満となっている証明書を抽出し、証明書の更新を行う。

更新時の証明書の発行は、新規の証明書発行時と同様の手順で行う。 

 

イ システムベンダ・販売会社 

証明書の更新は、新規の証明書発行時と同様の手順で行う。 

 

 更新された証明書の発行通知 

更新された新証明書の発行通知は、新規の証明書発行時と同様の手順で行う。 

 

 更新された証明書の受領 

更新された新証明書の受領は、新規の証明書発行時と同様の手順で行う。 

 

 更新された証明書の公開 

本認証局では、各証明書発行対象者の証明書の公開は行わない。ただし、認証局自

身の証明書である自己署名証明書は、オンライン請求システム参加時等に配布を行う。 

 

 その他の関係者への通知 

本認証局にその他の関係者は存在しないため、通知しない。 

 

８ 証明書変更 

本認証局は、発行した証明書の変更は行わない。証明書の変更が必要な場合は、失効手

続きを行った後に、再度、新規に発行を行うものとする。 

 

９ 証明書の失効 

本節では、証明書の失効を行う際の手続きについて記述する。 

 

 証明書失効の要件 

証明書の失効は、証明書発行対象者からの依頼による場合と本認証局の判断による

場合がある。 
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 証明書発行対象者の依頼による失効 

証明書発行対象者は、下記の事項に該当する場合は、直ちに本認証局に対し、証

明書の失効を依頼しなければならない。 

・秘密鍵が危殆化し、機密性が失われた場合又はその可能性がある場合 

・証明書の記載事項が事実と異なる場合 

・証明書が不要となった場合 

・その他、証明書発行対象者が失効を必要と判断する場合 

 

 本認証局の判断による失効 

本認証局は、下記の事項に該当する事由の発生を認識し、証明書の有効性が損な

われると判断した場合には、本認証局の判断により当該証明書の失効を行う。 

・証明書発行対象者が本規程に基づく義務を満たしていないと判断する場合 

・認証局秘密鍵が危殆化し、機密性が失われた場合又はその可能性がある場合 

・その他、本認証局が必要と判断する場合 

 

 失効依頼者 

証明書の失効を依頼する者は、当該機関等の責任者とする。 

 

 失効依頼の処理手順 

本認証局では、失効依頼書を受領した場合、以下の処理を行う。 

なお、本認証局の判断による失効の場合、以下のウ及びエの処理を行う。 

 

 社会保険診療報酬支払基金が所有する情報又は証明書を発行依頼した情報を基に

依頼書の確認を行う。 

 

 依頼者に証明書の失効を依頼しているか否かの確認を行う。 

 

 証明書の失効処理を行う。 

 

 依頼者に失効が完了した旨の通知を行う。 

 

 失効依頼までの期間 

証明書失効の要件に規定した事由が発生した場合は、直ちに失効依頼を行う。 

 

 失効処理の期間 

本認証局は、失効の依頼書類に記載の失効理由に基づき、失効処理を行う。 
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 失効情報の確認手段 

検証者は、CRL によって検証する対象の証明書が失効されていないか、確認しなけれ

ばならない。 

 

 CRL 発行頻度 

失効情報の更新がない場合でも、本認証局の稼動時間であれば、1時間ごとに CRLを

発行する。発行する CRLの有効期間は、最長 7日間とする。 

 

 CRL 公開までの最大遅延期間 

本認証局は CRLの有効期間である 7日間以内に新たに CRLの公開を行う。 

 

 オンラインによる証明書失効状況確認サービスの提供 

本認証局では、CRL 以外での失効情報の公開は行わない。 

 

 オンラインによる証明書失効状況確認サービス利用の要件 

本認証局では、CRL 以外での失効情報の公開は行わないため規定しない。 

 

 その他の失効状況確認手段 

本認証局では、CRL 以外での失効情報の公開は行わないため規定しない。 

 

 認証局秘密鍵が危殆化した際の手順 

本認証局では、認証局秘密鍵が危殆化した場合、以下の処理を行う。ただし、認証局

秘密鍵が危殆化しているため CRLの発行は行わない。 

 

 認証局責任者は確認されている事象を直ちに認証局運営委員会に報告する。 

 

 証明書発行業務を停止する。 

 

 有効期限が残っている証明書の失効を行う。 

 

 証明書発行対象者に書面で認証局秘密鍵の危殆化及び証明書の失効を通知する。 

 

 証明書の一時停止の要件 

本認証局では、証明書の一時停止は行わない。 
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 一時停止依頼者 

本認証局では、証明書の一時停止は行わないため規定しない。 

 

 一時停止依頼の処理手順 

本認証局では、証明書の一時停止は行わないため規定しない。 

 

 一時停止の期間 

本認証局では、証明書の一時停止は行わないため規定しない。 

 

10 証明書ステータスの確認サービス 

本認証局では、証明書ステータスの確認サービスは行わない。 

 

11 証明書の利用終了 

証明書の利用を終了する場合は、「第４.９ 証明書の失効」に規定する失効手続きを行

うものとする。 

 

12 秘密鍵の預託と鍵回復 

本認証局では、発行する証明書に対応する秘密鍵の預託及び鍵回復を行わない。 
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第５ 建物、関連設備及び運用に関するセキュリティ 

本章では、認証業務を遂行するために必要とされるセキュリティのうち、非技術的なセ

キュリティについて記述する。 

 

１ 認証局施設の設備 

本節では、登録局端末を除く本認証局の機器が設置してある施設の物理的な設備に関連

することについて記述する。 

 

 施設の位置と建物構造 

本認証局の設備を設置する施設は、水害、地震、火災に対しての対策を講じ、安定し

た電源供給、入退室管理を行う。 

 

 認証局設備へのアクセス 

本認証局の設備は専用の IC カードによる入退室管理が行われている区画に設置し、

設置場所は常時監視カメラにより監視を行う。やむを得ず入室権限のない者が入室す

る場合は、入室権限を所有する者の同行がない限り入室をすることができない。 

また、本認証局の機器は施錠可能なラックに収納する。 

 

 電源及び空調設備 

本認証局の設備を設置している施設は、2箇所の変電所より 2系統受電を行う。 

また、停電時にも電源供給を行う無停電電源装置、自家発電装置を備える。 

 

 水害及び地震対策 

本認証局の設備は 2階以上に設置し、防水加工による漏水対策を行う。 

また、洪積砂礫層にコンクリート杭を打ちつけており、建築基準法で定められた基

準の 1.5倍の水平耐力を有する。 

 

 防火設備 

本認証局の設備は防火区画内に設置し、さらに自動火災報知器・高感度探知機シス

テムによる検知及びハロンガスによる消火を行う設備を備える。 

 

 記録媒体 

バックアップ等で作成した記録媒体は、施錠可能なキャビネットで保管する。 
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 廃棄物の処理 

機密情報を含む書類及び電子媒体の廃棄については、裁断等により復元不可能な状

態にした後、廃棄を行う。 

 

 施設外のバックアップ 

本認証局では、不測の事態に備え、認証局秘密鍵を施設外で厳重に保管する。 

 

２ 役割の定義 

本節では、本認証局を運営する際に必要な役割の定義及び各者の責任について記述する。 

 

 各要員の役割及び責任 

本認証局では、適切な運用を行うため、「表 3 各要員の役割及び責任」の役割によ

る運用を行う。 

 

表 3 各要員の役割及び責任 

担 当 主 な 役 割 及 び 責 任 

認証局運営委員 ・認証局運営委員会において、運営方針等を協議する。 

認証局責任者 ・認証局の運営に係る責任及び執行権限を有する。 

認証局副責任者 ・認証局責任者を補佐し、認証局責任者に事故等があるとき 

は、その職務を代行する。 

認証局秘密鍵管理者 ・認証局秘密鍵の生成や更新等の管理を行う。 

システム管理者 ・登録局の業務に関する管理責任、作業の承認権限及び認証局

の設備に関する管理責任を有する。 

・システム管理担当者を任命する。 

システム管理補助者 ・登録局の業務及び認証局の設備に関する職務について、シス

テム管理者を補佐し、システム管理者が不在の場合又はシス

テム管理者の指示を受けた場合は、その職務の全部又は一部

を代行する。 

システム管理担当者 ・システム管理者の指示の下に、登録局の業務（受付・審査登

録）、登録確認業務及び認証局の設備の管理に関する事務を

所掌する。 

 

 担当ごとに必要とされる人数 

各要員の役割はそれぞれ必要数の担当者を配置する。 

なお、認証局秘密鍵管理者に関して、認証局秘密鍵の取扱いの際、認証局秘密鍵管

理者は複数人での立会いが必要なため、その必要数を配置すること。 
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 個々の役割に対する本人性確認 

各要員の役割のうち、認証局設備の操作を行う際には、ユーザ ID 及びパスワードに

よる認証によって操作者が正当な権限者であることを識別・認証する。 

 

 分轄が必要となる役割 

証明書の発行、失効等の重要な業務においては、要員の役割権限を明確に分轄する。 

 

３ 要員の管理 

本節では、要員の資格、経験及び研修等について記述する。 

 

 資格、経験及び身分証明に関する要件 

要員が役割に就く際には、それぞれの業務に関連する教育・訓練を行った上で、業

務に従事する。 

 

 経歴の調査手順 

本認証局の業務に従事する要員の適格性は、社会保険診療報酬支払基金、国民健康

保険中央会、国民健康保険団体連合会又は厚生労働省労働基準局の職務に関する規程

に従うものとする。 

 

 研修 

本認証局の業務に従事する要員に対して、教育・訓練を行う。 

 

 研修の頻度 

認証局責任者の判断により適宜、再教育・訓練を行う。 

 

 職務のローテーション 

所属（在籍）する組織における定期ローテーション及び責任者の判断等により適宜、

ローテーションを行う。 

 

 罰則等 

本認証局の業務に従事する要員が定められた権限を逸脱した行為を行った場合は、

社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会、国民健康保険団体連合会又は厚生

労働省労働基準局の懲戒等、定められた規程に基づき厳正な処分を行う。 
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 委託契約に関する要件 

本認証局の業務を委託する場合は、委託先との間で機密保持契約等を含む適切な契

約を締結する。 

 

 各要員への資料 

本認証業務に携わる者は、業務に関する資料について、その役割及び権限に応じて

参照することができるものとする。 

 

４ 監査ログの取扱い 

本節では、監査ログについて記述する。 

 

 記録する事象の種類 

本認証局は、認証局設備の運用の正当性を証明するため、以下の事象を監査ログと

して記録する。 

 

 認証局秘密鍵の操作 

 

 システムの起動及び停止 

 

 証明書の発行及び失効 

 

 監査ログの検査頻度 

本認証局は、監査ログを 1年に 1度検査する。 

 

 監査ログの保存期間 

本認証局は、監査ログを 10年間保存する。 

 

 監査ログの保護 

本認証局は、許可された者のみ監査ログにアクセスできるようアクセス制御を行う。

電子媒体に記録された監査ログは、施錠可能なキャビネットで保管する。 

 

 監査ログのバックアップ 

本認証局は、監査ログを電子媒体に日次でバックアップする。 

 

 収集システム 

本認証局では、記録される監査ログをシェルスクリプト等により収集する。 
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 記録した事象の通知 

本認証局は、監査ログを記録する際に事象を発生させた者への通知は行わない。 

 

 脆弱性の検査 

本認証局は、(2)の定期的な検査以外に、必要に応じて監査ログを検査し、脆弱性の

有無を確認する。 

 

５ 記録の保管 

本節では、本認証局における記録の保管・保持方針について記述する。 

 

 記録の種類 

 

 証明書発行、更新に関する処理履歴 

 

 証明書失効、CRL 発行に関する処理履歴 

 

 本認証局で発行するすべての証明書 

 

 記録の保存期間 

本認証局は、記録を 10年間保存する。 

 

 記録の保護 

本認証局は、許可された者のみ記録にアクセスできるよう制御を行う。書類及び電

子媒体の記録は、施錠可能なキャビネットで保管する。 

 

 記録のバックアップ 

本認証局は、記録を電子媒体に日次でバックアップする。バックアップした電子媒

体は、施錠可能なキャビネットで保管する。 

 

 記録のタイムスタンプ 

本認証局は、発行局で管理する記録へタイムスタンプを付与する。 

 

 収集システム 

本認証局では、記録をシェルスクリプト等により収集する。 
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 記録の検証手段 

本認証局は、発行局で保管された情報の復旧の際には、その整合性の検証を行う。 

 

６ 鍵の切り替え 

本認証局は、5年ごとに認証局秘密鍵及び自己署名証明書を更新する。認証局秘密鍵は、

複数人の認証局秘密鍵管理者の立会いの下、HSMを用いて生成する。 

ただし、本認証局が必要と判断した場合は、更新を延期することがある。 

この場合においても、利用者証明書の有効期間終了日が、自己署名証明書の有効期間終

了日を超えない範囲とする。 

 

７ 災害等からの復旧 

本節では、災害等が起きた際の通知及び復旧手続きについて記述する。 

 

 災害等からの復旧手続 

災害等が発生した場合に、認証局責任者は、本認証局の被害状況及び業務への影響

を調査し認証局運営委員会に報告する。 

 

 ハードウエア等が破損した場合の対処 

災害等により、ハードウエア、ソフトウエア又はデータが破損した場合は、被害状

況を調査し、認証局責任者の指示に従い予備機及びバックアップデータを用いて速や

かに復旧作業を行う。 

 

 秘密鍵が危殆化した場合の対処 

災害等により、認証局秘密鍵が危殆化した場合、認証局責任者は、直ちに認証局運

営委員会に報告するとともに、証明書発行業務の停止、既に発行している証明書の失

効及び秘密鍵のバックアップ媒体等の完全な廃棄を行う。 

また、証明書発行対象者には、認証局秘密鍵の危殆化の情報及び証明書を失効した

旨を通知する。 

なお、証明書発行対象者の秘密鍵が危殆化した場合は、「第４.９.(3) 失効依頼の

処理手順」に規定する手続きにより証明書の失効を行う。 

 

 災害等発生後の事業継続性 

災害等により、本認証局の施設及び設備が被災した場合は、認証局運営委員会が事

業継続性を判断する。 
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８ 認証局の廃止 

本認証局を廃止する場合は、廃止予定日の 90 日前までに証明書発行対象者に通知する。 

運営終了時に有効期限が残っている証明書を失効した後、認証局秘密鍵を完全消去する。 

 

本認証局の記録は「第５.５.(2) 記録の保存期間」に規定する期間は、社会保険診療報

酬支払基金、国民健康保険中央会、都道府県国民健康保険団体連合会及び厚生労働省労働

基準局が保管する。 
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第６ 技術的セキュリティ 

本章では、認証業務を遂行するために必要とされるセキュリティのうち、技術的なセキュ

リティについて記述する。 

 

１ 鍵ペアの生成と実装 

本節では、鍵ペア（秘密鍵及び公開鍵）の生成と鍵ペアの導入方法について記述する。 

 

 鍵ペアの生成 

 

 本認証局の鍵ペアは、認証設備室内で複数人の認証局秘密鍵管理者の立会いの下、

HSM 内で生成する。 

 

 加入者の鍵ペアは、本認証局において証明書発行時にソフトウエアで生成する。 

 

 サービス提供者の鍵ペアは、サービス提供者において生成する場合と本認証局に

おいて証明書発行時にソフトウエアで生成する場合がある。 

 

 証明書発行対象者への秘密鍵の送付 

 

 加入者（システムベンダ・販売会社を除く。）の秘密鍵は、本認証局内で生成し暗

号化した状態で提供する。 

本認証局は、加入者が証明書を取得するためのログイン用 ID、パスワード及び利

用者証明書の利用にあたり、秘密鍵の有効化のためのパスワードを、配達状況を確

認できる方法（書留等）で送付する。証明書の取得は SSL暗号化通信により行う。 

 

 サービス提供者及びシステムベンダ・販売会社の秘密鍵は、本認証局内で生成し

た場合、暗号化した状態で提供する。サービス提供者において鍵ペアを生成した場

合、秘密鍵の送付は行わない。 

 

 認証局への公開鍵の送付 

サービス提供者において鍵ペアを生成した場合、サービス提供者から本認証局へ公

開鍵を送付する。 

 

 検証者への認証局公開鍵の配布 

本認証局では、検証者に対し認証局の公開鍵を配布する。 
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 鍵のサイズ 

本認証局で発行する証明書において使用するアルゴリズム及び鍵のサイズは以下の

とおり。 

 

 自己署名証明書 

公開鍵アルゴリズム：RSA Encryption 

鍵のサイズ：2048bit 

 

 利用者証明書、サーバ証明書及びコード署名証明書 

公開鍵アルゴリズム：RSA Encryption 

鍵のサイズ：2048bit 

     ただし第 2 世代以前の認証局にて発行した利用者証明書、サーバ証明書及びコー

ド署名証明書の鍵のサイズは 1024bit とする。 

 

 公開鍵パラメータの生成 

本認証局の公開鍵パラメータは、HSM で生成する。 

 

 鍵の利用目的 

鍵の利用目的は「第７.１ 証明書のプロファイル」に規定する。 

 

２ 秘密鍵の保護 

本節では、秘密鍵の生成から廃棄までの管理方法について記述する。 

 

 暗号モジュールの評価基準 

認証局秘密鍵の生成及び保管を行う暗号モジュールは、FIPS 140-2 レベル 3の認定

を取得した HSMを使用する。 

 

 秘密鍵の複数人による管理 

認証局秘密鍵の生成等の管理は、複数人の認証局秘密鍵管理者の立会いの下で行わ

れる。 

 

 秘密鍵の預託 

本認証局は、秘密鍵の預託を行わない。 

 

 秘密鍵のバックアップ 

認証局秘密鍵のバックアップは、複数人の認証局秘密鍵管理者の立会いの下で行わ
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れる。バックアップした認証局秘密鍵は、暗号化された状態で複数人の認証局秘密鍵

管理者によって安全に管理される。 

 

 秘密鍵の保管 

認証局秘密鍵は、HSM内で保管し、バックアップは鍵付きの金庫にて保管する。 

なお、加入者の秘密鍵は、加入者による保管・管理とし、認証局では保管は行わな

い。 

 

 暗号モジュールへの秘密鍵の復元 

HSM への認証局秘密鍵の復元については、認証局秘密鍵の生成と同様、複数人の認証

局秘密鍵管理者の立会いの下、認証局秘密鍵管理者の管理するバックアップを用いて

復元を行う。 

 

 暗号モジュールへの秘密鍵の格納 

認証局秘密鍵は、FIPS 140-2 レベル 3の HSM によって生成し、暗号化された状態で

格納する。 

 

 秘密鍵の活性化方法 

認証局秘密鍵は、認証設備室内において、認証局秘密鍵管理者の立会いの下で活性

化データ及びパスワードを用いて活性化する。 

 

 秘密鍵の非活性化方法 

認証局秘密鍵は、認証設備室内において、認証局秘密鍵管理者の立会いの下でパス

ワードを用いて非活性化する。 

 

 秘密鍵の廃棄方法 

認証局秘密鍵の廃棄は、複数人の認証局秘密鍵管理者の立会いの下、HSM上で管理し

ている認証局秘密鍵を完全に削除する。 

また、認証局秘密鍵管理者が管理するバックアップについても同様に完全に削除す

る。 

 

 暗号モジュールの能力 

本認証局の HSMは、暗号モジュールの評価基準である FIPS 140-2 レベル 3の認定

を取得しているものを用いることにより同レベルの能力を有する。 
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３ 鍵ペア管理に関するその他の留意事項 

本節では、鍵ペアの管理に関するその他の留意事項について記述する。 

 

 公開鍵の保管 

本認証局で生成した公開鍵は、証明書に記載した状態で「第５.５ 記録の保管」に

規定する方法で保管する。 

 

 公開鍵証明書の有効期間及び鍵ペアの使用期間 

本認証局で発行する証明書の有効期間及び鍵ペアの使用期間は以下のとおり。 

 

 自己署名証明書 

証明書有効期間：10年 

鍵ペア使用期間：10年 

 

 利用者証明書 

(ｱ) 保険医療機関、保険薬局、保険者、特定健康診査実施機関、特定保健指導実施

機関、労災指定医療機関等及び請求事務代行者 

証明書有効期間：初回 3年 2か月、更新時 3年 3か月 

鍵ペア使用期間：初回 3年 2か月、更新時 3年 3か月 

(ｲ) システムベンダ・販売会社 

証明書有効期間：1年 1か月 

鍵ペア使用期間：1年 1か月 

 

 サーバ証明書 

証明書有効期間：5年 

鍵ペア使用期間：5年 

 

 コード署名証明書 

証明書有効期間：5年 

鍵ペア使用期間：5年 

 

４ 活性化データ 

本節では、活性化データの生成・保護等について記述する。活性化データとは、証明書

の秘密鍵を利用可能な状態にするためのデータである。 
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 活性化データの生成 

認証局自身の秘密鍵の活性化データは、認証設備室内において HSM 内で生成され、

専用のハードウエアで安全に管理する。 

証明書発行対象者の秘密鍵の活性化データは、利用者が暗号化された証明書を復号

化する際に利用するパスワードである。この活性化データは、本認証局で証明書を発

行する際に容易に推測されないものを生成する。 

ただし、サービス提供者からの証明書要求ファイルによる証明書作成の場合、サー

ビス提供者が容易に推測されないものを生成することとし、本認証局では管理しない。 

 

 活性化データの保護 

認証局秘密鍵の活性化データは、認証設備室内で安全に保護する。 

利用者証明書及びコード署名証明書の秘密鍵の活性化データは、加入者及び当該

サービス提供者へ伝えた後、認証局においては保管しないものとする。 

また、伝えられた活性化データは、加入者により安全に保護されるものとする。 

サーバ証明書の活性化データは、サービス提供者により安全に保護されるものとす

る。 

 

 活性化データのその他の要件 

証明書発行対象者が活性化データを紛失等した場合、本認証局は再度活性化データ

を通知することはしない。 

 

５ コンピュータのセキュリティ管理 

本節では、本認証局で使用するコンピュータのセキュリティ管理について記述する。 

 

 特定のコンピュータのセキュリティに関する技術的要件 

本認証局の設備として使用する機器については、以下の要件を満たすものとする。 

 

ア ファイアウォールは、ネットワークを分割し通信制御機能を有すること。 

 

イ サーバ機器は、ファイル/フォルダに対して適切なアクセス制御機能を有すること。 

 

ウ サーバ機器は、操作員の識別と認証機能を有すること。 

 

エ サーバ機器は、監査に関わる情報を記録できる機能を有すること。 

 

オ HSMは、FIPS 140-2 レベル 3の認定を取得していること。 
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 コンピュータセキュリティ評価 

システム管理者は、本認証局の設備に関するセキュリティ情報及びセキュリティ技

術の動向に関する情報の収集を行い、必要に応じて見直しを行う。 

 

６ システムのライフサイクル管理 

本節では、開発及び運用時等のセキュリティ管理について記述する。 

 

 システム開発管理 

本認証局のシステムを開発する際は、適切なセキュリティを考慮し設計を行う。 

また、開発、修正又は変更したシステムは、十分な検証を行ったうえで導入を行う。 

 

 セキュリティ運用管理 

本認証局のシステムを運用する際は、「第５ 建物、関連設備及び運用に関するセ

キュリティ」及び「第８ 監査」に規定するとおりのセキュリティ運用管理を行う。 

 

 ライフサイクルのセキュリティ管理 

本認証局のシステムについては、システム開発管理及びセキュリティ運用管理に規

定されている事項が適切に行われていることを定期的に確認し、ライフサイクルのセ

キュリティ管理を維持する。 

 

７ ネットワークのセキュリティ管理 

本認証局では、ネットワークのセキュリティ管理として、ファイアウォールを用いて外

部からの不正なアクセスを遮断するとともに、証明書発行、取得及び失効等を行う際は、

適切な認証を行う。 

 

８ タイムスタンプ 

本認証局では、操作記録及び通信記録の正確な時刻を記録するためにタイムサーバによ

る時刻同期を行う。 
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第７ 証明書、CRL等のプロファイル 

本章では、本認証局が発行する証明書及び CRL 等に設定する各領域の値について記述す

る。 

 

１ 証明書のプロファイル 

本節では、証明書のフォーマット、拡張領域を含む各領域の値について記述する。 

 

 バージョン番号 

本認証局が発行する証明書は、ITU-T X.509 Version 3フォーマット証明書形式に

準じて作成する。 

 

 証明書の拡張領域 

証明書の拡張領域のプロファイルは、「表 4 自己署名証明書」から「表 7 コード

署名証明書」までの証明書拡張領域（Extensions）に記載するとおり。 

 

 アルゴリズムオブジェクト識別子 

 

ア 証明書の基本領域の署名（Signature）アルゴリズム 

     SHA256 With RSA Encryption(1.2.840.113549.1.1.11) 

     ただし第2世代以前の認証局にて発行した証明書の署名（Signature）アルゴリズ

ムは「SHA1 With RSA Encryption(1.2.840.113549.1.1.5)」とする。 

 

イ 証明書の基本領域の主体者公開鍵情報アルゴリズム 

RSA Encryption (1.2.840.113549.1.1.1) 

 

 識別名の形式 

証明書の発行者（Issuer）と主体者（Subject）の識別名の形式は「第３.１ 識別

名」に規定するとおり。 

 

 名称の制約 

本認証局では、証明書に対して名称の制約（Name Constraints）は使用しない。 
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 証明書ポリシー 

本認証局では、証明書に対して証明書のポリシー（Certificate Policies）は使用

しない。 

 

 ポリシーの制約 

本認証局では、証明書ポリシーを使用しないため、ポリシーの制約（Policy 

Constraints）は使用しない。 

 

 ポリシーの修飾子 

本認証局では、証明書ポリシーを使用しないため、ポリシーの修飾子（Policy 

Qualifiers）は使用しない。 

 

 証明書ポリシーの拡張フィールド 

本認証局では、証明書ポリシーを使用しないため、証明書ポリシーの拡張フィール

ドは使用しない。 
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表 4 自己署名証明書 

領 域 名 C 値 説 明 

Version 

(バージョン番号) 

- 2 証明書形式のバージョンが

X.509 のバージョン 3 である

ことを示す。Integer型 

Serial Number 

(シリアル番号) 

- (例)1 証明書のシリアル番号を示

す。Integer 型 

Signature 

(署名アルゴリズム) 

-  認証局が発行する証明書に

署名を施す際に使用した署

名アルゴリズム 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.1

1 

SHA256 With RSA Encryption

を表す OID の値を示す。 

Issuer 

(発行者) 

- ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

Validity 

(証明書正当有効期間) 

-  証明書の正当な有効期間を

示す。 

 Not Before 

(発行日) 

 (例)051219000000Z 証明書の有効期間開始日を

示す。UTC Time型 

 Not After 

(終了日) 

 (例)101218235959Z 証明書の有効期間終了日を

示す。UTC Time型 
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領 域 名 C 値 説 明 

Subject 

(主体者) 

- ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

Subject Public Key Info 

(主体者公開鍵情報) 

-  証明書の公開鍵アルゴリズ

ムを示す。 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.1 証明書の公開鍵アルゴリズ

ム識別子である、 

RSA Encryptionを表す OIDの

値を示す。 

 Parameter 

(パラメータ) 

 NULL RSA の場合、本項目には値が

設定されない。 

 Public Key 

(公開鍵) 

 ※ 公開鍵の値 証明書の公開鍵の値を示す。

Bit String 型 

Extensions 

(証明書拡張領域) 

Authority Key Identifier 

(認証局鍵識別子) 

F  自己署名証明書の署名の検

証に使用する証明書を識別

するための情報を表す。 

 Key Identifier  ※ 自己署名証明書の

公開鍵の SHA1 による

ハッシュ値 

自己署名証明書の公開鍵の

SHA1 によるハッシュ値を示

す。 
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領 域 名 C 値 説 明 

 Authority Cert Issuer  ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

 Authority Cert Serial Number  (例)1 自己署名証明書の証明書の

シリアル番号を示す。 

Integer型 

Subject Key Identifier 

(主体者鍵識別子) 

F  自己署名証明書の公開鍵を

識別するための情報を表す。 

 Key Identifier  ※ 自己署名証明書の

公開鍵の SHA1 による

ハッシュ値 

自己署名証明書の公開鍵の

SHA1 によるハッシュ値を示

す。 

Basic Constraints 

(基本制約) 

T   

 CA  True 認証局の証明書であること

を表す。Internet Explorer

では「Subject Type=CA」と表

示される。 

Key Usage 

(鍵用途) 

T “000001100”（2 進数

表記） 

鍵の使用目的を設定する。 

 Digital Signature  0 「Key Cert Sign」「CRL Sign」

の目的を除くデジタル署名

の検証ができる。 

 Non Repudiation  0 否認防止用の署名検証がで

きる。 

 Key Encipherment  0 共通鍵等の鍵を暗号化でき

る。 

 Data Encipherment  0 データを直接暗号化できる。 

 Key Agreement  0 鍵は鍵交換ができる。 
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領 域 名 C 値 説 明 

 Key Cert Sign  1 証明書の CA 署名の検証がで

きる。 

 CRL Sign  1 CRL 署名の検証ができる。 

 Encipher Only  0 交換した鍵でデータを暗号

化できる。（Key Agreement が

セットされている場合のみ

指定可） 

 Decipher Only  0 交換した鍵でデータを復号

化できる。（Key Agreement が

セットされている場合のみ

指定可） 

Issuer's Signature 

(発行者署名) 

-  証明書に付与した署名の値

を示す。 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.1

1 

SHA256 With RSA Encryption

を表す OID の値を示す。 

 Encrypted  ※ 署名値 証明書に付与した署名の値

を示す。 

補足事項 C：クリティカルフラグ、F：FALSE、T：TRUEを意味する。 
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表 5 利用者証明書 

領 域 名 C 値 説 明 

Version 

(バージョン番号) 

- 2 証明書形式のバージョンが

X.509 のバージョン 3 である

ことを示す。Integer型 

Serial Number 

(シリアル番号) 

- (例)10 証明書のシリアル番号を示

す。Integer 型 

Signature 

(署名アルゴリズム) 

-  認証局が発行する証明書に

署名を施す際に使用した署

名アルゴリズム 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.1

1 

SHA256 With RSA Encryption

を表す OID の値を示す。 

Issuer 

(発行者) 

- ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

Validity 

(証明書正当有効期間) 

-  証明書の正当な有効期間を

示す。 

 Not Before 

(発行日) 

 (例)070123090000Z 証明書の有効期間開始日を

示す。UTC Time型 

 Not After 

(終了日) 

 (例)100123090000Z 証明書の有効期間終了日を

示す。UTC Time型 

Subject 

(主体者) 

- (例) 

cn = 1310000001 

ou = medical 

ou = tokyo 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

左の例は東京都の医療機関

（医科）の識別名（DN）を示

す。 

英語表記、Country 属性のみ

Printable String 型を使用

す る 。 そ れ 以 外 は UTF8 

String 型を使用する。 
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領 域 名 C 値 説 明 

Subject Public Key Info 

(主体者公開鍵情報) 

-  証明書の公開鍵アルゴリズ

ムを示す。 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.1 証明書の公開鍵アルゴリズ

ム識別子である、 

RSA Encryptionを表す OIDの

値を示す。 

 Parameter 

(パラメータ) 

 NULL RSA の場合、本項目には値が

設定されない。 

 Public Key 

(公開鍵) 

 ※ 公開鍵の値 証明書の公開鍵の値を示す。

Bit String 型 

Extensions 

(証明書拡張領域) 

Authority Key Identifier 

(認証局鍵識別子) 

F  利用者証明書の署名の検証

に使用する証明書を識別す

るための情報を表す。 

 Key Identifier  ※ 自己署名証明書の

公開鍵の SHA1 による

ハッシュ値 

自己署名証明書の公開鍵の

SHA1 によるハッシュ値を示

す。 

 Authority Cert Issuer  ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

 Authority Cert Serial Number  (例)1 自己署名証明書の証明書の

シリアル番号を示す。 

Integer型 

Subject Key Identifier 

(主体者鍵識別子) 

F  利用者証明書の公開鍵を識

別するための情報を表す。 
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領 域 名 C 値 説 明 

 Key Identifier  ※ 利用者証明書の公

開鍵の SHA1によるハッ

シュ値 

利用者証明書の公開鍵の

SHA1 によるハッシュ値を示

す。 

Key Usage 

(鍵用途) 

T “101000000”（2 進数

表記） 

鍵の使用目的を設定する。 

 Digital Signature  1 「Key Cert Sign」「CRL Sign」

の目的を除くデジタル署名

の検証ができる。 

 Non Repudiation  0 否認防止用の署名検証がで

きる。 

 Key Encipherment  1 共通鍵等の鍵を暗号化でき

る。 

 Data Encipherment  0 データを直接暗号化できる。 

 Key Agreement  0 鍵は鍵交換ができる。 

 Key Cert Sign  0 証明書の CA 署名の検証がで

きる。 

 CRL Sign  0 CRL 署名の検証ができる。 

 Encipher Only  0 交換した鍵でデータを暗号

化できる。（Key Agreement が

セットされている場合のみ

指定可） 

 Decipher Only  0 交換した鍵でデータを復号

化できる。（Key Agreement が

セットされている場合のみ

指定可） 

Issuer's Signature 

(発行者署名) 

-  証明書に付与した署名の値

を示す。 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.1

1 

SHA256 With RSA Encryption

を表す OID の値を示す。 

 Encrypted  ※ 署名値 証明書に付与した署名の値

を示す。 

補足事項 C：クリティカルフラグ、F：FALSE、T：TRUEを意味する。 
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表 6 サーバ証明書 

領 域 名 C 値 説 明 

Version 

(バージョン番号) 

- 2 証明書形式のバージョンが

X.509 のバージョン 3 である

ことを示す。Integer型 

Serial Number 

(シリアル番号) 

- (例)10 証明書のシリアル番号を示

す。Integer 型 

Signature 

(署名アルゴリズム) 

-  認証局が発行する証明書に

署名を施す際に使用した署

名アルゴリズム 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.5 SHA1 With RSA Encryption を

表す OIDの値を示す。 

Issuer 

(発行者) 

- ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

Validity 

(証明書正当有効期間) 

-  証明書の正当な有効期間を

示す。 

 Not Before 

(発行日) 

 (例)070123090000Z 証明書の有効期間開始日を

示す。UTC Time型 

 Not After 

(終了日) 

 (例)120123090000Z 証明書の有効期間終了日を

示す。UTC Time型 

Subject 

(主体者) 

- (例) 

cn = www.abc.rece 

ou = Server 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

サーバの識別名（DN）を示す。 

英語表記、Country 属性のみ

Printable String 型を使用

す る 。 そ れ 以 外 は UTF8 

String 型を使用する。 

Subject Public Key Info 

(主体者公開鍵情報) 

-  証明書の公開鍵アルゴリズ

ムを示す。 
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領 域 名 C 値 説 明 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.1 証明書の公開鍵アルゴリズ

ム識別子である、 

RSA Encryptionを表す OIDの

値を示す。 

 Parameter 

(パラメータ) 

 NULL RSA の場合、本項目には値が

設定されない。 

 Public Key 

(公開鍵) 

 ※ 公開鍵の値 証明書の公開鍵の値を示す。

Bit String 型 

Extensions 

(証明書拡張領域) 

Authority Key Identifier 

(認証局鍵識別子) 

F  サーバ証明書の署名の検証

に使用する証明書を識別す

るための情報を表す。 

 Key Identifier  ※ 自己署名証明書の

公開鍵の SHA1 による

ハッシュ値 

自己署名証明書の公開鍵の

SHA1 によるハッシュ値を示

す。 

 Authority Cert Issuer  ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

 Authority Cert Serial Number  (例)1 自己署名証明書の証明書の

シリアル番号を示す。 

Integer型 

Subject Key Identifier 

(主体者鍵識別子) 

F  サーバ証明書の公開鍵を識

別するための情報を表す。 

 Key Identifier  ※ サーバ証明書の公

開鍵の SHA1によるハッ

シュ値 

サーバ証明書の公開鍵の

SHA1 によるハッシュ値を示

す。 
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領 域 名 C 値 説 明 

Key Usage 

(鍵用途) 

T “101000000”（2 進数

表記） 

鍵の使用目的を設定する。 

 Digital Signature  1 「Key Cert Sign」「CRL Sign」

の目的を除くデジタル署名

の検証ができる。 

 Non Repudiation  0 否認防止用の署名検証がで

きる。 

 Key Encipherment  1 共通鍵等の鍵を暗号化でき

る。 

 Data Encipherment  0 データを直接暗号化できる。 

 Key Agreement  0 鍵は鍵交換ができる。 

 Key Cert Sign  0 証明書の CA 署名の検証がで

きる。 

 CRL Sign  0 CRL 署名の検証ができる。 

 Encipher Only  0 交換した鍵でデータを暗号

化できる。（Key Agreement が

セットされている場合のみ

指定可） 

 Decipher Only  0 交換した鍵でデータを復号

化できる。（Key Agreement が

セットされている場合のみ

指定可） 

CRL Distribution Points 

(CRL配布点) 

F http://www.crl.downl

oad.rece/receipt-

online-ca.crl 

CRL を配布する場所を示す。 

Issuer's Signature 

(発行者署名) 

-  証明書に付与した署名の値

を示す。 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.5 SHA1 With RSA Encryption を

表す OIDの値を示す。 

 Encrypted  ※ 署名値 証明書に付与した署名の値

を示す。 

補足事項 C：クリティカルフラグ、F：FALSE、T：TRUEを意味する。 
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表 7 コード署名証明書 

領 域 名 C 値 説 明 

Version 

(バージョン番号) 

- 2 証明書形式のバージョンが

X.509 のバージョン 3 である

ことを示す。Integer型 

Serial Number 

(シリアル番号) 

- (例)10 証明書のシリアル番号を示

す。Integer 型 

Signature 

(署名アルゴリズム) 

-  認証局が発行する証明書に

署名を施す際に使用した署

名アルゴリズム 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.5 SHA1 With RSA Encryption を

表す OIDの値を示す。 

Issuer 

(発行者) 

- ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

Validity 

(証明書正当有効期間) 

-  証明書の正当な有効期間を

示す。 

 Not Before 

(発行日) 

 (例)070123090000Z 証明書の有効期間開始日を

示す。UTC Time型 

 Not After 

(終了日) 

 (例)120123090000Z 証明書の有効期間終了日を

示す。UTC Time型 

Subject 

(主体者) 

- (例) 

ReceiptOnline 

Application Developer 

ou = support 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

コード署名を行ったサービ

ス提供者の識別名（DN）を示

す。 

英語表記、Country 属性のみ

Printable String 型を使用

す る 。 そ れ 以 外 は UTF8 

String 型を使用する。 
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領 域 名 C 値 説 明 

Subject Public Key Info 

(主体者公開鍵情報) 

-  証明書の公開鍵アルゴリズ

ムを示す。 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.1 証明書の公開鍵アルゴリズ

ム識別子である、 

RSA Encryptionを表す OIDの

値を示す。 

 Parameter 

(パラメータ) 

 NULL RSA の場合、本項目には値が

設定されない。 

 Public Key 

(公開鍵) 

 ※ 公開鍵の値 証明書の公開鍵の値を示す。

Bit String 型 

Extensions 

(証明書拡張領域) 

Authority Key Identifier 

(認証局鍵識別子) 

F  コード署名証明書の署名の

検証に使用する証明書を識

別するための情報を表す。 

 Key Identifier  ※ 自己署名証明書の

公開鍵の SHA1 による

ハッシュ値 

自己署名証明書の公開鍵の

SHA1 によるハッシュ値を示

す。 

 Authority Cert Issuer  ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

 Authority Cert Serial 

Number 

 (例)1 自己署名証明書の証明書の

シリアル番号を示す。 

Integer型 

Subject Key Identifier 

(主体者鍵識別子) 

F  コード署名証明書の公開鍵

を識別するための情報を表

す。 
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領 域 名 C 値 説 明 

 Key Identifier  ※ コード署名証明書

の公開鍵の SHA1による

ハッシュ値 

コード署名証明書の公開鍵

の SHA1 によるハッシュ値を

示す。 

Key Usage 

(鍵用途) 

T “100000000”（2 進数

表記） 

鍵の使用目的を設定する。 

 Digital Signature  1 「Key Cert Sign」「CRL Sign」

の目的を除くデジタル署名

の検証ができる。 

 Non Repudiation  0 否認防止用の署名検証がで

きる。 

 Key Encipherment  0 共通鍵等の鍵を暗号化でき

る。 

 Data Encipherment  0 データを直接暗号化できる。 

 Key Agreement  0 鍵は鍵交換ができる。 

 Key Cert Sign  0 証明書の CA 署名の検証がで

きる。 

 CRL Sign  0 CRL 署名の検証ができる。 

 Encipher Only  0 交換した鍵でデータを暗号

化できる。（Key Agreement が

セットされている場合のみ

指定可） 

 Decipher Only  0 交換した鍵でデータを復号

化できる。（Key Agreement が

セットされている場合のみ

指定可） 

CRL Distribution Points 

(CRL配布点) 

F http://www.crl.downl

oad.rece/receipt-

online-ca.crl 

CRL を配布する場所を示す。 

Issuer's Signature 

(発行者署名) 

-  証明書に付与した署名の値

を示す。 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.5 SHA1 With RSA Encryption を

表す OIDの値を示す。 

 Encrypted  ※ 署名値 証明書に付与した署名の値

を示す。 

補足事項 C：クリティカルフラグ、F：FALSE、T：TRUEを意味する。 
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２ CRLのプロファイル 

本節では、CRLのフォーマット、拡張領域を含む各領域の値について記述する。 

 

 バージョン番号 

本認証局が発行する CRLは ITU-T X.509 version 2 CRL フォーマット形式に準じて

作成する。 

 

 CRL の拡張領域 

CRLの拡張領域のプロファイルは「表 8 証明書失効リスト」の証明書失効リスト拡

張（CRL Extensions）に記載するとおり。 

 

 基本領域の署名（Signature）アルゴリズム 

SHA256 With RSA Encryption (1.2.840.113549.1.1.11) 

ただし第2世代以前の認証局にて発行したCRLの署名（Signature）アルゴリズムは

「SHA1 With RSA Encryption (1.2.840.113549.1.1.5)」とする。 

 

 識別名の形式 

CRLの発行者（Issuer）の識別名の形式は「第３.１ 識別名」に規定するとおり。 
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表 8 証明書失効リスト 

領 域 名 C 値 説 明 

Version 

(バージョン番号) 

- 1 失効リスト形式のバージョ

ンが X.509のバージョン 2で

あることを示す。Integer 型 

Signature 

(署名アルゴリズム) 

-  認証局が発行する証明書に

署名を施す際に使用した署

名アルゴリズム 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.1

1 

SHA256 With RSA Encryption

を表す OID の値を示す。 

Issuer 

(発行者) 

- ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

This Update 

(今回の更新日) 

- (例)070115200000Z 証明書の有効期間開始日を

示す。UTC Time型 

Next Update 

(次回の更新日) 

- (例)070122200000Z 証明書の有効期間終了日を

示す。UTC Time型 

Revocated Certificates 

（失効した証明書） 

-  失効された証明書エントリ 

 User Certificate  (例)08 失効された証明書のシリア

ル番号。Integer 型 

 Revocation Date  (例)070115200000Z 失効日時。UTC Time 型 

 CRL Entry Extensions 

(失効証明書エントリ拡張) 

失効証明書ごとの拡張領域 

  Reason Code F  失効理由を示すコード 

   Cessation Of Operation  5 運用停止 

  Invalidity Date F (例)070115200000Z 証明書が実際に無効になっ

た日時。Generalized Time 型 
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領 域 名 C 値 説 明 

CRL Extensions 

(証明書失効リスト拡張) 

Authority Key Identifier 

(機関鍵識別子) 

F  失効リストの署名の検証に

使用する証明書を識別する

ための情報を表す。 

 Key Identifier  ※ 自己署名証明書の

公開鍵の SHA1 による

ハッシュ値 

自己署名証明書の公開鍵の

SHA1 によるハッシュ値を示

す。 

 Authority Cert Issuer  ou = ReceiptOnline 

Root CA - G* 

o = ReceiptOnline 

c = JP 

本認証局の識別名（DN）を示

す。 

Country 属性のみ Printable 

String 型を使用する。それ以

外は UTF8 String型を使用す

る。 

- G*は第 2世代以降の認証局

であることを表す。 

*は認証局秘密鍵の世代を記

載する。 

 Authority Cert Serial Number  (例)1 自己署名証明書の証明書の

シリアル番号を示す。 

Integer型 

CRL Number 

(CRL番号) 

F (例)5 失効リストの連番。 

Integer型 

Issuer's Signature 

(発行者署名) 

-  証明書に付与した署名の値

を示す。 

 Algorithm Identifier 

(アルゴリズム識別子) 

 1.2.840.113549.1.1.1

1 

SHA256 With RSA Encryption

を表す OID の値を示す。 

 Encrypted  ※ 署名値 証明書に付与した署名の値

を示す。 

補足事項 C：クリティカルフラグ、F：FALSE、T：TRUEを意味する。 

 

 

３ OCSPプロファイル 

本認証局では OCSP を使用しないため、プロファイルの定義は行わない。 
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第８ 監査 

本章では、監査について記述する。 

 

１ 監査頻度 

監査は、１年に１度の頻度で定期監査を行う。 

 

２ 監査者の身元・資格 

監査人は、十分な知識を持ったものが行う。 

 

３ 監査者と被監査者の関係 

監査人は、本認証局運営要員以外から選定する。 

 

４ 監査の項目 

監査では、認証業務が本規程の基準及び手順に則って実施されていること並びに不正行

為等の対策が機能していることを検証する。 

 

５ 監査指摘事項への対応 

認証局責任者の指示のもと、監査における指摘事項に対する改善措置を行う。 

 

６ 監査結果の通知 

監査人は、監査結果について監査報告書を作成し認証局責任者へ報告する。 
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第９ その他の事項 

本章では、その他の業務に関する事項、財務上の責任及び法務上の事項等について記述

する。 

 

１ 料金 

本節では、本認証局が提供する証明書及びその他サービスの料金について記述する。 

 

 証明書の発行又は更新料 

証明書の発行又は更新に係る料金は、別途定め加入者へ通知する。 

 

 証明書の参照料 

本認証局では証明書の公開は行わないため、料金は発生しない。 

 

 CRL の参照料 

料金は発生しない。 

 

 その他のサービスに対する料金 

その他のサービスに対する料金については、必要に応じて別途定め加入者へ通知す

る。 

 

 払戻し指針 

払戻しは行わない。 

 

２ 財務上の責任 

本節では、本認証局の財務上の責任について記述する。 

 

 保険の適用範囲 

本認証局は、各証明書発行対象者の過失等から生じる損害を補償するための保険に

加入しない。 

 

 資産 

本認証局では、その運営主体である社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央

会及び厚生労働省労働基準局の資産を基盤として事業継続性を保証する。 
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 証明書発行対象者に対する保険 

本認証局では、証明書発行対象者に対する保険の用意はしない。 

 

３ 秘密情報の保護 

本節では、秘密として取扱いを行う情報について記述する。 

 

 秘密情報の範囲 

本認証局では、明示的に秘密情報として取り扱わない情報に規定したものを除き、

秘密情報の対象として扱うものとする。 

また、個人情報については、「第９.４ 個人情報の保護」で規定する。 

 

 秘密情報として取り扱わない情報 

証明書、CRL 及び本規程に含まれている情報は、秘密情報として扱わない。その他、

以下の情報も秘密情報として扱わない。 

 

ア 本認証局以外から公知となった情報 

 

イ 開示に関して、証明書発行対象者によって承認されている情報 

 

 秘密情報を保護する責任 

本認証局は、秘密情報を保護するため、内部及び外部からの情報漏えいに係る脅威

に対して合理的な保護対策を実施する責任を負う。 

 

４ 個人情報の保護 

本節では、個人情報の保護について記述する。 

 

 個人情報の保護方針 

個人情報は、本規程に定める事業を遂行するためにのみ利用する。 

また、法令等に基づく場合を除き、事前の承認なく個人情報を第三者への開示・提

供は行わない。 

 

 個人情報として保護する情報 

本認証局では、以下の情報は保護すべき個人情報として取り扱う。 

 

ア 各種依頼書に記載された依頼者の個人情報及び付随する情報 
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イ 社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会、都道府県国民健康保険団体連

合会及び厚生労働省労働基準局が所有する加入者の情報に含まれる個人情報及び付

随する情報 

 

ウ その他、認証局業務を行う上で、知り得た加入者及びサービス提供者の個人情報

及び付随する情報 

 

 個人情報として取り扱わない情報 

本認証局では、個人情報として保護する情報に規定する情報以外は個人情報として

取り扱わない。 

 

 個人情報を保護する責任 

本認証局は、個人情報を保護するため、合理的な保護対策を実施する責任を負う。 

 

 個人への通知及び同意 

本認証局は、運用上必要となる業務の利用目的に限り、個人情報を利用する。それ

以外の個人情報の利用については、法令で除外されているものを除き、本人の同意を

得るものとする。 

 

 司法手続等に基づく開示 

本認証局は、法に基づく司法手続き又は行政手続きにより情報開示が求められた場

合には、情報を開示することができる。 

 

 その他の情報開示条件 

個人情報を提供した本人又はその代理人から当該本人に関する情報の開示を求めら

れた場合、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会及び厚生労働省労働基準

局で別途定める手続きに従って情報を開示する。この場合、複製にかかる実費、通信

費等については、情報開示を求める者の負担とする。 

 

５ 知的財産権 

本認証局と加入者又はサービス提供者との間で別段の合意がない限り、本認証局が提供

する情報等は、証明書発行対象者に発行した証明書、秘密鍵及び公開鍵を除いてすべて本

認証局に帰属する財産である。 

 

 

 



67 

 

６ 関係者の責務 

本節では、本認証局の関係者が運用を行う上で表明する保証内容について記述する。 

 

 認証局の責務 

本規程に基づき、提供するサービスと運用のすべてについて責任を果たすものとす

る。 

 

 加入者の責務 

本規程に基づき、加入者は以下の責任を果たすものとする。 

 

 証明書発行依頼内容に対する責任 

証明書発行依頼を行う場合、本認証局に提示する依頼内容が虚偽なく正確である

ことに対する責任を負うこと。 

 

 証明書記載事項に対する責任 

証明書の記載内容について証明書受領時に内容の確認を行い、依頼内容と相違な

いことを確認すること。記載内容に誤りがある場合は速やかに当該証明書の失効手

続きを行うこと。 

 

 秘密鍵等の管理責任 

秘密鍵を保護し、紛失、暴露、改ざん又は盗用されることを防止するために適切

な措置を取ること。 

 

 各種届出に対する責任 

秘密鍵の紛失、暴露、その他の危殆化又はそれらが疑われる時には、本規程に基

づき速やかに届け出ること。 

証明書情報に変更があった場合は、本規程に基づき速やかに届け出ること。 

 

 運用規程等の遵守責任 

本規程等を遵守すること。 

 

 検証者の責務 

本規程に基づき、検証者は以下の責任を果たすものとする。 

 

 証明書の有効性確認責任 

証明書を利用する際は、その有効性を確認すること。 



68 

 

 運用規程等の遵守責任 

本規程等を遵守すること。 

 

 サービス提供者の責務 

本規程に基づき、サービス提供者は以下の責任を果たすものとする。 

 

 証明書発行依頼内容に対する責任 

証明書発行依頼を行う場合、本認証局に提示する依頼内容が虚偽なく正確である

ことに対する責任を負うこと。 

 

 証明書記載事項に対する責任 

証明書の記載内容について証明書受領時に内容の確認を行い、依頼内容と相違な

いことを確認すること。記載内容に誤りがある場合は、速やかに当該証明書の失効

手続きを行うこと。 

 

 秘密鍵等の管理責任 

秘密鍵を保護し、紛失、暴露、改ざん又は盗用されることを防止するために適切

な措置を取ること。 

 

 各種届出に対する責任 

秘密鍵の紛失、暴露、その他の危殆化又はそれらが疑われる時には、本規程に基

づき速やかに届け出ること。 

証明書情報に変更があった場合は、本規程に基づき速やかに届け出ること。 

 

 運用規程等の遵守責任 

本規程等を遵守すること。 

 

 その他の関係者の責務 

本認証局にその他の関係者は存在しないため規定しない。 

 

７ 免責事項 

本認証局は、認証局の責務に規定する項目に対して、本認証局の運用に携わる者が故意

により損害を発生させた場合を除き、一切の責任を負わない。 
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８ 補償 

本認証局の責による損害が発生した場合、本認証局は、その損害に応じて補償を行う。 

また、加入者、サービス提供者及び検証者がその義務を怠り、本認証局に損害を与えた

場合、本認証局に対して補償を行うこととする。 

 

９ 補償の範囲 

補償の対象は、本認証局の証明書発行対象者に限ることとし、補償については、証明書

の発行又は更新にかかる費用を上限とする。 

その他の第三者において生じた損害について、本認証局は一切の責任を負わない。 

 

10 運用規程の有効期間と終了 

本節では、本規程の有効期間について記述する。 

 

 有効期間 

本規程の有効期間は、認証局運営委員会により承認された期日以降で指定した日か

ら、本規程の改定までとする。 

 

 終了 

本規程は、本認証局が廃止となる時点で終了とする。 

 

 終了の影響 

本規程が終了した場合であっても、本認証局に関する責務及び権利は存続する。 

 

11 関係者間の通知と連絡 

本認証局から加入者及びサービス提供者への通知方法は、オンライン請求システムを通

じた連絡、個別に文書の送付又は電話で連絡を行う。 

 

12 改定 

本節では、本規程の改定に関する手続きについて記述する。 

 

 改定手続 

本規程の改定は、認証局運営委員会において改定事項の協議を行った後、社会保険

診療報酬支払基金、国民健康保険中央会及び厚生労働省労働基準局の承認を経て行う。 
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 通知方法と期間 

本規程が改定された場合、速やかにオンライン請求システムを通じて証明書発行対

象者に通知を行う。 

 

 オブジェクト識別子の変更理由 

本認証局では、オブジェクト識別子を付与しないため、変更は行わない。 

 

13 紛争解決手続 

本認証局と証明書発行対象者との間で紛争が発生した場合、東京地方裁判所を第一審専

属管轄裁判所とする。 

証明書発行対象者間の紛争については、当事者間で協議して決定するものとする。 

 

14 準拠法 

本規程は、日本国内法規に準拠する。 

 

15 法令遵守 

本認証局の関係者は、日本国内法規を遵守する。 

 

16 雑則 

本節では、本規程のその他の事項について記述する。 

 

 完全合意条項 

本項は、日本国内法規に則り判断を行う。 

 

 権利義務の譲渡 

証明書発行対象者は、本規程に定める権利又は義務を他者へ譲渡することはできな

い。 

 

 分離条項 

本項は、日本国内法規に則り判断を行う。 

 

 強制執行条項 

本項は、日本国内法規に則り判断を行う。 
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 不可抗力 

標準的な注意義務を尽くしても、予防・回避できない天災・事変及びシステム障害

等は不可抗力とする。 

 

17 その他の条項 

本認証局が別の組織と合併、若しくは別の組織に移管又は譲渡する場合、新しい組織は

本規程に同意し、責任を持ち続けるものとする。 

 

18 附則 

この規定は、平成 19年 2月 1日から適用する。 

 


