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1 はじめに
1.1 タイムスタンプの必要性
例えば、入札に応募する時や公的な機関に書類を提出するとき、郵便局の消印
サービスを求められることがある。書類を送付する時に自分で日時を記入しても
それは信頼できる時刻とはみなされない。締切り時刻が過ぎた後で提出したのに
自分で事前の時刻を記入できてしまうかも知れないからである。郵便局などの第
三者が刻印し、それを証明することによって受領者は書類送付の時刻を信頼する
ことができる。また後に送付者が送付時間を否認することができなくなる。これ
はビジネスにとって重要な信頼の要件である。
デジタル文書の場合はもっと深刻である。デジタル文書は、例え誰かが文書を
改変しても全く痕跡が残らないし、コピーは簡単で原本がどれであるかの特定も
困難である。文書作成日を PC のシステム時計を使って記入してもこれを信じるこ
とは出来ない。システム時計は容易に変更できるからである。
デジタル文書の原本性を確保するために PKI 技術を使ったデジタル署名が極め
て有効である。デジタル署名された文書は、もし署名者が唯一所有する署名鍵で
署名し、信頼できる認証機関(CA)で発行した公開鍵証明書で署名鍵の本人性を認
証していれば、署名の検証者は証明書で保証された検証鍵(公開鍵)で署名付き文書
の改ざん検出が可能であり、また署名者の本人性を確認できるという優れた特性
を持っている。この特性によって署名と文書の存在を後に否認することが困難に
なる。
しかし、PKI で発行する公開鍵証明書は、通常 1〜2 年程度の有効期限を持って
おり、また有効期限内であっても証明書が何らかの理由で失効されているかもし
れない。署名者が有効期限後に以前の署名鍵で署名した文書や、有効期限内であ
っても失効後に署名した文書は署名検証者にその無効性を正しく検証できなけれ
ばならない。しかし、署名者が署名したのが失効前であって検証者が検証した時
には既に失効されていた場合はどうであろう。署名者は確かに失効前に署名した
正しい署名と主張するが、検証者には既にこれを確認する手段がなくなっている。
検証時点ではこの証明書は何時間前かに失効されているのである。署名者が例え
署名文書に失効時間前の時刻を記入しても、この時刻が確かに失効前であると言
う保証がない。さらに、有効期限後であった場合は、PKI サービスは証明書の失
効情報を提供しなくなってしまい、検証者には、もはや署名時点の証明書の有効
性を確認できなくなってしまう。
9
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またデジタル署名を行った本人は、デジタル文書を改変し新たな署名を付けな
おすことで署名文書の痕跡を残すことなく改ざんすることができる。相手の持っ
ている署名は偽物で改変した署名文書が本物であると主張するかもしれない。

デジタル署名したビジネス契約を何年か後に署名者が否認し、係争が起きた場
合、この署名の有効性を再検証する手段を失ってしまうという深刻な問題を引起
す。
署名が有効であったかどうかを後に検証できるようにするためには、セキュア
なタイムスタンプを署名者または最初の検証者が署名文書に必ず付けて置くこと
が必要になる。このタイムスタンプは署名者や検証者の自己主張による時刻では
証拠にならない。タイムスタンプはこれが正しいものであることを証明できるも
のでなければならない。デジタルの世界でこのようなタイムスタンプを発行する
ことができるのは TTP1が発行するセキュアなタイムスタンプで、署名や文書と密
接に関連していなければならない。すなわち、確かにこの署名や文書に不可分に
タイムスタンプが付けられていることが示されなければならない。このタイムス
タンプによって署名者本人による署名文書の改変と再署名という署名文書の改ざ
んを防ぐことができることになる。
タイムスタンプは任意のデジタルデータのハッシュ値に関連付けられたものが
用いられる。ハッシュ値は元の任意の長さのデジタルデータにハッシュ関数の操
作によって短い固定長(128 ビットや 160 ビットなど)の値を導出したものである。
このハッシュ値は元のデータを 1 ビットでも変更すればハッシュ値が変化する特
性を持っており、また異なる 2 つのデータから同じハッシュ値が生じる可能性が
極めて小さいという特性を持っている。この特性によって、ハッシュ値を使うタ
イムスタンプはデータ公証の性格を持つようになる。すなわち、元のデータから
ハッシュ値を再計算したものとタイムスタンプのハッシュ値を比較すれば改ざん
の有無を検証できることになる。この場合は文書の作成者は分からないが、文書
が正しく残されていることを何時でも示すことができるのである。さらにデジタ
ル署名にタイムスタンプを付ければ、文書の改ざんの検出と文書に署名した名義
人が特定できるのである。
タイムスタンプは必ずしも正確な時刻を示さなくても良い場合がある。あるコ
ミュニティがタイムスタンプを必要とするのはそのコミュニティ内で発生する事
象の順序が示されていればよく、その事象の正確な時刻は問題にならないことが
ある。このような要件にはコミュニティの信頼する 1 つのタイムスタンプ・サー

1
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ビスを受ければ良いのである。しかし、複数のコミュニティ間で複数のタイムス
タンプを使う場合は、時刻の正確性が求められる。各タイムスタンプは信頼でき
る時刻ソースを使わなければ異なるドメイン間の事象の順序が決定できない。こ
のような場合には時刻ソースが何処から得られたものか、それは UTC タイムと何
時較正され、その誤差が何ミリ秒以内にあるなどと信頼できる時刻ソースが証明
する必要がある。
1.2 タイムスタンプ技術の現状
タイムスタンプに関する標準は IETF の PKIX で RFC 3161 として定められて
おり、ISO/IEC JTC1/SC27 では独立トークンやリンキングトークンの標準が
ISO/IEC 18014 シリーズとして策定されている。また OASIS DSS TC では XML
構文のタイムスタンプ・プロトコルも検討されている。
これらの標準に基づく実装も多数行われており、製品も提供されている。また
商用のサービスも開始されている。これらの多くは IETF のデジタル署名に基づく
タイムスタンプ・プロトコル RFC 3161 に準拠しているとしている。タイムスタ
ンプ・サービスのテストサイトも各所で立ち上げられている。しかし、本報告書
の調査によると閉じたサービス内では標準に準拠していると思われるサービスも、
プロファイルの違いや実装上の解釈の違いによって相互運用性にまだ問題を残し
ているようである。またタイムスタンプ・リクエスト、レスポンスのトランスポ
ートプロトコルについて RFC 3161 では TCP ソケット、HTTP、SMTP、ファイ
ル交換などを例示しているが、オンラインのプロトコルとしては TCP と HTTP の
実装に分かれている。相互運用性の観点からトランスポートプロトコルのプロフ
ァイルも決められると良い。
本報告書では、相互運用性の観点から、特に RFC 3161 に基づくタイムスタン
プの実装やクライアントの開発者に資するため、相互運用性を向上させるための
テストスィートを検討し、テストケースをまとめた。
1.3 タイムスタンプの利用上、制度上の問題
タイムスタンプの重要性はある程度認識されてきているが、実際の利用はまだ
まだである。これは実際の安定したサービスがまだ立ち上がっていないことに加
えて、どのような場合にタイムスタンプを必須とするか、またどのように利用す
るか、またタイムスタンプ・トークンをどのように検証するかの理解やソフトウ
ェアが普及していないことにも起因する。タイムスタンプの普及はデジタル署名
の普及にも関連している。電子署名法が施行され、一部電子政府関連の電子申請
には電子署名が必須とされ使用されているが、民間のビジネス領域ではまだまだ
普及していない。ビジネスの取引においては「誰が、何を、何時」行ったのかを
11
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示すことが重要である。電子署名が付けられたとき、
「誰が、何を」を示すことが
できるが「何時」は示されない。タイムスタンプはこの「何時」を証明するもの
として、人間の行う電子署名には不可分のものとの認識が必要である。
電子署名の長期保存のためにはタイムスタンプが重要である。本報告書で紹介
する電子署名の長期署名のフォーマットにはタイムスタンプが重要な要素技術と
なっている。
タイムスタンプをどのような場合に必須とするかの制度上の定めも必要になっ
てくるだろう。電子政府推進では電子署名の必要性がうたわれているが、タイム
スタンプの利用については言及していない。電子文書の保存を義務化するような
業務では、タイムスタンプの利用の制度的な整備が必要である。電子署名の事後
の検証にはタイムスタンプが必須である。今後何らかの係争解決や監査の観点か
らもタイムスタンプ利用の制度的な整備が求められる。

今後、政府や地方自治体などに電子申請が求められるようになる。これらの申
請書には場合によってはタイムスタンプが求められることがあるかもしれないし、
また政府側が申請書を受領した時のレシートにもタイムスタンプが付けられるよ
うになるだろう。さらにビジネスのトランザクションにもタイムスタンプが必ず
付けられるようになろう。タイムスタンプ付きの文書は、この文書がタイムスタ
ンプ時刻以前に正しく生成され改変されていないことを示す証拠になるからであ
る。
1.4 本調査報告書の目的
本報告書は、タイムスタンプ技術についての理解を深めるために、タイムスタ
ンプ技術の解説と関連する標準について詳しく調査し、最新の技術動向について
もフォローしている。さらにタイムスタンプ・サービスの相互運用性について調
査し、相互運用性を確保するためのテストケース仕様を検討した。本報告書は今
後タイムスタンプの利用を促進するために、電子政府の構築者、電子契約や電子
署名文書の長期保存を実装する人に向けたガイドラインとして用いることができ
る。またタイムスタンプ・アプリケーションの開発者に対しては、ここで検討し
たテスト仕様が相互運用性の課題を理解し、正しい実装を行うための指針として
用いられることを目指した。
本報告書は、タイムスタンプ技術を正しく理解し、タイムスタンプ相互運用テ
ストのフレームワークと技術情報を公開することで、タイムスタンプ関連アプリ
ケーションの開発を促進させることを目指すものである。
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1.5 本調査報告書の構成
本報告書は以下のような構成をとっており、タイムスタンプ技術を理解し、利
用する上でのガイドと、タイムスタンプを実装するときの相互運用性の観点から
のテスト仕様をまとめている。
第 1 章は「はじめに」とし、タイムスタンプの必要性、タイムスタンプ技術の
現状、タイムスタンプの利用上、制度上の問題などについて述べた。
第 2 章は「タイムスタンプ技術の概要」とし、タイムスタンプ技術の背景、タ
イムスタンプ技術の分類、タイムスタンプ・クライアントの要件、タイムスタン
プのセキュリティ要件、タイムスタンプの応用について述べる。
第 3 章は「タイムスタンプ・プロトコル(RFC 3161)の調査」で、IETF の RFC 3161
の技術の詳細な解説と ETSI のタイムスタンプ・プロトコルのプロファイルについ
て述べる。
第 4 章は「タイムスタンプに関連した仕様の標準化動向の調査」でタイムスタ
ンプ技術に関連する標準の調査を行う。ISO/IEC 18014 の Part 1、Part 2 および
現在ドラフトであるがリンキング・プロトコルを定めた Part 3 について解説する。
さらに公証プロトコルである RFC3026 DVCS、現在 OASIS で策定中の XML タ
イムスタンプ、ETSI/IETF の長期署名フォーマットにおけるタイムスタンプ、
ETSI/IETF の TSA のセキュリティ要件について述べる。
第 5 章は「タイムスタンプに関連した実装」として、タイムスタンプとしての
オープンソースである OpenTSA や OpenEvidence、IAIK2 TSP Toolkit について
調査し、さらに開発ツールキットやタイムスタンプ製品やサービスについて述べ
る。
第 6 章は「タイムスタンプ・プロトコルの相互運用に関する調査」とし、RFC 3161
に基づくタイムスタンプ・プロトコルの相互運用性に関して調査し、現在行われ
ている幾つかのテストサイトの内容を報告する。さらに RFC 3161 の実装のテス
トスィートを設計し、テストケースの概要を述べる。
第 7 章は「まとめ」とし、本報告書のまとめとする。

2
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2 タイムスタンプ技術の概要
2.1 背景
デジタル文書の交換が多くなるにつれ、デジタル文書にタイムスタンプを付け、
文書の存在と非改ざんを示す必要性が認識されてきた。米国の Surety 社は、1990
年代のはじめから階層型のリンキング・プロトコルを用いたタイムスタンプ・サ
ービスを開始している。1990 年代中ごろには米国や英国においても商用のタイム
スタンプ・サービスが行われるようになってきた。また 2000 年代に IETF や
ISO/IEC でタイムスタンプ標準が整備されると、欧州を中心にタイムスタンプの
法的な要件がまとめられ、各所でタイムスタンプ・サービスが開始され、またタ
イムスタンプのテストサイトも立ち上げられるようになってきた。
2.1.1 タイムスタンプ技術の標準化活動
このような状況から、1990 年代の後半にタイムスタンプ技術の標準化の活動が
開始されてきた。IETF の PKIX WG では X.509 証明書に関連する PKI の標準化
を進めてきたが、タイムスタンプや公証機能の重要性の認識から、1998 年末にデ
ジタル署名に基づくタイムスタンプの標準化が開始された。また電子公証の標準
化として DVCS の標準化も検討されることになった。IETF の TSP(Time Stamp
Protocol)はタイムスタンプ要求者の TSA に対する要求プロトコルと TSA の応答
プロトコルおよびタイムスタンプ・トークンの構文の標準化を定めるものである。
DVCS は 2001 年 2 月に RFC 3029[DVCS]となり、TSP は 2001 年 9 月に RFC
3161[TSP]として標準化された。
一方 ISO/IEC JTC1/SC27 では 1990 年代の後半に否認防止サービスとして、
ISO/IEC 13888[ISONR]が策定され、この標準でタイムスタンプ・サービスのプ
ロトコルが検討された。タイムスタンプを直接扱った標準としては、ISO/IEC
18014[TSS-frame][TSS_ind][TSS_link]のタイムスタンプ・サービスがある。
ISO/IEC 18014-1 [TSS-frame]ではタイムスタンプ・プロトコルの基本的なフレー
ムワークが示され、このフレームワークに具体的なメカニズムを指定して定めた
プロトコル、構文が ISO/IEC 18014-2 [TSS_ind]、ISO/IEC 18014-3 [TSS_link]
として決められている。ISO/IEC 18014-2 は独立トークンとしてデジタル署名の
メカニズムに基づくタイムスタンプ、MAC3メカニズムに基づくタイムスタンプ、
3
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アーカイブメカニズムに基づくタイムスタンプ標準として定められた(2002 年 12
月)。ISO/IEC 18014-3[TSS_link]ではリンキングトークンとしてリンキングメカ
ニズムに基づくタイムスタンプ・プロトコルを策定中である(現在 FDIS4)。
ISO/IEC 18014 は IETF PKIX ともリエゾンをとって標準化が進められた。
ISO/IEC 18014-1 のフレームワークでは一般的なタイムスタンプ・リクエスト、
応答、タイムスタンプ・トークンの構文を IETF の TSP の構文と同じものとし、
タイムスタンプ・リクエストの拡張領域で具体的なメカニズムを指定して各種の
タイムスタンプ・サービスに対応させている。さらに TTP に頼るタイムスタンプ
検証の要求、応答のプロトコルも定めている。ISO/IEC 18014-2 ではこの拡張を
省略したときにはデジタル署名メカニズムの独立トークンがデフォルトで指定さ
れることにし、IETF PKIX の RFC 3161 タイムスタンプと互換性を持たせること
にしている。
タイムスタンプ・プロトコル(TSP)やタイムスタンプ・トークンの相互運用性に
とっては TSP のプロファイルを明確にしておく必要があろう。ETSI(European
Telecommunications Standards Institute)ではこのような要件をまとめて RFC
3161 のタイムスタンプのプロファイル(ETSI TS 101 861 Time-Stamping
Profile)[TSP Prof]を定めた。このプロファイルではタイムスタンプ・リクエスト
には nonce を必須とし、拡張(Extension)を用いないとした。またタイムスタンプ・
トークンは accuracy は 1 秒以下、ordering は FALSE とし、拡張は用いないとし
ている。
RFC 3161 では使用できるトランスポートプロトコルについては定めていない
が、例として、TCP、HTTP、SMTP、ファイル交換を示している。ETSI のプロ
ファイルでは使用するトランスポートプロトコルは TSP over HTTP としている。
このプロファイルについての詳細は第 3 章を参照のこと。
2.1.2 タイムスタンプ技術と特許
タイムスタンプ技術や電子公証技術に関連する多くの特許が存在する。RFC
3161 や RFC3026 には関連する特許のリストが載せられている。また ISO/IEC
18014 においても関連特許の問題が指摘されており、ISO/IEC において標準化さ
れたタイムスタンプ技術に関しては、リストされた特許保有者がリーズナブルで
公平な特許使用許諾を与えることに合意しているとしている。この標準に基づく
タイムスタンプ実装者は特許保有者とライセンスについて相談する必要があると
している。

4
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2000 年に Entrust 社がタイムスタンプ製品を開発し販売したところ Surety 社
に特許侵害で提訴されたことがあった。しかし、デジタル署名に基づくタイムス
タンプ技術は公知の事実として Entrust 社が勝訴した。したがって、デジタル署
名に基づくタイムスタンプ技術である RFC 3161 や ISO/IEC18014-2 のタイムス
タンプ標準の実装は特許に抵触しないと考えられる。
2.2 タイムスタンプ技術の概要
タイムスタンプ(注)は 2 つの要件を満たす必要がある。すなわち、
(a) データの存在証明
タイムスタンプを付けたデータがある時刻以前に存在していた、あるいは
他のデータとの順序関係を示すことができる。
(b) データの完全性証明
タイムスタンプを付けた時点からデータが改ざんされた場合にこれを検出
できる機能を持つ。改ざんされていなければデータの完全性が示される。(デ
ータ検証機能)
(注)：単に時刻を添付することもタイムスタンプということがあるが、ここでは
証明可能な方法によるタイムスタンプを意味している。これをセキュアタイムス
タンプということがある。

上記の要件を満たすためのタイムスタンプの技術には多くの手法が提案されて
いる。3 章で詳述する IETF の RFC 3161 デジタル署名に基づくタイムスタンプ(シ
ンプルプロトコルと言われることがある)は現在最も普及している標準である。タ
イムスタンプ技術は大きく分けて、デジタル署名に基づくものとハッシュ値を他
のハッシュ値にリンクさせる方法とに分けられる。4 章で解説する ISO/IEC18014
には各種技術に基づくメカニズムにそって、幾つかの標準を定めている。また、
日本銀行金融研究所の宇根らは各種のタイムスタンプ技術について優れた解説
[UNE2000]を行っている。これらを含めて、タイムスタンプ技術は表 2.2-1 のよ
うに分類できるであろう。
表 2.2-1 タイムスタンプ技術の分類
ベース技術

タイムスタンプ技術

関係する標準

デジタル署名技術

デジタル署名

RFC 3161
ISO/IEC18014-2
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ベース技術

タイムスタンプ技術

関係する標準

デジタル署名による独立トーク

ISO/IEC18014-2

ン
MAC5による独立トークン

ISO/IEC18014-2

アーカイブトークン

ISO/IEC18014-2

XML タイムスタンプ

OASIS DSS で策定中
デジタル署名に基づく

ハッシュ関数技術

分散 TSA

リニア・リンキング

ISO/IEC18014-3

階層型リンキング

ISO/IEC18014-3

集約に RSA 方式を用いる方式

ISO/IEC18014-3

デジタル署名方式

複数の TSA によってハッシュ

リンキング方式

値を関連させる

より詳しいタイムスタンプの技術については、3 章や 4 章で述べるが、ここでは
簡単にこれらの技術の概要を見ておこう。
2.2.1 デジタル署名に基づくタイムスタンプ
このタイムスタンプはシンプルプロトコルともいわれ、公開鍵暗号方式に基づ
くプロトコルである。図 2.2-1 示すように、利用者は TTP6である TSA(Time
Stamp Authority)にタイムスタンプ・リクエストとしてデータのハッシュ値を送
る。TSA はこのハッシュ値に信頼できるタイムソース(GPS や国の標準時刻配信な
ど)から得た時刻を添付し、これに TSA のデジタル署名をつけた応答を返す。検証
者は、後にこのタイムスタンプに付けられた TSA のデジタル署名の有効性を検証
することで、このタイムスタンプに用いたデータの完全性と、このデータがタイ
ムスタンプに示された日時以前に存在していたことが証明できる。この方式はデ
ータ自身を TSA に提示することなく、また TSA は要求にタイムスタンプを返す
だけで要求データを保存する必要がなく比較的簡単なシステムで実現できる。信
頼の基盤は TTP である TSA の署名鍵の強度と安全な管理である。この方式では
タイムスタンプの付いたデータは TSA の公開鍵証明書の有効期間が切れた場合や
TSA の署名鍵のアルゴリズムや強度が弱体化した場合、タイムスタンプの信頼性
が喪失するので、これらの事象が起こる前により強度のある署名鍵を持つタイム
スタンプを付け直す必要がある。

5
6

Message Authentication Code
Trusted Third Party: 信頼できる第三者
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信頼できる時間源
Hash

12

PKI

TSA

クライアント
SigTSA (Hash, time)

3

9
time

6

図 2.2-1 タイムスタンプ・プロトコル(Simple Protocol)
デジタル署名に基づくプロトコルは IETF PKIX で標準化(TSP：RFC 3161) さ
れたものと、ISO/IEC JTC1/SC27 で標準化(ISO/IEC 18014 -2)されたものがある。
ISO の標準は IETF RFC 3161 を拡張したものだが、この拡張を省略すれば RFC
3161 と互換性がある。RFC 3161 の詳しい解説は 3 章で述べるが、ここでは簡単
にプロトコルの構文を見ておこう。要求構文と応答の構文は図 2.2-2 に示すよう
になっている。要求構文はハッシュ値(MessageImprint)に幾つかのオプションを
加えたものである。応答構文はステータスと要求ハッシュ値と時刻情報をバイン
ドしたタイムスタンプ・トークン(TST)からなる。もし要求や処理上のエラーがあ
った場合はステータスにエラーを返すのみで TST は返されない。
TimeStampReqest (要求)
Version (バージョン番号)
MessageImprint (ハッシュ値)
Policy
(タイムスタンプポリシー)
Nonce
(乱数)
CertReq (証明書要求)
Extention (拡張領域)

TimeStampResponce
(応答)
Status
(ステータス)
TimeStampToken (TST)

図 2.2-2 タイムスタンプ・リクエストと応答
TST は図 2.2-3 に示すようにハッシュ値と時刻および精度など幾つかのオプシ
ョン情報を示すタイムスタンプ・トークン情報(TSTInfo)を CMS
SignedData(Cryptographic Message Syntax:RFC3369：旧 RFC2630)[CMS]形式
でカプセル化した署名フォーマットであり、証明書要求があれば TSA の証明書も
添付できる。図 2.2-3 は概念を示すもので正確な表現は 3 章を参照すること。
タイムスタンプ要求者は、受信したタイムスタンプ・トークン(TST)の署名およ
び内容を検証し、正しければ TST を、ハッシュを取った元の文書と共に保存する。
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TimeStampToken (CMS 署名形式)
CMSversion

TSA の署名対象

(CMS バージョン番号)

TSTInfo (TST 情報)
Version
Policy
(TSA ポリシー)
MessageImprint(ハッシュ値)
SirialNumber (シリアル番号)
UTCtime
(信頼できる時刻)
Accuracy
(精度)
Nonce
(要求と同じ乱数)

カプセル化情報
TSTInfo を DER エンコード
Certs

(証明書、複数可)

SignerInfo 署名者(TSA)情報
Sid
(署名者識別子)
DigestAlgorithm
SignatureAlgolithm
Signature
(TSA の署名値)

図 2.2-3 タイムスタンプ・トークン(TST)
これらの要求、応答のトランスポート・プロトコルは通常 HTTP または TCP が
用いられる。
2.2.2 リンキング・プロトコル
この方式は、TSA の信頼に基づかない方式である。リンキング・プロトコルは
公開鍵方式によるデジタル署名を用いない方法であり、タイムスタンプ・リクエ
ストのハッシュ値を次々にリンクさせ、それぞれの要求の前後関係を証明するも
のであり、正確な時間を特定するものではない。リンキング・プロトコルにはリ
ニアリンキング・プロトコル、階層型リンキング・プロトコル、複数の TSA を利
用するリンキング・プロトコルがある。これらのリンキング・プロトコルを紹介
する。

(a) リニアリンキング・プロトコル
図 2.2-4 に示すように、利用者は TSA にデジタル署名に基づくタイムスタ
ンプと同様にデータのハッシュ値を送る。TSA はこのハッシュ値(Hn)と直前
のリンク値(Ln-1)を結合し、そのハッシュをとって新しいリンク値 Ln=h(Hn, n,
Ln-1)を作る。
TSA は続く要求を受けて次々にリンク値 Ln+1、Ln+2…LN を作り、
一定期間に作られた LN を新聞などに公表し、Hn、n、Ln を保存しておく。こ
こでｎは受付け番号である。
検証者は Hn を要求した時点の直前に公表されたリンク値 LM と直後に公表
された LN を入手し、TSA から HM+1、HM+2…Hn-1、Hn+1…HN を入手し自分
の保持している Hn を加えてリンク値 LM+1=h(HM+1, M+1, LM)、LM+2=h(HM+2,
M+2, LM+1)…LN’=h(HN, N, LN-1)を計算し、最後の LN’と公表値 LN を比較しこ
19
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れが一致することで Hn に改ざんがなかったことと Hn を要求したハッシュ列
の前後関係を特定できる。
この方式では TSA は、利用者が要求したハッシュ値(H)や計算したリンク
値(L)をすべて蓄積保存しておく必要があり、シンプルプロトコルに較べてシ
ステムが複雑になる。
新聞に公表：LN

新聞に公表：LM

LM

Ln-1

利用者：Hn
ハッシュ値

Ln

LN

Ln=Hash(Ln-1,, n, Hn)

TSA

図 2.2-4 リニアリンキング・プロトコル

(b) 階層型リンキング・プロトコル
このプロトコルは要求ハッシュ値を受取る毎にリンク値を作るのではなく、
一定数のハッシュ値の要求を貯め、このハッシュ値(H)を階層の葉とし、それ
ぞれ 2 枚の葉から上位のハッシュ値を構成し、次々と上位のハッシュ値を作
り、階層の頂点のルートハッシュ(RH)値を作って行く。このルートハッシュ
値からリニアリンキング・プロトコルと同様にリンク値(スーパーハッシュ値
(SH))の系列を作り、一定期間毎にこのスーパーハッシュを新聞などに公表す
る。
検証は自分のハッシュ値と受取った階層の枝のハッシュ値からルートハッ
シュ値を再現し、これとルートハッシュ値を比較検証し、このルートハッシ
ュ値を使ってリニアリンキング・プロトコルと同様なリンク値の系列を作り
新聞に公表してあるスーパーハッシュ値と比較して行う。この方式は、リニ
アリンキング・プロトコルが公表区間にある N 個のハッシュ計算を必要とす
るのに較べて、ハッシュ計算の回数が Log2(N)に比例する分だけ少なくて済
む点にある。
この方式の変形が米国 Surety 社の Digital Notary Service として提供され
ている(日本では NTT データ社が「セキュア・シール」と言う名称のサービ
スしている)。
リンキング方式は、原理的には要求時点の日時を特定するものではなく、
要求系列の前後関係を特定するものである。
しかし、リンキングを行う時に要求者のデータのハッシュ値を用いるので
はなく、TSA がハッシュ値と時刻を含めた TimestampInfo のハッシュ値を
20
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用いることで時刻をトークンに記述し、時刻を示すこともできる。また、こ
の方式には要求時点を特定するために TSA か受付け時間 T を含めた公開鍵方
式のデジタル署名のタイムスタンプ SIGTSA(Hn, T, ｎ, Ln) を返すことで受付
け時間 T を証明するオプションもある。この場合、たとえデジタル署名が危
殆化した場合であっても最低要求の前後関係は特定できることが特徴である。
リンキングトークンに時刻を含めるこれらの方式は、4 章で解説する ISO/IEC
18014-3 に示されている。
(c) 分散 TSA を用いたタイムスタンプ
この方式はリンク情報を新聞などに公表する代わりに、複数の TSA が独自
にリンク情報を作って行き、このリンク情報を他の TSA に送り互いにタイム
スタンプを作ってもらうという方式である。複数の TSA が関与することで改
ざんの可能性を減少できる。
デジタル署名を用いる方式でも分散 TSA による交互の署名を用いることで、
TSA の全体的な信頼を向上させることができる。
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2.3 タイムスタンプ・クライアント
タイムスタンプ・クライアントは、タイムスタンプ・リクエストの送信、レス
ポンスの受信、タイムスタンプ・トークン(TST)の検証、検証結果や TST 内容の
表示、TST の保存、TST の再検証などの機能を備える必要がある。
2.3.1 タイムスタンプ・リクエストとレスポンスの処理
タイムスタンプ・クライアントは対象となる文書やデータのメッセージインプ
リント(ハッシュ値)を作り、タイムスタンプ・リクエストのプロトコルに従って、
このメッセージインプリントを含むタイムスタンプ・リクエストフォーマットを
構成し、TSA にタイムスタンプ・リクエストを出す。
TSA はこの要求に従ってタイムスタンプ・レスポンスをクライアントに返す。
RFC 3161 では TSA 応答の構文にはステータス情報とタイムスタンプ・トークン
が含まれる。ステータスが異常の場合にはタイムスタンプ・トークンは返されな
い。
クライアントはレスポンスのステータスを調べて、異常であればその原因を除
き再度タイムスタンプ・リクエストを出すかどうかの判断をする。RFC 3161 で定
義したタイムスタンプ・トークンは TSTInfo に CMS SignedData 形式で TSA の
署名がなされている。クライアントは応答ステータスが正常の場合はレスポンス
の中のタイムスタンプ・トークンを抜き出し、以下のタイムスタンプ・トークン
の検証を行う。
2.3.2 タイムスタンプ・トークンの検証
RFC 3161 のタイムスタンプ・トークンの検証は以下の手順を必要とする。この
検証はクライアントが別途 PKI 情報を入手して、TSA の関与なしに独自で行うこ
とができる。
(a) TSA 証明書の認証パスの検証
TSA の証明書からそのトラストアンカーまでの認証パス上で、すべての証
明書が有効であること確認する。すなわち、TSA 証明書の有効期限が切れて
いないか、拡張鍵使用目的がタイムスタンプ専用のオブジェクト識別子(OID)
を持っていること、鍵使用目的が Digital Signature and/or Nonrepudiation
ビットのみが立っていること、またその他の拡張領域の記載事項が TSA のサ

22

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

ービスの定めたプロファイルに従っているかを調べる。さらにこの TSA 証明
書が失効されていないかを CRL または OCSP によって調べる。
上記の検証が OK なら、TSA 証明書を発行している CA の認証パス上のす
べての中間 CA の有効性の検証をトラストアンカーまで検証する。
(b) タイムスタンプ・トークンの署名検証
以上の認証パスが検証できたら、TSA 証明書にある公開鍵が有効であると
判断できるので、この公開鍵を用いてタイムスタンプ・トークンの署名を検
証する。
署名検証ができなければ検証クライアントはこのタイムスタンプ・トーク
ンをリジェクトしなければならない。
(c) タイムスタンプ・トークンフォーマットの検証
タイムスタンプ・トークンの署名検証が成功したら、トークンにある
TSTInfo のフォーマットを検証する。Policy を指定していたら同一の Policy
が返されているか、メッセージインプリント(ハッシュ値)が要求したハッシュ
値と同一かどうかの検証、もし、nonce を入れていたら、トークンにある nonce
が要求で入れた nonce と同じものかなどのトークン情報の検証を行う。

リンキングトークンの検証は、上記の検証手順とは異なる。多くの場合、リン
キングトークンの検証は TSA または第 3 者の検証機関を必要とする。クライアン
トは入手しているトークンを TSA または信頼できる第 3 者へ投げることにより、
TSA が保存している過去のリンキングデータと照合して検証結果を返すことにな
る。この点では TSA は信頼される機関でなければならない。詳しい検証方法は第
4 章の ISO/IEC 18014-3 を参照のこと。
2.3.3 検証結果の表示
タイムスタンプ検証結果は適切に表示されなければならない。表示するものに
は以下のものがある。
応答のステータス
タイムスタンプ・トークン署名の検証結果(TSA 証明書の有効性、トー
クン署名の有効性)
トークン内容の検証結果とその内容の表示
再検証の結果表示
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2.3.4 タイムスタンプ・トークンの保存
(a) 一般文書またはデータのタイムスタンプ
これらの一連の検証が成功裏に完了したら、図 2.3-1 に示すようにクライ
アントがタイムスタンプ・リクエストに使ったオリジナルな文書またはデー
タとタイムスタンプ・トークンを紐付けて適切に保存する。図 2.3-1 ではデ
ータベースのレコードのフィールドにオリジナル文書または参照とタイムス
タンプ・トークンを入れて紐付けを行った例を示したが、新たに ASN.1 また
は XML スキーマでオリジナルデータとタイムスタンプ・トークンを格納す
る構文を定義し、この構文に従ってタイムスタンプ付きデータ形式で保存し
ても良い。これによって文書またはデータがタイムスタンプ時刻以前に生成
されていたことと文書またはデータが改ざんされていないことの証拠を残す
ことになる。
(b) 署名文書のタイムスタンプ
署名文書にタイムスタンプを付ける場合は、図 2.3-2 示すように署名を含
む文書全体のハッシュ値を取るのではなく、署名値のメッセージインプリン
ト(ハッシュ値)に対してタイムスタンプ・リクエストを出し、この署名値に対
するタイムスタンプ・トークンを得ることに注意しよう。文書の完全性は署
名が保障し、この署名の完全性をタイムスタンプ・トークンが保障すること
で、たとえ署名者本人でも文書の改ざんを行えばタイムスタンプ・トークン
の TSA 署名検証で改ざんが検出できるのである。したがって署名者が文書内
容を事後否認することの出来ない否認防止の効果を持たせられるようになる。
タイムスタンプを付けた署名文書の保存は前に述べたように、文書とタイ
ムスタンプ・トークンを紐付けして格納しても良いが、署名フォーマットが
標準の CMS 署名または XML 署名の形式であれば、署名フォーマットにタ
イムスタンプ・トークンを組み込むことができる。すなわち、CMS 署名の
場合は、このフォーマットの SignerInfo の非署名属性(UnsignedAttribute)
の領域にタイムスタンプ・トークンを納めて 1 つの CMS 署名として再構成
する方法がある。XML 署名の場合は<Signature>要素の<Object>の子要素の
<UnsignedProperties>にタイムスタンプ・トークンを収めることができる。
このようにして、オリジナルな文書と署名、およびタイムスタンプ・トーク
ンを 1 つの署名フォーマットとして管理できる。
(c) 複数署名のタイムスタンプ
CMS 署名で SignerInfo が複数あって複数署名(並列署名)がなされている場
合は、それぞれの署名値に対してタイムスタンプを付けることになる。また
Counter Signature(直列署名)がある場合、この署名は SignerInfo の非署名属
性に CMS 署名形式でおかれているので、この CMS 署名の SignerInfo の署
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名値にタイムスタンプを付け、この SignerInfo の非署名属性にタイムスタン
プ・トークンをおく。Counter Signature に Counter Signature が付けられ
る場合、すなわち直列の署名の場合、Counter Signature の中に Counter
Signature が入れ子になるのでタイムスタンプも入れ子になる。
XML 署名の場合<Signature>要素が複数あればそれぞれの<Signature>要
素の署名値に対してタイムスタンプを付けることになる。Counter Signature
の場合、この<Signature>要素の<Object>の子要素の<UnsignedProperties>
に<Signature>要素としておかれる。タイムスタンプはこの Counter
Signature に対しても行うことになるので、CMS 署名と同様に<Signature>
が入れ子になり、タイムスタンプも同様に入れ子になる。

文書

タイムスタンプ要求
ハッシュ値

クライアント
ハッシュ操作
ステータス
OK

TSA

トークンの検証
文 書 と トー クン
の保存

タイムスタンプ応答
ステータス
タイムスタンプ
トークン

DB 文書とタイムスタンプの紐付け保存
DB
保存

管理No.

文書データ タイムスタンプ

図 2.3-1 任意文書に対するタイムスタンプ・クライアント処理
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文書
署名値

CMS SignedData形式または
XML署名形式のデータ
クライアント

タイムスタンプ要求
ハッシュ値

ハッシュ操作
ステータス
OK

TSA

トークンの検証
文 書 と トー クン
の保存

タイムスタンプ応答
ステータス
タイムスタンプ
トークン

文書
署名値
トークン

CMS署名またはXML署名
フォーマットにカプセル

図 2.3-2 署名データに対するタイムスタンプ・クライアント処理
2.3.5 タイムスタンプ付文書の再検証
タイムスタンプ付文書は文書の真正性をめぐった事後の係争時に、確かに文書
がタイムスタンプ時刻より以前に存在していたこと、あるいは文書に対する署名
が確かにタイムスタンプ時刻より以前に存在していたことを証明するためにクラ
イアントに備えておくべき機能である。
再検証は TSA 証明書が有効である期間で可能である。すなわち TSA 証明書の
有効期間が切れていないこと、TSA 証明書が失効されていないことが条件となる。
TSA 証明書が有効でなくなるような長期の検証については長期署名の検証の項で
述べることにする。
再検証の手順はタイムスタンプ・トークンを TSA から受信したときに行うタイ
ムスタンプ・トークン署名検証と基本的に同じ手順による。すなわち、TSA 公開
鍵の有効性検証(TSA 証明書の認証パス検証)と有効である TSA 公開鍵によるタイ
ムスタンプ・トークン署名の検証を行うのである。
署名付文書の署名検証にはタイムスタンプ・トークンの有効性検証とは別に文
書署名の有効性検証を行わなければならない。通常の署名検証手順ではこの再検
証時点で署名用証明書が失効していると署名は有効でないことになってしまう。
しかしタイムスタンプ・トークンによって署名値の完全性と生成時刻が確保され
れば、再検証時点で例え文書署名の証明書が失効されていたとしても署名時刻が
失効時刻より以前であれば署名時点で署名が有効であったことを主張できる。
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2.4 タイムスタンプのセキュリティ要件
タイムスタンプの安全性を考える際に、発行されたタイムスタンプの改ざんを
行う攻撃者が、TSA と結託して特定のタイムスタンプを偽造したり、発行を遅ら
せしたりすることが考えられる。これらの攻撃の対策手法は依拠する技術によっ
て変わってくる。
2.4.1 タイムスタンプのセキュリティ
(a) デジタル署名に基づくタイムスタンプ
公開鍵暗号方式を用いたデジタル署名によるセキュリティは、用いるハッ
シュ関数やデジタル署名の強度および TSA の運用方法に依存する。攻撃者が
TSA と結託できる場合には時刻を変えたり、TSA の署名鍵を用いて既に発行
したタイムスタンプ自身を改ざんしたりすることができる。したがって TSA
の署名鍵の安全な管理や時刻の正確な管理が信頼されることの重要な要件と
なる。この TSA は利用者に関するデータ(ハッシュ値)を安全に保管する必要
はない。
(b) リンキングトークンによるタイムスタンプ
リンキング・プロトコルの安全性は使用するハッシュ関数の強度に依存し、
また生成したリンク情報を格納しておくリポジトリの完全性に依存する。こ
の TSA はデジタル署名などの PKI 環境の管理に依存しない。
したがって TSA
は PKI の信頼を必要としないものである。

2.4.2 デジタル署名に基づくタイムスタンプ
(a) TSA のセキュリティ要件
デジタル署名に基づくタイムスタンプのセキュリティは PKI の信頼に依存
するものである。TSA は利用者にとって信頼できる第三者でなければならな
い。RFC 3161 では TSA ポリシーを定め、これの OID をタイムスタンプ・
トークンに含め TSA のサービスがどのようなセキュリティのポリシーに従っ
ているかを示すことになっている。第 4 章では ETSI が定め、RFC にもなっ
た「TSA のセキュリティ要件」について詳しく述べることにする。
(b) TSA 証明書要件
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RFC 3161 では TSA 公開鍵証明書の拡張鍵使用(extended key usage)の拡
張領域にこの公開鍵が TSA の署名鍵に対応するものであることを示す
id-kp-timeStamping の OID を記述することになっている。そしてこの拡張
がクリティカルとするとしている。これは TSA の署名鍵がタイムスタンプ・
トークンの署名専用の鍵であって、他の署名に用いてはならないことを示し
ている。TSA 証明書の鍵使用目的には digitalSignature and/or
nonRepudiation ビットを立てる(注)。TSA は利用者が提示するハッシュ値に
対してほぼ自動的に署名して返す署名サーバーである。もし署名鍵がタイム
スタンプ専用でなかった場合、誰かが悪意を持って 1 億円の注文書のハッシ
ュを TSA に投げタイムスタンプの形式であるが TSA 署名を入手したら TSA
に対して署名を根拠に 1 億円を請求するかもしれない。TSA は自己防衛のた
めにもこの署名がタイムスタンプ専用であることを示すために TSA 証明書の
拡張鍵使用目的にタイムスタンプ目的であることを示す OID を指定しておか
なければならない。
(注) extendedKeyUsage に id-kp-timeStamping の OID を指定すれば、こ
の鍵は TSA 署名鍵専用であることを示すから、keyUsage には何も指定しな
くとも良いという意見もある。
2.4.3 信頼できる時刻源
TSA はタイムスタンプ・トークンに信頼できる時刻源から得た時刻情報を要求
者の提示したハッシュ値にバインドし、これにデジタル署名がなされることにな
る。RFC 3161 ではこの時刻については信頼できる時刻源から得るとしているが、
これを証明する手段については何も言及していない。時刻については協定世界時
(UTC)を使用することになっている。したがって、TSA は UTC と同期を取った時
刻源を用いる必要がある。
TSA の時刻源には GPS などが用いられるが、それだけでは利用者が本当にその
時間がどの程度信頼できるものかの保証がない。最近、時刻配信の高信頼化や時
刻認証に関するセキュリティの関心が高まってきた。電子商取引においては特に
時刻の信頼性が求められることがある。日本においての標準時については、独立
行政法人通信総合研究所が通報業務を実施しているが、時刻配信、時刻認証サー
ビスは行っていない。しかし、時刻認証サービスへ向けて、総務省では標準時配
信、時刻認証サービスの研究会を発足させ、課題の検討、サ−ビスの推進方法を
検討している。
TSA もタイムスタンプに用いた時刻が通信総合研究所(CRL)などの公式な時刻
源から得られ、何時何分に UTC 時間に較正され、時間精度がどの程度であるかの
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証明を示すことが出来れば TSA の利用者に大きな信頼を与えることができる。
TSA は信頼できる時間源から定期的に時刻認証を受けたことを利用者に示すこと
が TSA のサービス向上につながる。セイコーインスツルメンツ株式会社などはこ
のような時刻認証サービスを提供している。
2.4.4 TSA のセキュリティ要件
PKI に関しては RFC3647(旧 RFC2527)に証明書ポリシー(CP)と認証実施規定
(CPS)のフレームワークが定められ、認証局はこれらのフレームワークに沿った文
書を作成し、利用者に公開することができるようになっている。
TSA に関しても信頼される機関としてタイムスタンプ発行に関するポリシーを
明確にし、TSA の運用に関して実施規定を作っておく必要がある。欧州において
は EESSI (European Electronic Signature Standardization Initiative) のもとに
TSA のセキュリティ要件の標準化作業が行われ、ETSI TS 102 023 Policy
Requirement for Time-Stamping Authorities (TSAs)が策定され、これは IETF に
も提出され RFC3628 として発行された。これは PKI の CP/CPS と同様にタイム
スタンプポリシーと TSA 実施規定を定めるためのガイドラインである。ここでは
以下のような項目についてポリシーと実施規定を定めるとしている。
ポリシー識別子
TSA の義務と責任
鍵のライフサイクル管理
時刻管理
TSA の管理運営
(セキュリティ管理、物理的および環境のセキュリティ、運用管理、ア
クセス管理)
アクセスログの記録
TSA の組織

詳しくは 4.8 節を参照のこと。またこの文書では上記のポリシーや実施規定とは
別個に、TSA の利用者に TSA のサービス内容、連絡先、義務と責任などを簡潔に
まとめた「TSA 開示規定」も作成しておくと良いとしている。

ECOM では 2002 年の認証・公証 WG の報告書として「ECOM タイムスタン
プ・サービス運用ガイドライン」[ECOM-ope]としてデジタル署名に基づく TSA
とリンキングトークンを発行する TSA の 2 つの TSA に対する実施規定の例をま
とめている。
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ここで、信頼できる機関としての認証局(CA)とタイムスタンプ局(TSA)を比較し
てみる。TSA と CA は共に信頼される機関として、同様なセキュリティ要件を求
められるが、違いもある。ここではその対比を表 2.4-1 にまとめた。

表 2.4-1CA と TSA のセキュリティ要件の比較
要件

認証局(CA)

タイムスタンプ局(TSA)

加入者

公開鍵証明書の発行を受ける者。

タイムスタンプ要求者。

(subscriber)

対応するプライベート鍵を唯一保

セキュアなハッシュ関数を用いる

有し、署名、暗号復号を行う。

必要があるが、秘密の鍵はもたな

プライベート鍵を安全に管理する

い。TSA の加入者は CA の場合と

義務がある。

違って、TSA と明示的な契約を持
たないこともある。

信頼者

公開鍵証明書の利用者。証明書

タイムスタンプ・トークンを検証する

(relying party)

の有効性を検証し、公開鍵を用い

者。PKI の信頼者と同様に TSA 証

て署名検証、認証や共通鍵を暗

明書の有効性を検証し、トークンの

号化する。

正しさを検証する。

証明書の信頼点の管理責任があ

TSA 証明書の信頼点の管理責任

る。

がある。

加入者登録

認証局の RA 業務として加入者の

TSA 業務として別途加入者管理を

(RA)

本人確認を行う義務がある。

行うことがあるが、RFC 3161 に定
める TSA としては、加入者は匿名
で登録業務はない。

証明書、トークンの

オンライン、オフラインの発行形態

ほとんどがオンラインの要求に対し

発行

がある。

て、オンライン応答でトークンを発
行する。

操作員の区分

システム操作員、セキュリティ管理

登録作業がないので、日常の操作

者、登録作業員、監査者などのセ

はほとんどが自動的。

キュリティ管理責任の分散が求め

鍵の生成、ポリシーの設定、監査

られる。重要業務には複数人操作

ログの検査、システムのバックアッ

が必要となることがある。

プなどで操作員の区分が必要にな
ることがある。
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要件

認証局(CA)

タイムスタンプ局(TSA)

機関の署名鍵管理

CA のセキュリティの最も重要なも

TSA の署名鍵はタイムスタンプ・ト

の。署名鍵は安全に生成し、危殆

ークンのセキュリティの要であり、

化によるリスクを避けるため HSM の

CA の場合と同様に HSM の使用な

使用などの安全策をとり、安全な

ど安全な管理が必要である。

バックアップやライフサイクル全体

ただし、署名鍵のバックアップは必

の管理を行わなければならない

ずしも必要ない。鍵の破損などに
対しては、新しい鍵を生成して用
いればよい。

署名鍵の強度

一般には、CA は 10 年以上の有効

TSA の 5 年以内のタイムスタンプ・

期限を持つ証明書の発行のため、

トークン発行には RSA 換算で 1024

RSA 換算で 2048 ビット以上の鍵を

ビット以上の鍵を使用する。

使用するとされる。

しかし、長期(10 年以上)のアーカイ
ブ用のタイムスタンプ・トークンのた
めには 2048 ビット以上を使用する
ことが望まれる。

時刻の管理

証明書や失効情報に発行時刻を

信頼できる時刻源と同期を取った

記載するので、正確な時刻が必要

時刻を用いる。精度や Ordering を

であるが、秒以下の精度や

求められることがある。

Ordering を求められることは少な
い。
加入者に関する情

加入者の本人確認のため個人情

TSA にとって加入者は匿名であ

報、プライバシー

報を収集保存する。プライバシー

り、要求データは現物ではなく、デ

に関連する情報も含まれるため、

ータのハッシュ値で、秘密の情報

個人情報保護の観点からの管理

を含まない。

が必要。

特段の管理の必要性がない。

登録、証明書発行、失効情報、イ

タイムスタンプ・リクエスト、トークン

ベントログ、バックアップ、アーカイ

の発行に関するイベントログをと

ブなど CA 業務の重要なイベントは

る。

すべてセキュアなログをとらなけれ

登録に関する業務がないのでログ

ばならない。監査ログは定期的に

は比較的簡単なものとなる。要求

検査しなければならない。

データ(ハッシュ値)は原則保管す

監査ログ

る義務はない。
記録の保存

登録業務、証明書発行、失効、監

タイムスタンプ・リクエスト／応答に

査ログ、アーカイブなど安全に長

関するイベントログを記録する。操

期間記録保存する必要がある。

作員の操作に関するログは一定期
間保存する。

31

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査
要件

認証局(CA)

タイムスタンプ局(TSA)

PKI における位置付

PKI の Authority、エンドエンティテ

PKI の観点からは TSA は証明書発

け

ィから信頼される存在。

行を受けるエンドエンティティ
(subscriber)の位置にある。したが
って TSA のロケーション情報を
TSA 証明書に記述するには SIA 拡
張に URL を指定する。
しかしながら利用者からは信頼さ
れる Authority である。
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2.5 タイムスタンプの応用
タイムスタンプは対象データがタイムスタンプ時刻以前に存在していたことと、
その時刻以降に時刻を含めてデータが改ざんされていればこれを検出できる機能
をもっている。タイムスタンプは、この機能を基にして、以下のような応用に用
いられる。
2.5.1 否認防止(Non Repudiation)
デジタル署名文書は、署名者以外がこれに手を加えれば、この改ざんを検出で
きる機能をもっている。しかし署名者本人はいつでも文書に手を入れて新たな署
名を施すことで、以前の文書に対して証拠を残すことなく自由に改ざんできる。
署名者は以前の署名文書を新たな署名文書にすり替えるかもしれない。また署名
者が以前になした署名を誰かがかってに署名したものとしてその署名を否認し、
新たな署名文書が本物であると主張するかもしれない。このような否認はビジネ
ス活動を困難にさせる。
否認防止をサポートする強力な手段がタイムスタンプである。タイムスタンプ
を付けることで署名者自身でも対象データを変更することも、タイムスタンプ時
刻の変更もできない。すなわち署名者の否認防止をサポートする。
ISO/IEC JTCI/SC27 では否認防止(NonRepudiation)について暗号技術を用い
た技術的な標準を定めている(ISO/IEC 13888[ISONR])。ここでは否認防止の重要
な技術としてタイムスタンプを用いることとしている。
否認防止はタイムスタンプなど技術的方策のみでは解決できない。署名鍵の管
理、署名に対する本人の意図の反映など管理面、運用面の問題もはらんでいる。
しかし、タイムスタンプは否認防止を強力にサポートする重要な技術と言えよう。
2.5.2 長期署名保存(ASN.1 長期署名フォーマット、XAdES)
PKI ベースの電子署名には大きな問題が残っている。それは電子署名を長期に
保存するときの問題である。何らかの係争の解決のために、あるいは監査のため
に電子署名を事後に再検証する必要性がある。このとき証明書の有効期限が切れ
ていたり証明書が失効されていたりすると署名の検証ができなくなってしまう。
しかし署名を最初に検証した時点では有効であったはずの署名がこの時点で再検
証ができなくては安定したビジネスを困難にしてしまう。欧州の
EESSI(European Electronic Signature Standardization Initiative)では欧州の電
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子署名法(EU Directive)の要請から、この問題に取り組んできた。そこで ETSI で
長期署名の再検証を可能にする ASN.1 ベースの署名フォーマットの標準を開発し
てきた(ETSI TS 101 733)。この標準は IETF にも提出され RFC3126 として公表
されている。
基本的な考え方は以下のようである。図 2.5-1 に示すように、まず署名の最初
の検証者は署名にタイムスタンプをつける(ES-T)。そして署名の検証に用いた証
拠としての認証パス上のすべての証明書と失効情報を付加しておく(ES-X Long)。
再検証者は、この情報からまず署名がタイムスタンプ時刻以前に存在していたこ
とが確認でき、すべての証明書が有効であったことを付加された認証パス上で再
確認ができる。例え現時点では証明書が失効されていたとしても最初の検証時点
では失効されていなかったことがタイムスタンプ時刻によって証明できる。
ES-X Long
ES-T

電子署名(ES)
署名ポリシー

他の

デジタル

ID

署名属性

署名

署名への
タイム
スタンプ

ES-C

証明書と
失効情報
への参照

全ての証明
書と失効情
報のデータ

ES-A

ES-X Long
へのタイム
スタンプ

図 2.5-1 長期署名のフォーマット
さらに長期に渡って署名鍵の強度が下がり、アルゴリズムが弱体化して署名が
偽造できるような事態に備えて、長期署名フォーマット全体にアーカイブタイム
スタンプを付けるのである(ES-A)。このアーカイブタイムスタンプによって署名
や証明書の偽造を防ぐことができ最初の検証時点では署名が有効であったことが
証明できる。またアーカイブタイムスタンプの有効期限が来る前に、さらに最新
のアーカイブタイムスタンプで再カプセルかすることで署名の寿命を延長させる
のである。
この署名の長期保存フォーマットは ASN.1 を用いたものであるが、同様な内容
の XML 方式の標準が ETSI 101 903 として、また W3C では Note として発行さ
れている。この方式による実装例も幾つか報告されている。この長期署名フォー
マットについては 4.6 章で詳しく述べる。
データの長期アーカイブに関しては IETF PKIX で TAP (Trusted Archive
Protocol)も検討されている。現在はドラフトとして策定中である。この TAP の解
説は 4 章で述べる。
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日本でも ECOM がこの長期保存の問題に取り組み、調査報告、利用方法やガイ
ドライン[ECOM2002][ECOM-usage][ECOM-ope]を出している。
2.5.3 長期データの認証と検証(DVCS)
DVCS(Data Validation and Certification Server Protocols)[DVCS]は、任意の
データの認証と署名文書の検証を目的とするサーバー・プロトコルとして IETF
の PKIX で RFC 3029 として策定されたものである(Experimental)。1998 年の終
わりに PKIX で否認防止をサポートするためにタイムスタンプ・プロトコル(TSP)
とデータ認証(DVCS)を加えるように PKIX の憲章が変えられ、DVCS の検討が開
始された。初期のドラフトは C.Adams 等によって Notary Protocol(公証プロトコ
ル)として企画されたが、Notary(公証)の意味が技術的範囲を超えて法的な定義も
含み、この範囲が各国の制度的な違いを含んで誤解を与えるとのことで、
DCS(Data Certification Server Protocols)とタイトルされた。その後このプロト
コルの目的がデータの認証と署名文書の検証を含むことから検証(Validation)の意
図を明示的にして現在の DVCS とタイトルを変えた。DVCS のより詳しい解説は
4 章で述べる。

(a) DVCS の用途
DVCS は一般的なデータの有効性とデータ認証のサービスを行う TTP
である。
DVCS はある時刻に於ける要求者の保持するデータの有効性主張(デー
タ認証)と、署名文書の検証および証明書の有効性(署名検証)を確認し、
その証明として DVCS が署名した「データ検証証明書(DVC)」を発行
する。この DVC は後に DVC に指定された時刻でのデータ所有や署名
の正しさの証拠として用いることができる。
公開鍵証明書の有効期限切れ後で失効情報が定かでない場合でも DVC
に指定された時刻での、否認防止をサポートする(その時のデジタル署
名文書または公開鍵証明書の正しさを示す)
トランザクションの相手は DVC の有効性を確認し、ある時点で使用さ
れたデータ(所有するデータ、または署名文書)の正しさを検証できる。
DVC の検証は DVCS の署名検証と同じプロトコルを使って行うこと
ができる。また、DVC はデータ所有認証要求時に提出したデータのア
ーカイブと較べることでも検証できる。
要求者が、署名付きで署名文書や証明書の検証を要求した場合、要求
者の署名や証明書を正しく維持した証拠を示す。
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(b) DVCS のサービス
DVCS には 4 つのサービス(2 つのデータ認証と 2 つの署名文書の検証サー
ビス)がある。
データ認証
CPD:
データ所有の認証(任意データ)
CCPD:
データ所有申請の認証(データのハッシュ値：内容は問わない)
署名文書の検証
VSD:
ディジタル署名文書の検証(パス検証と失効検証を含む)
VPKC:
公開鍵証明書の検証(パス検証と失効情報の検証を含む)

タイムスタンプとの関連で言うと DVCS 要求で時刻要求を行うと DVCS の応答
の DVC にタイムスタンプを付けることができる。
2.5.4 その他タイムスタンプの応用
時刻とデータ存在を必要とする業務にはタイムスタンプの付与が有効である。
例えば特許申請、電子申請受付レシート、オンラインオークション、株式売買な
どには直接的なニーズが存在する。
しかし、上記のように直接時刻情報を記録する必要のある文書以外でも、電子
署名文書には必ずタイムスタンプを付与しておくことが署名データの事後保全に
重要になるだろう。電子署名文書は文書の完全性を示すことができるが署名が何
時行われたかについては基本的に分からないからである。タイムスタンプを付け
ておけば長期署名フォーマット構成にしなくともある程度の証拠性が保全できる
であろう。
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2.6 協定世界時(UTC : Coordinated Universal Time)
協定世界時(UTC)は 1972 年 1 月 1 日から実施されている世界標準時であり、原
子時計に基づきながら、地球回転に基づく世界時 UT1 との時差が一定範囲内に収
まるよう管理されている人工的な時間体系である。UTC ゼロ(0)時間は、基準子午
線にあるイギリス・グリニッジの深夜 0 時である。世界時は 24 時間時計に基づい
ており、UTC の午後 4 時は 16:00 UTC(16 時 0 分)と表される。UTC は原子時計
の刻む時刻と地球の自転に基づく時刻を参照して設定されている。
UTC が参照する原子時は国際原子時(TAI:International Atomic Time)に基づい
ている。TAI はフランスにある国際度量衡局(BIPM:Bureau International des
Poids et Measures)が、世界 30 ヶ国以上の気象台や観測所にある 200 以上の原子
時計の情報に基づき計算している。仮想的に存在する完全に時刻が正確な時計に
対して年間でミリ秒の 10 分の 1 の誤差しかない。原子時が単位としている国際単
位(SI)の 1 秒は、セシウム 133 の基底状態の 2 つの超微細準位の間の遷移に対応
する放射の 9,192,631,770 周期の継続時間として定義される。TAI は、多数の原子
時計に基づく統計的時間スケールである国際原子時のスケールである。TAI に関
する情報は毎月 BIPM 発行の「BIPM Circular T」で入手できる
(ftp://62.161.69.5/pub/tai/publication)。
UTC が参照するもうひとつの情報は地球の自転変化に関する情報である。これ
は世界時(UT)により参照することができる。UT は深夜 0 時からカウントされ、特
定の場所の回転時間(UT0)の緯度の差異による補正を行った値(UT1)を計算してい
る。従って UT1 は地球の自転に基づく場所によらない一義的な時刻となる。UT1
は地球の不規則性は平均的回転速度の減少をもたらし UTC に対して UT1 が遅れ
ることとなる。
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グリニッチ天文台
の太陽時:UT0
↓緯度補正
世界時：UT1

世界200箇所の原子時計
↓平均化
世界原子時：TAI

TAI
原子時計の
時刻

協定標準時
UTC

UT1
自転による
時刻

図 2.6-1UTC の決定方法
UTC はセシウムによる国際原子時 TAI に従っているが、地球の自転の遅れを考
慮した UT1 との差異が生じるため年 2 回、6 月 30 日と 12 月 31 日の最終分の調
整により UTC と UT1 との間の累積した差異が、次に予定された調整まで 0.9 秒
を超えないように調整する。これを「うるう秒」と呼んでいる。過去の経緯では、
調整は通常 UTC 時間スケールに秒数を加えて地球の自転が追いつくようにするた
め調整が行われる日の UTC 時間スケールの最終分は 61 秒となる。調整は整数秒
単位であり UTC は整数秒だけ TAI と異なり、うるう秒を入れる度に TAI と UTC
は 1 秒づつずれていく。UTC に 1 秒刻みに「うるう秒」を導入するいことにより
不規則性を考慮して、太陽がグリニッジの子午線において 12:00:00 UTC と UT1
との差異は 0.9 秒以内に保つよう国際地球回転サービス
(IERS)(http://hpiers.obspm.fr/)より勧告されている。

(ETSI TS 102 203 付録 D より引用)
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TAI

半年

半年

半年

現状ではUTCはTAIより整数秒ずつ遅れていっている

UTC

閏
秒

半年

半年毎うるう秒で調整

UT1

半年

半年
誤差は0.9秒以内

地球の自転に基づくUT1は
変動している

図 2.6-2UTC とうるう秒の関係
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2.7 時刻同期
タイムスタンプ・サービスにおいては、信頼性の高い時刻配信元から、いかに
精度の高い時刻を得るかが重要である。通常、タイムスタンプ・サービスにおい
てはサービスが稼動しているマシンのシステムクロックを時刻として利用するた
め、より誤差の少ない時刻を外部から取得しシステムクロックと同期する必要が
ある。
2.7.1 時刻同期プロトコル
時刻同期に使われる代表的なプロトコルには NTP(Network Time
Protocol)[NTP]と SNTP(Simple Network Time Protocol)[SNTP]の 2 つがある。
(a) NTP(Network Time Protocol)
IETF により RFC1305 として公開されている米国デラウエア大学で主体的
に策定行われたプロトコルであり、数多くの計算機・ルーターなどのネット
ワーク機器がサポートしている時刻同期プロトコルである。LAN はもちろん
WAN でも利用可能であり、米国立標準技術研究所(National Institute of
Standards and Technology, NIST)などで時刻配信を行っている。LAN の場
合の誤差は 1 ミリ秒以下、WAN の場合の誤差は 10 ミリ秒以下となっている。
NTP パケットは改竄可能であるが、NTPv3[NTP]ではオプションとして共通
鍵を使った認証をサポートしている。IETF STIME-WG(Secure Network
Time Protocol-WG)では
デラウェア大学の D.L.Mills 氏が中心となり NTPv3 の後継となる公開鍵を
使ったよりセキュアな NTP の標準化作業が進められておりインターネット
ドラフトとして公開されている[id-NTPAUTH][id-NTPAUTH2]。
この公開鍵に対応した NTP を NTPv4 と呼んでおり、NTPv4 に対応した
実装も存在する。なお、NTP の遅延の計算方法や、NTPv4 拡張フィールド、
AuthKey と呼ばれる公開鍵によるサーバークライアント認証を用いた
NTPv4 認証の仕組みについては文献[ECOM2002]において詳説されている。
(b) SNTP(Simpel Network Time Protocol)
IETF により RFC2030 として公開されているプロトコルであり、NTP の
ように狭い誤差を必要としない環境のために設計された NTP のサブセット
である。SNTP では、NTP で使われているネットワーク遅延を計算する複雑
なアルゴリズムが省かれており、
WAN 上では 100 ミリ秒程度の誤差がある。
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2.7.2 時刻同期の方法
ここでは時刻同期の方法について解説する。時刻同期の際には UTC 時刻との差
異である「誤差」と、システムが増分させることができる最小の時間単位である
「精度」が重要となる。それに加えて、外部から時刻を取得する際に改竄されな
いことを保証するセキュリティや、システム構成に係るコストにより、どの方法
をとるべきか判断することとなる。

クロックには 2 つの種類があり、これらの特徴をまとめたのが以下である。
説明

特徴
簡単

考慮すべき点
精度が低い

System

PCのクロックは55ミリ秒、UNIXで

Clock

は1マイクロ秒から1ミリ秒である。 安価

ドリフトが大きくそ

時刻は信頼できないため多くの場

の結果誤差が大きい

合タイムスタンプ用途では使えな

耐タンパ性が無い

い
Precision

カードスロットより正確な時刻を

System Clockよりドリ

高価

Hardware

取得したり、これをSystem Clockと

フトが少ない

Slave System Clockの

Clock

同期したりできる

System Clockより耐タ

精度はSystem Clockの

ンパ性がある

精度に依存する

外部サーバーを使わな

ややドリフトがある

いのでFireWallに依存
しない

(Entrust 社 Entrust Validation Server 7.0 Administrator Manual より)

タイムスタンプで使われる時刻の同期方法について以下にまとめる。
説明

特徴

考慮すべき点

Public

数多くのpublic NTPサーバーがあ

世界で利用可能な標準

UDP123を開ける必要

NTP/SNTP

る

時間であるUTC時刻ソ

がある

ースからのトレースが

ネットワーク障害や

可能

過負荷によりサービ

サーバー認証が可能

スが停止する

(option)

セキュリティは共通

server

鍵に依存する
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説明

特徴

Private time

NIST UTCを時刻ソースとしてVPN

セキュアであり監査が

サービス利用料や

services

を用いてセキュアに時刻配信する

可能である

VPNやプライベート

サービスとしてCertifiedTime(TM)

誤差が少ない

ネットワークの利用

などがある。

考慮すべき点

料が必要

Dial-up

NISTではACTS(Automated

世界で利用可能な標準

誤差はlocal system

services

Computer Time Service)という時刻

時間であるUTC時刻ソ

clockに依存する。

配信サービスを提供している。必要

ースからのトレースが

NISTから遠い場合に

なのかマシンとアナログモデムと

可能

は電話料金が高くな

電話回線とソフトウェアのみであ

電話公衆回線やPBXの

る

る。ACTSでは正しくネットワーク

が正しく運用されてい

遅延の補正ができれば10ミリ秒以

るならばセキュアであ

下の誤差範囲である

る

Local

ローカルサーバーを外部の信頼で

ローカル内で一貫した

高価

network

きる時刻配信元のスレーブとし、ロ

時刻同期がとれる

サーバーへの内部犯

NTP server

ーカルマシンにNTPで時刻配信す

サーバーのみがUDP123

行の可能性あり

る

を開けるかダイアルア
ップモデムやGPSレシ
ーバーを持てばよい

Radio

無線により時刻コードを受信する

ミリ秒単位の誤差とな

100%セキュアとはい

る

えない。GPSの信号を

ネットワークと比較し

配信するツールがあ

時刻配信が中断するこ

り改竄が可能。

とはない

高価である
電波を受信できない
場所にマシンがある
場合、外部アンテナが
必要となる

(Entrust 社 Entrust Validation Server 7.0 Administrator Manual より)
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3 タイムスタンプ・プロトコル(RFC 3161)
多くのタイムスタンプ技術でリファレンスとされている RFC 3161[TSP]につい
て解説するとともに、この RFC 3161 の 1 プロファイルとして定義された ETSI7の
Time-Stamping Profile(ETSI TS 101 861)[TSP Prof]や、同じく RFC 3161 の改
定案として検討された rfc3161bis[id-rfc3161bis]について、RFC 3161 との差異を
解説する。
3.1 RFC 3161
IETF/PKIX8で策定され、多くのタイムスタンプ技術でリファレンスとされてい
る RFC 3161 について解説する。
RFC 3161 では、2 章で解説したタイムスタンプを実際にエンティティ間でやり
とりする際の具体的なプロトコルを定義している。
具体的には、タイムスタンプ・トークンを発行する TSA についての要件定義や
リクエスト・レスポンスフォーマット、これらを用いてインターネット上で通信
するための転送プロトコルについて定義している。

TSP

Time Stamp Protocol(TSP) とは、TSA が発行するTime Stamp Token(TST)の
形式および、TSAとタイムスタンプを要求するタイムスタンプ要求者の間
での規約であり、RFC 3161で定義されている。

TSA

TSAは、タイムスタンプ・トークンを生成し発行する信頼できる第三者で
ある。TSA は、タイムスタンプ・プロトコル に基づいて、タイムスタン
プ要求者との対話の結果としてタイムスタンプ・トークンを発行しタイム
スタンプ要求者に提供する。TSAはタイムスタンプ・トークンを発行する
ための専用のプライベート鍵とそれに対応する公開鍵証明書を持つ PKI上
のエンティティである。

7
8

http://www.etsi.org/
http://www.ietf.org/html.charters/pkix-charter.html
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TST

Time Stamp Token (TST)は、あるデータが特定の時間以前に存在したことを
証明するための証拠として利用される情報であり、タイムスタンプ要求者
からのリクエストによってTSAが生成・発行する署名データの一種である。

ハッシュ値
文書
8eb6…28e6
TSA
TSP要求
タイムスタンプ
要求者

TSA証明書

TSP応答
TSA私有鍵

TST
署名

TSPの定義範囲

図 3.1-1TSP の概要
3.1.1 TSA
RFC 3161 の 2 章では、TSA についてまず要件定義(2.1 節)を行った後、TSA が
処理すべきトランザクション(2.2 節)や TSA の識別方法(2.3 節)について述べてい
る。
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TSA 要件

TSAは次の要件を満たさなければならない(REQUIRED)。
1.

信頼できる時間情報源を使用すること。

2.

TSAが発行するTST のおのおのに信頼できる時間値を含めること。

3.

TSTに一意なシリアル番号を含めること。

4.

受け取った妥当なリクエストをもとにTST を生成すること。

5.

TST にtsaPolicy を含めること。

6.

データのハッシュ値にのみタイムスタンプすること。

7.

ハッシュアルゴリズムを検査し、ハッシュ値の長さがそれと矛盾しない
ことを検証すること。

8.

ハッシュ値長以外にimprintを調べないこと。

9.

TSTにタイムスタンプ要求者の識別子を含めないこと。

10. TSTの署名専用の鍵を用いて署名し、対応する公開鍵証明書でその属性
を示すこと。
11. TSAがサポートしている拡張に対しては、TSTに追加情報を含めること、
それができない場合はエラー応答すること。

TSAトランザク
ション

TSPは、TSAとタイムスタンプ要求者によるリクエストとレスポンスの交換
によってタイムスタンプ・トークンを提供する。そのトランザクションは、
タイムスタンプ要求者が、タイムスタンプ・リクエスト(TimeStampReq)を
TSAに送ることから始まる。そして、TSAはそれにタイムスタンプ・レスポ
ンス(TimeStampResp)で応える。
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TSA 証明書

TSAは、少なくともTSTに署名を行うためのプライベート鍵とそれに対応する公開
鍵証明書を持つTTPである。
TSAの公開鍵証明書について次のような要件を満たさなければならない。

1.

その用途のために排他的に作成されたプライベート鍵と公開鍵証明書を使用
して、TSTを署名しなければならない；
TSAは様々な用途のために複数の鍵と公開鍵証明書を持つことができる。しか
し、TSTの署名に使用する鍵と証明書は、そのためだけに使用し、他の用途と
共用してはならない。

2.

TSTの署名に使用する公開鍵証明書でその属性を示さなければならない；
TSTの署名に使用する公開鍵証明書は、その属性を示すために次の内容を含ま
なければならない。
(a) 証明書には id-kp-timeStamping のインスタンスのみの extended key usage
拡張を含まなければならない。
(b) その拡張(extended key usage) は critical でなければならない。

RFC3280より:
公開鍵証明書のextendedKeyUsage拡張にid-kp-timeStampingを指定する場合、
keyUsage拡張にdigitalSignatureとnonRepudiationの両方またはいずれかを指定して
もよい(may)。
TSAが自身の公開鍵証明書において、タイムスタンプ・サービスを提供しているこ
とを明記してもよい。その場合、TSAの公開鍵証明書には次の内容を含める。
subjectInfoAccess 拡張に accsessMethod id-ad-timeStamping で accessLocation に
TSA がサポートする転送プロトコルを定義する。

3.1.2 リクエストおよびレスポンスフォーマット
RFC 3161 の「2 章 TSA」では、クライアント(タイムスタンプ要求者)が TSA
とタイムスタンプ・トークンをやりとりするためのメッセージフォーマットを定
義している。
3.1.2.1 リクエストフォーマット

TimeStampReq

TimeStampReqはタイムスタンプ要求者が生成しTSAに送られる。

VERSION

タイムスタンプ・リクエストのバージョン(現在は
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1)。
MessageImprint

タイムスタンプが押されるデータ(ハッシュ値)。

ReqPolicy

OPTIONAL

要求するTSAポリシー。

Nonce

OPTIONAL

信頼できるローカルクロックがない場合に、適時
性検証のために使われる乱数。タイムスタンプ要
求者によって生成される。

CertReq

タイムスタンプ・レスポンス(TimeStampResp)に、
TSAの公開鍵証明書を含めることを要求するフラ
グ。TRUEの場合は、CMS SignedDataのcertificates
にTSA証明書が含まれなければならない。省略あ
るいはFLASEの場合、certificatesにTSA証明書が含
まれてはならない。
OPTIONAL

Extensions

追加情報のためのフィールド。現在は定義されて
いない。

-- 2.4.1
TimeStampReq ::= SEQUENCE {
version
INTEGER { v1(1) },
messageImprint
MessageImprint,
--a hash algorithm OID and the hash value of the data to be
--time-stamped
reqPolicy
TSAPolicyId
OPTIONAL,
nonce
INTEGER
OPTIONAL,
certReq
BOOLEAN
DEFAULT FALSE,
extensions
[0] IMPLICIT Extensions
OPTIONAL }
TSAPolicyId ::= OBJECT IDENTIFIER

MessageImprint

タイムスタンプすることが要求されたデータのハッシュ値、あるいはタイ
ムスタンプされたデータを含んでいる。ハッシュに使用されるアルゴリズ
ムは十分な耐衝突性をもつものでなければならない。ハッシュ値の長さは
使用されたアルゴリズムが予期する長さと一致しなければならない。

HashAlgorithm

ハッシュに使用されたアルゴリズム

HashedMessage

ハッシュ値

MessageImprint ::= SEQUENCE
hashAlgorithm
hashedMessage

{
AlgorithmIdentifier,
OCTET STRING }
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3.1.2.2 レスポンスフォーマット

TimeStampResp

TimeStampReq に対するレスポンスとしてTSAによって生成される。タイム
スタンプ・リクエストが受け入れられタイムスタンプ・トークンが発行さ
れた場合は、タイムスタンプ・トークンをCMSでカプセル化したものがタ
イムスタンプ・レスポンスに含まれる。

TimeStampToken

OPTIONAL

CMSでカプセル化されたタイムスタンプ・ト
ークン。Statusが0か1の場合は存在し、それ
以外の場合は存在してはならない。

Status

タイムスタンプ・リクエストの処理ステータ
スを示す。

StatusString

OPTIONAL

理由のテキストデータを含む。

FailInfo

OPTIONAL

タイムスタンプ・トークンがタイムスタン
プ・レスポンスに含まれない場合に、タイム
スタンプ・リクエストが棄却された理由を示
す。

-- 2.4.2
TimeStampResp ::= SEQUENCE {
status
PKIStatusInfo,
timeStampToken
TimeStampToken

OPTIONAL

}

-- The status is based on the definition of status
-- in section 3.2.3 of [RFC2510]
PKIStatusInfo ::= SEQUENCE {
status
PKIStatus,
statusString PKIFreeText
failInfo
PKIFailureInfo

OPTIONAL,
OPTIONAL }

PKIStatus ::= INTEGER {
granted
(0),
-- when the PKIStatus contains the value zero a TimeStampToken, as
requested, is present.
grantedWithMods
(1),
-- when the PKIStatus contains the value one a TimeStampToken,
with modifications, is present.
rejection
(2),
waiting
(3),
revocationWarning
(4),
-- this message contains a warning that a revocation is
-- imminent
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revocationNotification (5)
-- notification that a revocation has occurred
-----

}

When the TimeStampToken is not present
failInfo indicates the reason why the
time-stamp request was rejected and
may be one of the following values.

PKIFailureInfo ::= BIT STRING {
badAlg
(0),
-- unrecognized or unsupported Algorithm Identifier
badRequest
(2),
-- transaction not permitted or supported
badDataFormat
(5),
-- the data submitted has the wrong format
timeNotAvailable
(14),
-- the TSA's time source is not available
unacceptedPolicy
(15),
-- the requested TSA policy is not supported by the TSA.
unacceptedExtension (16),
-- the requested extension is not supported by the TSA.
addInfoNotAvailable (17)
-- the additional information requested could not be
understood
-- or is not available
systemFailure
(25)
-- the request cannot be handled due to system failure }
from RFC2510:
PKIFreeText ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF UTF8String
-- text encoded as UTF-8 String (note: each UTF8String SHOULD
-- include an RFC 1766 language tag to indicate the language
-- of the contained text)

TimeStampToken

TimeStampReq が妥当でTSAに受け入れられた場合、TSAによって発行され
る。TimeStampToken は contntInfo 形式であり、その content に CMS
SignedData としてカプセル化されなければならない。

TimeStampToken ::= ContentInfo
-----

contentType is id-signedData as defined in [CMS]
content is SignedData as defined in([CMS])
eContentType within SignedData is id-ct-TSTInfo
eContent within SignedData is TSTInfo

CMS SignedData

タイムスタンプ・トークンは、CMS SignedData 型のデータであり、contentInfo
にカプセル化される。
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CMS SignedData(s, t )

データＴを、署名者Ｓが CMS SignedData 形式で署名
を行う。
・ singedData.eContentType はid-ct-TSTInfoがセット
される。
・ TSTInfo は DER9エンコードされて eContentに含
められる(SHALL)。
・ TimeStampReq の certReq フィールドが TRUEの
場合、TSA証明書が signedData.certificatesフィール
ドに含まれなければならない(MUST)。その場合、
cerificatesフィールドにはその他の証明書が含まれ
るかもしれない(may)。
・ certReqフィールドが存在しないか、FALSEの場合、
certificatesフィールドは存在してはならない
(MUST not)。
・ signedData.signerInfo にはTSAの署名以外は含めて
はならない(MUST NOT)。
・ signerInfo.signedAttrs に signingCertificate として
ESSCertID(TSA証明書識別子)を含めなければなら
ない(MUST)。

TSTInfo

Version

タイムスタンプ・トークンのバージョン(現在は1)。

Policy

タイムスタンプ・トークンが発行されたTSAポリシ
ー。タイムスタンプ・リクエストの中に同様のフィ
ールドがある場合は、それと同じ値でなければなら
ない。

MessageImprint

タイムスタンプされたデータ。タイムスタンプ・リ
クエストに含まれている同様のフィールドと同じ
値を含まなければならない。

Distiguished Encoding Rule. [X.690]において定義されている ASN.1 のエンコーディング規則
の一種。エンコードされたバイナリデータの一意性を実現できるため、デジタル署名のエンコー
ディング規則としてよく用いられる。

9
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SerialNumber

TSAによってタイムスタンプ・トークンに割り振ら
れた一意な番号。

GenTime

タイムスタンプ・トークンが生成された時間。ロー
カルな時間値でなくUTC時間を使用しなければな
らない。

Accuracy

OPTIONAL

Ordering

GenTimeからの誤差。
GenTime を用いてタイムスタンプ・トークンがソ
ート可能かどうかを示す。

Nonce

OPTIONAL

タイムスタンプ要求者がタイムスタンプ・レスポン
スの適時性を検証するために使用する。タイムスタ
ンプ・リクエストに同様のフィールドが含まれてい
る場合は、その値と同じものが含まれなければなら
ない。

Tsa

OPTIONAL

TSAの名前を識別するための情報。存在する場合
は、TSA公開鍵証明書中の subject 情報のいずれか
と一致しなければならない。

Extensions

OPTIONAL

追加の情報のための拡張フィールド。現在は定義さ
れていない。

TSTInfo ::= SEQUENCE {
version
INTEGER { v1(1) },
policy
TSAPolicyId,
messageImprint
MessageImprint,
-- MUST have the same value as the similar field in
-- TimeStampReq
serialNumber
INTEGER,
-- Time-Stamping users MUST be ready to accommodate integers
-- up to 160 bits.
genTime
GeneralizedTime,
accuracy
Accuracy
OPTIONAL,
ordering
BOOLEAN
DEFAULT FALSE,
nonce
INTEGER
OPTIONAL,
-- MUST be present if the similar field was present
-- in TimeStampReq. In that case it MUST have the same value.
tsa
[0] GeneralName
OPTIONAL,
extensions
[1] IMPLICIT Extensions OPTIONAL
}

GenTime

タイムスタンプ・トークンがTSAによって生成された時間である。ローカル時間
をつかうことによる混乱を避けるためUTC時間(協定世界時)で表現される。

GenTime

GeneralizedTime
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秒未満の精度の端数を含めることができる。
秒の値はふくめられなければならない。
秒以下の精度が必要とされない場合、’Z’ で終わらなけ
ればならない。
端数が存在する場合は ‘.’ でポイントされなければな
らない。
端数エレメントの後尾の 0 は省略されなければならな
い。
端数エレメントが 0 を表す場合は、’.’ も省略されなけ
ればならない。

Accuracy

Accuracy は、GeneralizedTime で表される GenTime と実際のタイムスタンプ・
トークンの生成時刻との間の誤差を表す。GenTime にAccuracyの値を加えること
によってタイムスタンプ・トークン生成時間の上限(最遅時刻)、GenTimeから
Accuracyの値を引くことによって下限(最早時刻)を得ることができる。

Accuracy ::= SEQUENCE {
seconds
INTEGER
millis
[0] INTEGER
micros
[1] INTEGER

Ordering

OPTIONAL,
(1..999) OPTIONAL,
(1..999) OPTIONAL }

同じTSAが生成したタイムスタンプ・トークンを、GenTimeによって並べること
ができるかどうかが示される。このフィールドが無いか、FALSE がセットされ
ている場合は、GenTimeはTSAによってタイムスタンプ・トークンが生成された
時間のみを示し、その値によっておのおののタイムスタンプ・トークンが正しく
並べられることを保証しない。このフィールドが存在しTRUEがセットされるな
ら、おなじTSAからのすべてのタイムスタンプ・トークンはGenTimeをもとに正
しく並べることができる。
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3.1.3 転送プロトコル
RFC 3161 では、タイムスタンプ・メッセージを転送する必須プロトコルは定義
しておらず、以下の転送プロトコルについても任意(optional)としている。今後新
しい転送プロトコルが定義される可能性もあり得る。
3.1.3.1 E-mail によるプロトコル
DER エンコードされたタイムスタンプ・メッセージ10を、MIME オブジェクト
として扱うことにより、一般的な MIME 処理エンジンを用いて電子メールの中で
やりとりできる。これらの MIME タイプにおいては、8 文字までのファイル名と
3 文字の拡張子(下記 File Extension 参照)を”file name”として含めるべき
(SHOULD)である。
Timestamp-query

タイムスタンプ・リクエストのMIMEオブジェクト

Content-Type

Timestamp-reply

application/timestamp-query

Content-Transfer-Encoding

base64

File Extension

.TSQ

タイムスタンプ・レスポンスのMIMEオブジェクト

Content-Type

application/timestamp-reply

Content-Transfer-Encoding

Base64

File Extension

.TSR

3.1.3.2 ファイルによるプロトコル
このプロトコルは、FTP などでタイムスタンプメッセージを交換する際に利用
することができる。
タイムスタンプメッセージは、一つのタイムスタンプ・メッセージを DER エン
コードしたものでなければならない(MUST)。また、無関係なヘッダ情報やトレー
ラ情報があってはならない(MUST)。

RFC 3161 ではリクエストとレスポンスの総称として、TSA message や Time-Stamp message
という言葉を使っているが、ここではタイムスタンプ・メッセージと呼ぶことにする。
10
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Time-Stamp Request は.tsq、Time-Stamp Response は.tsr というファイル拡
張子を持つファイル名でそれぞれ管理するべき(SHOULD)である。
3.1.3.3 TCP によるプロトコル
このプロトコルは、タイムスタンプ・メッセージを転送するための単純な TCP
ベースのプロトコルである。
イニシエータである TSP クライアントは、TSA の 318/tcp にバインドし、お互
いにタイムスタンプ・メッセージをやり取りする。
このプロトコルでやり取りするダイレクト TCP ベースのタイムスタンプ・メッ
セージは、データ長(32bits)、フラグ(8bits)、データ(任意長:フラグによって規定)
によって構成される。
3.1.3.4 HTTP によるプロトコル
DER エンコードされたタイムスタンプ・メッセージを、MIME オブジェクトと
して扱うことにより、一般的な HTTP 処理エンジンを用いて HTTP の中でやりと
りできる。

timestamp-query

タイムスタンプ・リクエストのMIMEオブジェクト

Content-Type

timestamp-reply

application/timestamp-query

タイムスタンプ・レスポンスのMIMEオブジェクト

Content-Type

application/timestamp-reply

3.1.4 セキュリティ考察
RFC 3161 では、TSA サービスを設計した際に確認された、タイムスタンプ・
トークンの有効性や信頼性について影響を持つような、以下の考察について述べ
ている。
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3.1.4.1 TSA 証明書の失効理由
TSA のプライベート鍵が、危殆化せずに使われなくなった時、TSA 証明書は失
効されるべき(SHALL)であり、失効された TSA 証明書の CRL エントリ拡張に
reasonCode 拡張が存在するならば、以下のいずれかがセットされているべき
(SHALL)である。
unspecified (0)
affiliationChanged (3)
superseded (4)
cessationOfOperation (5)
失効以前に生成されたトークンはその後も有効だが、失効以後はいかなる場合
も、対応する鍵で署名されたトークンは無効とみなされる。
失効された TSA 証明書の CRL エントリ拡張に reasonCode 拡張が存在しない
ならば、対応する鍵によって署名されたあらゆるトークンは無効とみなされるべ
き(SHALL)であり、このため、reasonCode 拡張の利用が推奨される。
3.1.4.2 TSA プライベート鍵の危殆化
TSA プライベート鍵が危殆化した場合、対応する証明書は失効されるべき
(SHALL)であり、失効された TSA 証明書の CRL エントリ拡張に reasonCode 拡
張が存在するならば、keyCompromise (1) がセットされているべき(SHALL)であ
る。
そのプライベート鍵を用いる TSA が署名したいかなるトークンも、もはや信頼
されない。
このため、TSA プライベート鍵は、危殆化の可能性を最小限にするべき適切な
セキュリティによって保護・コントロールされることが不可決である。
3.1.4.3 TSA 鍵の有効期間
TSA 署名鍵は、十分な有効期間を持つために十分な鍵長でなければならない
(MUST)が、鍵の有効期間は有限である。
TSA が署名されたいかなるトークンも、TSA 署名の信頼性を更新するために後
日再びタイムスタンプを行なうか、公証されなければならない(SHOULD)。
タイムスタンプ・トークンの信頼性を維持するために、証拠記録機関(Evidence
Recording Authority)[ISONR]に預けておくことも可能である。
55

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

3.1.4.4 man-in-the-middle 攻撃に対する注意
ローカル時計を用いずに nonce のみを使うアプリケーションは、レスポンス待
ち時間について注意すべき(SHOULD)である。
遅延をもたらす man-in-the-middle 攻撃などがあるため、許容時間よりも長い
時間を要する TimeStampResp については、疑うべき(SHOULD)である。
RFC 3161 が定義している転送プロトコルはそれぞれ異なる遅延条件11を持つた
め、許容時間は他の環境因子と同様転送プロトコルに依存する。
3.1.4.5 同一の TST が発見された場合の見解
異なるエンティティが、同じハッシュアルゴリズムを使い同じデータオブジェ
クトに対するタイムスタンプ・トークンを得た場合、あるいは単一のエンティテ
ィが同じオブジェクトに対して複数のタイムスタンプ・トークンを得た場合、生
成されたタイムスタンプ・トークンは、同じ messageImprint を含む。
この結果、これらのタイムスタンプ・トークンにアクセスするタイムスタンプ
検証者12は、タイムスタンプが根本的に同じデータを参照するかもしれない、と推
測することができる。
3.1.4.6 タイムスタンプリクエスト・レスポンスがリプレイされる可能性について
同じハッシュアルゴリズムと値を用いたリクエストが、偶然あるいは計画的に
リプレイされる場合があり得る。
偶然のリプレイは、介在するネットワーク要素の問題によって、同じリクエス
トメッセージの一つ以上のコピーが TSA に送られるような場合に発生する。
計画的なリプレイは、正当なタイムスタンプ・レスポンスを仲介人(middleman)
が再生しているような場合に発生する。
RFC 3161 ではこれらの状況を検知するための技術をいくつか考察している。
一つは常にリプレイを検知できる nonce であり、RFC 3161 では nonce を使う
ことを推奨している。
もう一つはローカル時計と moving time window を使った仕組みである。
moving time window は、タイムスタンプ要求者がその時間枠内に送った全てのハ
ッシュを覚えている時間枠である。
11
12

delay characteristics
原文では observer だが、本報告書ではタイムスタンプ検証者と意訳した。
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この仕組みでは、タイムスタンプ要求者がレスポンスを受けるとき、レスポン
スの時刻がその時間枠の範囲であることと、その時間枠内で一度だけのハッシュ
値の発生であることを確認する。もし同じハッシュ値が時間枠内に複数存在する
ならば、タイムスタンプ要求者は nonce を使うか、時間枠が、同じハッシュ値が
時間枠内に一度だけ存在するような状態に戻るまで待つ。
同じmessageImprint
は受け取らない
初見のmessageImprint
なので受け取る
messageImprint
ローカル
クロック
moving

time window

time window

要求者
TSA
messageImprint

同じmessageImprintを再度受け取る(再送する)ためには
同じmessageImprintを再度受け取る(再送する)ためには
time
timewindowがmovingするまで待たなければならない。
windowがmovingするまで待たなければならない。

図 3.1-2moving time window

3.1.5 付録
RFC 3161 では、4 点の付録が巻末に記されている。
APPENDIX A - Signature Time-stamp attribute using CMS
APPENDIX B - Placing a Signature At a Particular Point in Time
APPENDIX C: ASN.1 Module using 1988 Syntax
APPENDIX D: Access descriptors for Time-Stamping.

ここでは、APPENDIX B と APPENDIX D について、解説する。残る APPENDIX
A と APPENDIX C は、単に詳細仕様を示しているにすぎないため、ここでは割愛
する。

57

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

3.1.5.1 特定の時間における署名
本節は、一般的なタイムスタンプ・サービスに対する利用法の一例として、タ
イムスタンプ要求者(Subscriber)とタイムスタンプ検証者(Verifier)の振る舞いを
示している。
適切な証明書ステータス情報がチェック(MUST)された上で、ある時点である署
名データが生成される。このアプリケーションは、電子署名メカニズムによって
生成された証拠とともに使われることを想定している。署名データは否認防止ポ
リシーによってのみ検証されることができる。このポリシーは暗黙的かもしれな
いし、明示的かも知れない(MAY)。とりわけ否認防止ポリシーは、署名者によって
その署名鍵の危殆化を告知することが許される期間を指定することができる。
このように署名データは、この期間の最後まで有効であることを保証されない
かも知れない。電子署名を検証するために、以下の基本的な技術が使われるだろ
う。

(a) タイムスタンプ情報は、署名された後(例えば数分あるいは数時間以内)直ちに
得られる必要がある。
① 署名が TSA に提出され、TSA はその署名にタイムスタンプ・トークンを返す。
② サービス利用者はそのタイムスタンプ・トークンが正しいことを検証しなけ
ればならない(MUST)。

(b) 電子署名の有効性は、以下の手順によって検証される(may)。
① タイムスタンプ・トークン自身が検証され(MUST)、署名者の署名に対して適
用されていることが検証されなければならない(MUST)。
② タイムスタンプ・トークン内で TSA によって示された日時が、読み出されな
ければならない(MUST)。
③ 署名者によって使われた証明書が、同定され、取り出されなければならない
(MUST)。
④ TSA によって示された日時が、署名者証明書の有効期間内でなければならな
い(MUST)。
⑤ タイムスタンプ操作時におけるその証明書の失効情報が、取り出されなけれ
ばならない(MUST)。
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⑥ 証明書は失効されていたなら、その失効日時は TSA が示した日時よりも後で
あるべきである(shall)。
これら全ての条件が成功ならば、その電子署名は有効であると宣言されるべき
である(shall)。
3.1.5.2 タイムスタンプのアクセス記述子
RFC 3161[TSP]と RFC2459[old-PKIX]、RFC3280[PKIX]の前後関係
RFC 3161では、TSA証明書プロファイルとしてRFC2459を参照している。
RFC 3161がインターネットドラフトとして検討されていた頃、同じくRFC2459も並行して改訂作業
が進んでおり、その中でsubjectInformationAccess(SIA)拡張の導入が検討されていた。このためRFC
3161もこのSIA拡張を利用することを意識して設計されたが、RFC 3161はRFC3280よりも先にRFC
化されてしまった。
IETFではRFC化されていないインターネットドラフトをリファレンスとすることができないため、
RFC 3161では公式にはRFC2459をリファレンスとして用い、RFC3280にて規定されるべき要件につ
いては、付録(APPENDIX C)において補足した形となっている。

補足：本節は、([TSP]執筆時点で RFC 化されていなかった)[PKIX]に記載され
るべき項目として、TSA 証明書の subjectInformationAccess 拡張に関する要件を
記述している。

TSA 証明書は、TSA にアクセスする方法を示すために
subjectInformationAccess 拡張を含む(MAY)。
この SIA 拡張の accessMethod フィールドには、OID id-ad-timestamping が含
まれなければならない(MUST)。

id-pe-subjectInfoAccess OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pe 11 }
SubjectInfoAccessSyntax ::=
SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF AccessDescription
AccessDescription ::=
accessMethod
accessLocation

SEQUENCE {
OBJECT IDENTIFIER,
GeneralName }

id-ad-timeStamping OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1)
identified-organization(3) dod(6)
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internet(1) security(5) mechanisms(5) pkix(7)
ad (48) timestamping (3)}

この SIA 拡張の accessLocation フィールドの値は、TSA へのアクセスに使われ
る転送プロトコルを定義し、各転送プロトコルに依存した情報を含むかも知れな
い(may)。

なお、その後公開された RFC 3280 では、以下のように記述されている。
RFC 3280 より:
証明書主体者がタイムスタンプ・サービスを提供する場合、accessMethod フィ
ールドには id-ad-timeStamping OID が使われる。
タイムスタンプ・サービスの提供方法によって、accessLocation フィールドは
以下のように定義される。
サービス提供方法

accessLocationのタイプ

httpまたはftp

URI(MUST)

e-mail

rfc822Name(MUST)

TCP/IP(ソケットベース)

iPAddressまたはdNSName(may)

なお、他の PKIX 仕様において追加のアクセス記述子が定義されるかも知れな
い(may)。

3.1.6 RFC 3161 補足解説
本節では、RFC 3161 の記述の曖昧な部分などについて、本報告書における見解
を示す。
3.1.6.1 TSA の extendedKeyUsage
RFC 3161 では、TSA はタイムスタンプ署名専用に鍵ペアを持つべきであり、
そのプライベート鍵は他の用途に用いるべきではない、としている。
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TSA は、タイムスタンプ・サービスを提供するために、タイムスタンプ要求者
から送られてきた messageImprint に対して(アルゴリズムおよびハッシュ長を除
き)無条件に署名行為を行なう。この署名鍵が、タイムスタンプ署名以外について
も機械的な署名行為を行なわないことを保証するためには、(拡張)鍵用途を制限す
ることによって明示すべきである。(拡張)鍵用途を制限しない場合、論理的には
TSA のプライベート鍵はタイムスタンプ・サービス以外についても機械的な署名
行為が可能であり、利用者はそのような運用を実施している第三者を信頼すべき
ではない。
3.1.6.2 certReq および ordering のエンコーディング
RFC 3161 における転送プロトコルでは、いずれもタイムスタンプ・メッセー
ジを DER エンコードして処理することになっている。
この時に注意しなければならない点として、タイムスタンプ・リクエストにお
ける certReq およびタイムスタンプ・レスポンスにおける ordering がある。
両者は、いずれもデフォルト値を FALSE とする BOOLEAN 型であり、その
DER エンコードについては[X.690]の 11.5 節によると、
「デフォルト値と等価なコ
ンポーネントはエンコード対象には含めない」とされている。
つまり certReq や ordering が FALSE である場合、バイナリ変換された後のデ
ータには、certReq や ordering は含まれてはならない、ということになる。これ
は変換されたバイナリデータの一意性を保つためである。
このため、RFC 3161 に示される既知の 4 プロトコルにおいては、certReq は
TRUE の場合のみバイナリデータ上に存在し、TRUE でない場合には実装上含ま
れてはならない。
3.1.6.3 TSA 証明書の失効検証
前述(3.1.4.1)でリストアップされた reasonCode および keyCompromise が明示
されている場合についてトークンに対する処理方法が検討されているが、その他
の reasonCode について、十分な検討がなされていない。しかし、reasonCode の
種類に関係なく、トークンに対する処理方法としては「署名されたあらゆるトー
クンを無効とみなす」または「失効前に署名されたトークンのみ有効とする」の
いずれかになるはずである。このため、RFC 3161 で検討されていない reasonCode
について、いずれの処理方法とすべきか明記する必要がある。
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3.1.6.4 TSA 証明書の失効検証と OCSP レスポンダ
RFC 3161 では CRL による失効検証について考察しているが、TSA 証明書の失
効検証に OCSP レスポンダを必要とする場合にも、同様に OCSP レスポンスにお
いても RevokedInfo を含めるべき(SHALL)である。
OCSP レスポンスに RevokedInfo が含まれない場合、その TSA が生成した全て
のトークンが無効とみなされるべき(SHALL)である。
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3.2 ETSI Time-Stamping Profile (ETSI TS 101 861)
ETSI では、RFC 3161 の 1 プロファイルとして ETSI TS 101 861
Time-Stamping Profile[TSP Prof]を定義している。本節では 2002 年 3 月に公開
された V1.2.1 について解説する。
3.2.1 TSP クライアント要件
TimeStampRe
q プロファイ
ル

TSPクライアントが生成するTimeStampReqについては、次の要件が必要とさ
れる。

1.

いかなる拡張も存在しない(SHALL)こと。

2.

ハッシュアルゴリズムとして SHA1、MD5 または RIPEMD160 の
いずれかをサポートする(MAY)こと。13

TimeStampRe
sponse 要件

TSPクライアントが受け取ったTimeStampResponseについては、次の要件が適
用される。

1.

accuracy をサポートし、解釈できる(MUST)こと。

2.

ordering が存在しない場合、あるいは FALSE がセットされている
場合についてもサポートする(MUST)こと。

3.

nonce をサポートする(MUST)こと。

4.

いかなる拡張も必要としないこと。

5.

署名アルゴリズムとして SHA-1withRSA をサポートする(MUST)こ
と。

6.

RSA アルゴリズムでは鍵長 1024bits を必ず(MUST)サポートするこ
と。また鍵長 2048bits についてもサポートするべき(SHOULD)。

7.

DSA アルゴリズムでは素数 p と q のいずれか大きな方が 1024bits
以上であること(SHALL)。

ETSI TS 101 861 では、SHA-1、RIPEMD-160 のいずれかを利用することを推奨している。
MD5 についてはハッシュ強度が低いため、あくまで下位互換のために利用可能アルゴリズムに含
めているものと考えられる。

13
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3.2.2 TSP サーバー要件
TimeStampRe
q プロファイ
ル

TSPサーバーが受け取ったTimeStampReqについては、次の要件が適用される。

1.

nonceをサポートする(MUST)こと。

2.

certReqをサポートする(MUST)こと。

3.

いかなる拡張も存在しないこと。

4.

ハッシュアルゴリズムとしてSHA1、MD5およびRIPEMD160をサポート
する(MUST)こと。

TimeStampRe
sponse 要件

TSPサーバーが生成するTimeStampResponseについては、次の要件が必要とさ
れる。

1.

genTimeは少なくとも1秒単位で表現できること。

2.

accuracyは1秒以内であること。

3.

orderingが存在しない、あるいはFALSEがセットされていること。

4.

いかなる拡張も必要としないこと。

5.

拡張は全てcriticalであるべき(SHALL)ではない。

6.

ハッシュアルゴリズムとしてSHA1、MD5およびRIPEMD160をサポート
する(MUST)こと。

7.

署名アルゴリズムとしてSHA-1withRSAをサポート(MUST)し、PKCS#1
およびRFC2313のパディング・エンコーディングルールに従うこと。

8.

RSAアルゴリズムでは鍵長1024bitsを必ず(MUST)サポートすること。ま
た鍵長2048bitsについてもサポートするべき(SHOULD)。
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TSAサーバーの
名前構造

TSAサーバーの名前については、次の要件が必要とされる。

1.

X.520で定められた以下の属性の適切なサブセットを含むこと。
(a) countryName
(b) stateOrProvinceName
(c) organizationName
(d) commonName

2.

countryNameが使える時には、TSAのある国と一致すること。(TSUが存
在する国名である必要はない)

3.

stateOrProvinceNameは、TSAの地理的詳細を示す任意のコンポーネント
である。

4.

organizationNameは存在すべき(SHALL)であり、TSUを管理するTSAの責
任において確認する。またその名前はTSAの公式登録名でなければなら
ない。(SHOULD)

5.

commonNameは存在すべき(SHALL)であり、TSUの識別情報として指定
する。各TSUが用いるcommonName属性は、あるTSAのもとでは一意で
ある。

3.2.3 転送プロトコル Profile
RFC 3161 の定める 4 つの転送プロトコルのうち、TSP via HTTP (RFC 3161
3.4 節)をサポートすべき(SHOULD)である。
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3.3 rfc3161bis
PKIX で RFC 3161 の改訂として検討されていたインターネットドラフト
rfc3161bis[id-rfc3161bis]について解説する。rfc3161bis は 2002 年 4 月に初版
(-00.txt)が公開されて以降更新されておらず、2003 年 10 月現在は既に期限切れと
なっているが、RFC 3161 からの差分を確認することで、RFC 3161 が抱えている
問題点を推測することができる。
3.3.1 TSA から TSU への変更
rfc3161bis では、TSA に対して更に Time-Stamp Unit(TSU)というものを定義
している。rfc3161bis では、TSA は TSU を管理する機関であり、実際にタイムス
タンプ・トークンを生成・発行するコンポーネントは TSU として位置づけられて
いる。このため、従来 TSA として RFC 3161 の 2 章で定義されていた要件は、ほ
ぼ全て TSU に対する要件として置き換えられている。14
以下に、RFC 3161 と rfc3161bis]おける 2 章の大きな違いを記す。
TSU は、1 つの TSA によってユニットとして管理されるハードウェア
とソフトウェアのセットであり、ある時間においてアクティブな単一
の署名鍵15を持つ。
TSA は異なる TSU を持つ場合がある(MAY)。各 TSU は、異なるポリ
シー、異なるアルゴリズム、異なる鍵長、パフォーマンスの増大のた
めに、異なるプライベート鍵を持つ。
TSU 証明書は、TSA を識別16できなければならない(MUST)。

なお、ETSI TS 101 861[TSP Prof]や ETSI TS 102 023[ETSI-PRTSA]では、TSA
が TSU を持つことを前提として設計されているが、これは rfc3161bis と同時期に
設計されたためと思われる。

RFC 3161 と rfc3161bis は、ほぼ同一の文書構成である。
a single signing key active at a time
16 これは例えば、TSU 証明書の subject において”cn=TSU-1, o=TSA-X, c=JP”と記すなど、その
TSU がどの TSA の配下にあるものか、TSU 証明書から特定できるようにしなければならないこ
とと思われる。
14
15
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3.3.2 TimeStampRequest 拡張の処理
RFC 3161 では、タイムスタンプ・リクエストに含まれる拡張をサーバーが認識
できない場合について、(critical フラグに関係なく)タイムスタンプ・トークンを
発行せず(SHALL)に unacceptedExtension を返す(SHALL)よう定義していた。
rfc3161bis では、リクエストに含まれる拡張に関するサーバーの挙動を、以下
のように明記した。

サーバーが認識できない拡張が non-critical であった場合には、サーバ
ーはこの拡張を無視(SHALL)し、エラーを返さない(SHALL NOT)。
サーバーが認識できる拡張であった場合には、サーバーは critical フラ
グに関係なく、この拡張を処理(SHALL)する。
サーバーが認識できない拡張が critical であった場合には、サーバーは
このリクエストを拒否(MUST)し、unacceptedExtension を返すべき
(SHALL)である。
3.3.3 セキュリティ考察の改訂

解説：本報告書の「3.1.4.1 TSA 証明書の失効理由」にあたる部分を、全面的に
書き換えている。[id-rfc3161bis]では keyCompromise 以外の reasonCode 拡張が
指定されている場合の処理が削除され曖昧になってしまった反面、TSA 証明書を
失効する際の運用について具体的な考察がなされている。

reasonCode 拡張が keyCompromise を示している場合は、署名されていた全て
のトークンを無効とすべき(SHALL)である。
なお、reasonCode 拡張が他の(affiliationChanged (3) や cessationOfOperation
(5)のような)理由を示している場合は失効が明白であるが、keyCompromise の場
合には、失効が確定するのは発生からしばらく経ってから、という場合がある。
このため、TSU 証明書が近い将来失効することを、TSA からサービス利用者17に
通知すると良い。そうすれば、サービス利用者 17 は以前のデータについて他のタ
イムスタンプ・トークンを適用することができ、(適切なタイミングで) CRL を取
得することができる。

17

ここでは Subscriber の意。
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3.4 IETF/PKIX での TSP 事情
3.4.1 I-D PKIX Roadmap における TSP

解説：IETF/PKIX では、WG の作業概要やロードマップを示す文書としてイン
ターネットドラフト PKIX Roadmap[id-roadmap]を公開し、定期的に更新してき
た。PKIX Roadmap の最新版(-09)は、2002 年 7 月に公開されて以降更新されて
おらず既に期限切れとなっているが、その”4.4 Time Stamping and Data
Certification”18において、[TSP]が策定された経緯について簡単に触れている。

タイムスタンプとデータ証明19は、当初 WG の計画にはなかったが、PKIX の望
むセキュリティサービスを提供するインフラに必要なものとして 1998 年後半から
検討が開始された。
タイムスタンプは、あるデータが与えられた時間よりも以前に存在していた証
拠を提供するために、TTP20である TSA が署名するサービスである。署名された
タイムスタンプの存在は、(問題となる)トランザクションがタイムスタンプの示す
時刻以降に偽造できないことを示すことができるため、ある程度の否認防止を実
現することができる。

PKIX では RFC 3161 を検討する過程で、そのインターネットドラフトにおいて
TDA(Temporal Data Authority)の役割についても定義した。TDA は時間を表すデ
ータトークン21を生成する TTP20 である。この時間を表すデータトークンは、メッ
セージを特定のイベントと結びつけ、補助的な証拠をタイムスタンプ・トークン
の中に含まれる時刻に対して提供する。
しかし、ミネアポリスでの 44th IETF において、このドラフトのいくつかの素
材22が特許に抵触するかもしれないことが明らかになり、利用は認められなかった
ため、以降のドラフトからは TDA に関する記述は削除された。

[id-roadmap]には何故か 4.4 節が 2 箇所存在する。TSP について触れられているのは後者であ
る。
19 データ証明については DVCS(RFC3029)として標準化された。DVCS については本報告書 4.4
節にて解説している。
20 Trusted Third Party: 信頼できる第三者機関
21 temporal data token
22 material
18
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3.4.2 ML での議論内容
IETF/PKIX WG のメーリングリスト(ML)上では、RFC 3161 も含め関連する資
料などについて議論が交わされている。本節では、この ML 上で議論された内容
からいくつか主要なトピックを紹介する。
3.4.2.1 PKIStatusInfo について
タイムスタンプ・レスポンスの PKIFailure には複数の値を格納することができ
る。これは rfc3161bis において明記する必要があり、またその際一つしかない
statusString フィールドに複数のエラーメッセージをどのように記述することが
できるか(エラーメッセージのセパレータをどうするか)、についても追記する必要
がある、というコメントが出された。
3.4.2.2 PKIStatus について
タイムスタンプ・レスポンスに用いられている PKIStatus のオリジナルは
CMP[CMP]で定義されたものだが、RFC 3161 では CMP における PKIStatus の
定義がそのままコピー&ペーストされてしまった。このため TSP においてはいく
つか不要なエラーコードがあり、開発者たちがしばしば混乱に陥っている。
これらの解釈について何度か質問が上がっており、TSP の実装においては、以
下のような解釈をすることが望ましいようである。

PKIStatus
granted (0)

解釈

TST
含む

TSQに対してTSTを含む正しいTSRを
返す場合

grantedWithMods (1)

含む

TSTを含んだTSRを返せるものの、TSQ
に含まれるプライベート拡張が、TSR
において利用できない場合

rejection (2)

含めない

3〜5以外の理由でTSRにTSTを含める
ことができない場合

waiting (3)

revocationWarning (4)

含めない

TSAがTSTを生成できず代わりにレシ

(レシートを含む)

ートのみを含めて返す場合

含めない

TSU証明書の失効が差し迫っている場
合

revocationNotification (5)

含めない

TSU証明書が失効されている場合
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また、revocationWarning(4)や revocationNotification(5)は定義はされているも
のの、実質的には全てのエラーに対して rejection(2)を返すことになるのではない
か、という意見も出されていた。
3.4.2.3 TSP が扱うポリシー
TSA には署名ポリシーだけでなく、法的証拠などの司法権や商業ポリシーを示
す情報がタイムスタンプリクエトおよびタイムスタンプ・レスポンスに必要では
ないか、という議論がなされている。
タイムスタンプ・リクエストやタイムスタンプ・レスポンスに officialReq とい
うフィールドを組み込む案と、タイムスタンプ・リクエストやタイムスタンプ・
レスポンスそれぞれの拡張フィールドに Jurisdiction 拡張を定義する案の 2 案が
議論されている。しかし、この officialReq あるいは Jurisdiction 拡張がどう処理
されるべきか、という点についてはあまり具体的な案は示されていないように見
える。
3.4.2.4 転送プロトコル
TSP を扱う転送プロトコルのデフォルトを決めるべきだ、という議論がなされ
ている。HTTP という意見が多い中、WG チェアからはエリアディレクターの見
解も聞きたい、という意見も出ていた。
3.4.2.5 複数の SignerInfo を持つ SignedData の messageImprint
SignedData が複数の SignerInfo(と signature)を持つ場合には、その
messageImprint はどうなっているべきか?という質問が出されていた。
これに対して、複数の SignerInfo があるならばタイムスタンプも複数必要であ
る、一つのタイムスタンプだけを使いたいならば署名された CMS を別の署名され
た CMS の中に組み込む方法を使うべきである、という回答が出されていた。23
3.4.2.6 nonce の処理について
nonce は、TSP に限らず OCSP レスポンダなどにも利用されている技術で、ネ
ットワークの盗聴等によるパケット再生攻撃を防ぐためのものである。このうち
OCSP[OCSP]では、nonce の解釈に関して以下の点が明確になっていなかったた
めに目下 ML 上で議論が交わされている。

23

これはまさに本報告書 2.3.4 節にて解説している並列署名に関する解説そのものである。
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nonce をリクエストに含めたクライアントが、nonce を含まないレスポ
ンスを受け取った場合に、クライアントはそのレスポンスを拒否すべ
きかどうか。
nonce を含んだレスポンスを生成できないサーバーが、nonce を含んだ
リクエストを受け取った場合に、どのように振る舞うべきか｡
これらの問題については 58th IETF において OCSP の著者の一人である
Michael Myers 氏と、セキュリティエリア24のエリアディレクターである Russel
Housley 氏から見解25が示されたものの、既存の実装へのインパクトを懸念する声
もあり、なお議論が継続中である。
RFC 3161 においては前者については文中に明記されているものの、後者につい
ては OCSP 同様明記されていないため、この問題に関して動向を観察しておく必
要がある。

IETF における PKIX WG の上位組織。部会に相当する。
2003 年 11 月 25 日時点で PKIX WG の議事録草案が以下の URI にて公開されているので詳細
はこちらを参考にされたい。
http://www.imc.org/ietf-pkix/mail-archive/msg07061.html

24
25
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4 タイムスタンプに関連した仕様と標準化動向
4.1 ISO/IEC 18014-1 Part 1：タイムスタンプ・サービスのフレームワーク
4.1.1 はじめに
ISO/IEC 18014-1 はタイムスタンプ・オーソリティ(TSA)の目的を定め、タイム
スタンプ・サービスが持つ一般的なモデルを記述する。またタイムスタンプ・サ
ービスを規定し、基本的なタイムスタンプ・プロトコルを定義し、関係者間のプ
ロトコルを定めている。
ISO/IEC のタイムスタンプ標準は、IETF でのデジタル署名に基づく TSP(タイ
ムスタンプ・プロトコル)の策定過程とパラレルに進められてきた。ISO/IEC
18014-1 では RFC 3161 を直接参照していないが、ISO と IETF 間でのリエゾン
のもとに進められ、基本的に IETF のデジタル署名方式のタイムスタンプ・プロト
コルをベースにして、これをデジタル署名以外にも一般的に拡張できるようにす
る形で標準化が行われた。RFC 3161 は 2001 年 9 月に策定された、ISO/IEC
18014-1 と 18014 Part2(以降 ISO/IEC18014-2)は 2002 年 12 月に策定された。
ISO/IEC 18014-1 はタイムスタンプのフレームワークを規定している。
ISO/IEC 18014-2 は具体的に独立トークン方式のタイムスタンプ・トークンの
保護のメカニズムを複数定めている。
ISO/IEC 18014-3 はリンクトークンのメカニズムを規定するものであるが、現
段階(2003 年 10 月)ではまだドラフトの段階である。
ここでは ISO/IEC 18014-1 の概要について ASN.126の表現を使わないで解説す
ることにする。
4.1.2 用語
TSA (time-stamping authority)：タイムスタンプ・オーソリティ
タイムスタンプ・サービスを信頼されて提供する TTP27
time-stamping service：タイムスタンプ・サービス
26
27

Abstract Syntax Notation One (ASN.1)
Trusted Third Pary: 信頼できる第三者
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データがある時点で存在していたことの証拠を提供するサービス
time-stamp requester：タイムスタンプ要求者
データを保持し、それにタイムスタンプを付けて欲しいとするエンティテ
ィ
time-stamp token：タイムスタンプ・トークン
データ項目の表現(例えば暗号学的なハッシュ値のようなデータ項目また
は表現)と時刻を検証できる形で暗号学的な結合を含むデータ構造
time-stamp verifier：タイムスタンプ検証者
データを保持し、正しいタイムスタンプがそれに結合していることを検証
しようとするエンティティ。検証操作は検証者自身で行うか、または TTP に
よって行う。

4.1.3 デジタル・タイムスタンプの要件
時刻パラメータは、データがある時刻以前に存在していたという証拠
を与えるために、偽造できない方法でデータに結合しなければならな
い。
データは、それを開示しない方法で提供できる。
この要件を満たすために 2 つの方法がある。
(a) 独立トークン：データのハッシュ値を用いて、データの完全性と秘匿性を確
保し、データそれ自身は開示しない。データのハッシュ値は TSA によって現
在の時刻に暗号学的に結合される。上記要素を含むタイムスタンプ・トーク
ンはタイムスタンプ要求者に返される。
(b) リンクトークン：タイムスタンプ・トークンには以前に発行されたトークン
に関連する情報を含ませることができる。TSA は、データのハッシュに他の
ものを含めた後に、データが存在していたという証明をするために、タイム
スタンピング処理に関連するデータを公開できる。一連のハッシュの公開に
よって、関連するデータが次の公開ハッシュの以前に存在していたと言う証
拠を与える。
4.1.4 再タイムスタンプ
タイムスタンプしたデータは、次の理由で再びタイムスタンプを付け、タイム
スタンプの寿命を延長させることができる。
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(a) 時刻を結合するのに用いた暗号学的なプリミティブのライフサイクルの終了
に近づいた(TSA の署名鍵の有効期限が切れようとしている)。
(b) TSA が他の TSA にリプレースされる。
(c) 要求者のハッシュ関数が弱体化しそうだ。
4.1.5 タイムスタンプの利用法
タイムスタンプはデータの生成や更新時刻、あるいは署名時刻を正確に表すも
のではなく、データのハッシュ値に時刻を結合するだけなので、証明できること
はデータまたは署名がタイムスタンプ時刻以前に存在していたことだけである。
タイムスタンプは署名文書の場合以下のケースと効果が考えられる。
Case 1

t1
s

TSAがタイムスタンプを生成
要求者はデータとタイムスタンプを一緒に署名

効果：署名はタイムスタンプ時刻以降になされた
Case 2

s
t2

要求者がデータに署名
TSAが署名データにタイムスタンプ

効果：データはタイムスタンプ時刻以前に署名された
Case 3

t1
s
t2

TSAがタイムスタンプを生成
要求者はデータとタイムスタンプを一緒に署名
TSAが署名データにタイムスタンプ

効果：文書が署名された期間を定義する

4.1.6 タイムスタンプ・トークンの検証
タイムスタンプ・トークンの検証には、まずタイムスタンプ時刻を評価し、次
に時刻を含むタイムスタンプ・トークンの有効性を検証する。タイムスタンプ・
トークンの検証は、要求者が自身でその正しさを評価する場合と、タイムスタン
プ・トークンの正しさを信頼できる第三者に委任する場合がある。
4.1.7 要求者と TSA の通信
1) タイムスタンプの要求トランザクション
0. タイムスタンプ要求者はタイムスタンプすべきデータのハッシュ値を
計算する
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1. 以下のデータを含むタイムスタンプ・リクエストメッセージを TSA に
送信
・ ハッシュ値
・ 使用したハッシュアルゴリズム
・ nonce (オプション)
2. TSA は受信した要求のフォーマットをチェック
3. TSA は以下のデータ構造を含むタイムスタンプ(タイムスタンプ・トー
クン)を生成する。
・ 信頼できる時刻源から受信した時刻パラメータ
・ タイムスタンプ要求者から送られてきたデータ
・ TSA によって、時刻値をハッシュ値、ハッシュアルゴリズム、お
よびオプションとしての nonce を暗号学的に結合して生成される
データ
4. TSA はタイムスタンプ・トークンをタイムスタンプ要求者に返す
5. タイムスタンプ要求者は直ちに受信したタイムスタンプ・トークンの正
しさを検証することもできるし、最終的なタイムスタンプ検証者が検証
しても良い
0
文書

5
要求者

2,3

4

TSA

1
ハッシュ操作

time

信頼できる
時刻減

ハッシュ値

2) タイムスタンプの検証トランザクション
独立トークン機構を用いて作られたトークンの検証は、1 つのタイムスタンプ・
トークンに含まれた情報を用いて行われる。トークンの検証者(タイムスタンプ検
証者)は検証操作を行うためにこのメカニズムに要求される追加的な情報を入手す
る必要がある(証明書や失効情報など)。この検証はタイムスタンプ要求者自身で行
う場合と他の TTP に委託することもある。
リンクトークン機構で作られたトークンの検証は、1 つのタイムスタンプ・トー
クンに含まれた情報と TSA によって生成された他のトークンも必要になる。タイ
ムスタンプ検証者は、この追加的なトークンを検証のために必要とする。この検
証は、タイムスタンプ要求者自身または TSA や他の TTP が代行して行うことも
できる。
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4.1.8 タイムスタンプのメッセージフォーマット
Part 1 にはタイムスタンプのメッセージフォーマットとして
タイムスタンプ・リクエスト
タイムスタンプ・レスポンス
タイムスタンプ検証(要求・応答)
拡張領域(複数ハッシュ値、メカニズムの選択)
が ASN.1 の形式で示されている。ここでは RFC 3161 のリクエスト・レスポン
スフォーマットを模したものを用いて、デジタル署名によるタイムスタンプばか
りでなく、様々なメカニズムに適用させることをねらった。
また応答のタイムスタンプ・トークン自身のみでタイムスタンプ・トークンの
検証ができないメカニズムに対して、TTP としての検証 Authority に対してトー
クンの検証を依頼する要求・応答のプロトコルを新たに定めた。
4.1.8.1 タイムスタンプ・リクエスト
タイムスタンプ・リクエストの構文は RFC 3161 と同等のものである。

TimestampReq
version

構文バージョン番号

messageImprint

TSAが時刻を結合する対象のハッシュ値(アル
ゴリズムも含める)

reqPolicy

タイムスタンプ・トークン発行TSAに要求され

OPTIONAL

るサービスポリシー、OIDで指定
nonce

特定の要求を識別するための値、リプレイアタ

OPTIONAL

ックを防ぐ
certReq

TSAに証明書情報の提供を要求

OPTIONAL

extensions

タイムスタンプ操作に適切な要求を与える拡

OPTIONAL

張

4.1.8.2 タイムスタンプ・レスポンス
タイムスタンプ・レスポンスも RFC 3161 の構文を踏襲している。
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TimestampResp
status

CMPで定めたPKIstatusInfo

timestampToken

タイムスタンプ・トークン

TimestampToken

OPTIONAL

ステータスがエラーならトークンは返されな
い

contentType

Contentのタイプ、OIDで指定

content

Contentの内容
Contentが構造を持つ場合はcontentTypeで指定
する構文を指定する(例：SignedDataなど)

Content タイプが構造を持つ場合、例えば CMS SignedData の場合は、
SignedData の encapContentInfo に以下の TSTInfo を DER エンコードしたオク
テットストリングを入れる。
Content タイプが構造を持たない場合、例えば単なるデータタイプなら上記の
content に直接以下の TSTInfo を DER エンコードして入れる。

TSTInfo (タイムスタンプ・トークン情報)
version

構文バージョン番号

policy

TSAがサポートするポリシー

messageImprint

TSAが時刻を結合する対象のハッシュ値(アル
ゴリズムも含める)、要求値をそのまま入れる

serialNumber

トークンのシリアル番号

genTime

時刻、UTCで記述

accuracy

精度

OPTIONAL

ordaring
nonce

OPTIONAL
特定の要求を識別するための値、リプレイアタ

OPTIONAL

ックを防ぐ
tsa

TSAに証明書情報の提供を要求

OPTIONAL

extensions

タイムスタンプ操作に適切な要求を与える拡

OPTIONAL

張
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4.1.8.3 拡張領域 extensions
RFC 3161 には拡張領域の規定はあるが、標準的な拡張については何も定義して
いない。ISO/IEC 18014-1 ではこの拡張領域に 2 つの拡張を定義している。
ExtHash 拡張 (複数ハッシュ拡張)
1 つの署名対象データから複数のハッシュを生成する場合、この複数のハ
ッシュをここに含めることができる。この拡張は要求に含めたなら、これを
サポートする TSA の応答のトークンに同じ拡張を入れる。
ExtMethod 拡張 (メカニズムの指定)
もし TSA にタイムスタンプを要求する際、トークンに特定の保護法式(メ
カニズム)を指定する場合(例えば、デジタル署名など)、この拡張で指定する。
もし、要求された方式を TSA がサポートしていなければ TSA はエラーを返
す。
4.1.9 タイムスタンプの検証プロトコル
タイムスタンプ・トークンの有効性はタイムスタンプ検証者自身がトークンと
補充データを集めて検証できる場合もあるが、検証を外部の TTP に委任しても良
い。この外部検証のプロトコルを規定する。

検証要求
VerifyReq (タイムスタンプ・トークン検証要求)
Version

構文バージョン番号

Tst

入手したタイムスタンプ・トークン

Requested

オクテットストリング

OPTIONAL

検証応答
TSTInfo (タイムスタンプ・トークン情報)
Version

構文バージョン番号

Status

応答のステータス

Tst

タイムスタンプ・トークン(要求と同じもの)

Requested

要求値と同じもの

OPTIONAL
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ISO/IEC 18014-1 の付録 B には CMS(Cryptographic Message Syntax : RFC
2630)(注)の詳しい解説とタイムスタンプ・トークンへの適用について述べられて
いる。
(注)RFC 2630 は現在 RFC 3369 (構文)と RFC 3370(暗号アルゴリズム)で置き換
えられている。
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4.2 ISO/IEC 18014-2 Part2：独立トークンを生成するメカニズム
4.2.1 はじめに
ISO/IEC 18014-2 では独立トークンに対する 3 つのメカニズムを規定する。
第 1 は、デジタル署名に基づくもので、RFC 3161 で定義されたタイ
ムスタンプ・プロトコルと下位互換性をもつものである。これはデジ
タル署名が証拠を保全する。
第 2 は、タイムスタンプ・トークンの結合を認証するメッセージ認証
コード(MAC28)を用いるメカニズムである。共通の秘密が署名の生成と
検証に用いられ、この秘密は TSA によって保持される。したがって、
TSA はトークンの検証にも必要になる。
第 3 は、証拠を TSA がアーカイビング(保存)するためのメカニズムで
ある。TSA はアーカイブに対する参照情報しか公開しない。したがっ
て、TSA はアーカイブと検証に責任を持つ。
タイムスタンプ・サービスの利用者は、ISO/IEC 18014-1 で規定した ExtMethod
拡張を指定して用いるメカニズムを選択する。もしタイムスタンプ要求者がタイ
ムスタンプ・リクエストでメカニズムを明示的に指定しなければデジタル署名メ
カニズムが仮定される。
(注)IETF RFC 3161 に完全に準拠するには、この拡張はデジタル署名メカニズ
ムを強制させるために使用してはならない。
4.2.2 メッセージフォーマット
メッセージフォーマットは 18014-1 で示した ASN.1 形式の定義と同じであるが、
メカニズムの規定とメカニズムを選択させるための規定と新しい拡張項目を追加
している。
ここでは 18014-1 で定めた ExtHash 拡張と ExtMethod 拡張に加えて、新しく
ExtRenewal 拡張を定めている。

ExtHash 拡張

28

Message Authentication Code
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ここではタイムスタンプ要求者が 1 つのデータから複数のハッシュ値を生
成してこの拡張にリストする。タイムスタンプ・レスポンスの TSTInfo には
要求にあった ExtHash 拡張と同じものを含める。TSA の署名はこの拡張を
含めて時刻とともに結合される。

ExtMethod 拡張
タイムスタンプ要求者は TSA にどのメカニズムを用いるかを特定の TSA
に指示する。TSA は要求されたメカニズムをサポートしていなければエラー
を返す。このタイムスタンプ要求者の指定に従って TSA はタイムスタンプ・
レスポンスに指定されたメソッドを用いたことを示すために、タイムスタン
プ・トークンの Contents にデジタル署名または MAC またはアーカイブであ
ることを記述する。すなわち、以下の構造となる。
Contents CONTENT ::= {
time-stamp-mechanism-signature |
time-stamp-mechanism-MAC |
time-stamp-mechanism-archival
}
それぞれのメカニズムは OID で指定される。

ExtRenewal 拡張
タイムスタンプ要求者は TSA にタイムスタンプの更新要求であることを指
定する。この拡張によってタイムスタンプの寿命が延長される。
4.2.3 タイムスタンプのメカニズム
4.2.3.1 デジタル署名を用いたタイムスタンプ
このメカニズムは PKI 方式によるもので、TSA が鍵ペアを持ちタイムスタン
プ・トークンにデジタル署名を行う。ExtMethod 拡張で陽にデジタル署名方式を
指定せず、この拡張を用いなければ RFC 3161 のタイムスタンプ・トークンと同
じになる。詳しくは 3 章を参照のこと。
PKI 方式なので署名されたタイムスタンプ・トークンの署名を検証するために
は、TSA 証明書からトラストアンカーまでの認証パスの有効性を検証しなければ
ならない。
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4.2.3.2 MAC を用いたタイムスタンプ
このメカニズムは TSA が時刻と関連させるデータを結合させるために秘密鍵を
用いる。タイムスタンプ・トークンはメッセージ認証コード(MAC)によって認証
される。この方式を用いる場合、TSA は検証も請け負うことになる。したがって
TSA は、偽操作したことを検出する外部の証拠を持たないので、完全に信頼され
るものでなければならない。TSA は適切なセキュリティログと秘密鍵を検証する
ために外部の監査を受けなければならない。
それぞれの登場者(タイムスタンプ要求者、タイムスタンプ検証者、TSA)間での
情報交換はデータの完全性とメッセージ源の認証保護がなされなければならない。
例えば SSL/TLS などのセキュアなチャネルを用いるなどである。
このメカニズムを用いるには ExtMethod 拡張で MAC を用いることを指定する。

TSA 応答
TSA の応答では Contents が CMS の AuthenticatedData であることを示
す。
AuthenticatedDat ::= SEQUENCE {
version CMSVersion,
recipientInfos RecipientInfos,
macAlgorithm MessageAuthenticationCodeAlgorithm,
encapContentInfo EncapsulatedContentInfo,
mac MessageAuthenticationCode
}
MessageAuthenticationCode ::= OCTED STRING
RecipientInfos は存在するが、ここでは空の集合にする。
RecipientInfos ::= SET SIZE(0) OF RecipientInfo

MAC 生成
MAC の入力は TSTInfo 構文を DER エンコードしたオクテットストリング
である。MAC アルゴリズムは OID で指定するが、ここでは特定の MAC ア
ルゴリズムは指定していない。
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トークンの検証
MAC の秘密鍵は TSA しかもっていないので、トークンの検証者は
ISO/IEC 18014-1 の検証プロトコルで TSA に検証依頼する。この際データの
完全性とデータ発信源認証が可能なセキュアなチャネルを用いる。
4.2.3.3 アーカイブを用いたタイムスタンプ
このメカニズムでは TSA は、タイムスタンプとしての messageImprint と時刻
を結合した情報への参照のみを持つタイムスタンプ・トークンを返す。TSA はタ
イムスタンプが正しいことを検証するために十分な情報をローカルにアーカイブ
する。
TSA アーカイブは、用いたメカニズム、監査ログ、送受ログなどからなるタイ
ムスタンプ・トークンをアーカイブしても良い。この意味では TSA は電子公証の
役割を果たす。TSA は偽操作を検出できる外部証拠を持たないので、完全に信頼
されなければならない。TSA は適切なセキュリティログと秘密鍵を検証するため
に外部の監査を受けなければならない。
それぞれの登場者(タイムスタンプ要求者、タイムスタンプ検証者、TSA)間での
情報交換はデータの完全性とメッセージ源の認証保護がなされなければならない。
例えば SSL/TLS などのセキュアなチャネルを用いるなどである。
このメカニズムは ExtMethod 拡張でアーカイブであることの OID で識別する。

TSA 応答
タイムスタンプ・トークンは contentType に id-data、content に TSTInfo
を DER エンコードした値が入れられる。
TimestampToken ::= SEQUENCE {
contentType id-data
content DER-encoded value of TSTInfo
}

トークン検証
トークンの原本であるアーカイブは TSA しかもっていないので、タイムス
タンプ検証者は ISO/IEC 18014-1 の検証プロトコルで TSA に検証依頼する。
この際データの完全性とデータ発信源認証が可能なセキュアなチャネルを用
いる。
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4.2.4 タイムスタンプ・レスポンスの構造

4.2.4.1 デジタル署名メカニズム

TimeStampResp ::= SEQUENCE {
status

PKIStatusInfo ::= SEQUENCE {

PKIStatusInfo,

timeStampToken

status

TimeStampToken OPTIONAL

PKIStatus,

statusString

}

failInfo

PKIFreetext OPTIONAL

PKIFailureInfo OPTIONAL

}

TimeStampToken ::= SEQUENCE {
contentType
content

id-signedData,

SignedData

}

SignedData ::= SEQUENCE {
Version

CMSVersion,

digestAlgorithms

EncapslatedContentInfo ::= SEQUENCE {

DigestAlgorithmIdentifires,

encapContentInfo

eContentType

EncapsulatedContentInfo,

eContent

certificates [0] IMPLICIT CertificateSet OPTIONAL,

}

crls [1] IMPLICIT CertificateRevocationList OPTIONAL,
signerInfos

id-smime-ct -TSTInfo,

DER-encoded value of TSTInfo

SignerInfos

}

TSTInfo ::= SEQUENCE {
version

1,

Policy PolicyInformation,
SignerInfo ::= SEQUENCE {

messageImprint

version

CMSVersion,

serialNumber

sid

SignerIdentifier,

genTime

digestAlgorithm
signedAttrs

DigestAlgorithmIdentifier,

signature
unsignedAttrs

GeneralizedTime,

accuracy Accuracy OPTIONAL,

[0] IMPLICIT SignedAttributes OPTIONAL,

signatureAlgorithm

MessageImplint,

INTEGER,

ordering

SignatureAlgorithmIdentifier,

nonce

SignatureValue,

tsa

[1] IMPLICIT UnsignedAttributes OPTIONAL

BOOLIAN DEFAULT FALSE,
Nonce OPTIONAL,

[0] EXPLICIT GeneralName OPTIONAL,

extentions

[1]

Extentions OPTIONAL

}

}

Extensions ::= SEQUENCE OF Extension

Extension ::= SEQUENCE {
extenId
critical

tst-ext-meth,
BOOLIAN DEFAULT FALSE,

extenValue
}
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4.2.4.2 MAC メカニズム

TimeStampResp ::= SEQUENCE {
status

PKIStatusInfo ::= SEQUENCE {

PKIStatusInfo,

timeStampToken

status

TimeStampToken OPTIONAL

PKIStatus,

statusString

}

failInfo

PKIFreetext OPTIONAL

PKIFailureInfo OPTIONAL

}

TimeStampToken ::= SEQUENCE {
contentType
content

id-ct-authData,

AuthenticatedData

}
TSTInfo ::= SEQUENCE {
version

1,

Policy PolicyInformation,
AuthenticatedData ::= SEQUENCE {
Version

recipientInfos
macAlgorithms

serialNumber

empty set

genTime

MessageAUthenticationCodetAlgorithm,

encapContentInfo
mac

messageImprint

CMSVersion,

MessageImplint,

INTEGER,

GeneralizedTime,

accuracy Accuracy OPTIONAL,

EncapsulatedContentInfo,

ordering

MessageAUthenticationCode

nonce

}

BOOLIAN DEFAULT FALSE,
Nonce OPTIONAL,

tsa [0] EXPLICIT GeneralName OPTIONAL,
extentions [1]

Extentions OPTIONAL

}
EncapslatedContentInfo ::= SEQUENCE {
eContentType
eContent

id-smime-ct -TSTInfo,

Extensions ::= SEQUENCE OF Extension

DER-encoded value of TSTInfo

}
Extension ::= SEQUENCE {
extenId
critical

tst-ext-meth,
BOOLIAN DEFAULT FALSE,

extenValue
}
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4.2.4.3 アーカイブ・メカニズム

TimeStampResp ::= SEQUENCE {
status

PKIStatusInfo ::= SEQUENCE {

PKIStatusInfo,

timeStampToken

status

TimeStampToken OPTIONAL

PKIStatus,

statusString

}

failInfo

PKIFreetext OPTIONAL

PKIFailureInfo OPTIONAL

}

TimeStampToken ::= SEQUENCE {
contentType
content

TSTInfo ::= SEQUENCE {

id-data,

version

DER-encoded value of TSTInfo

1,

Policy PolicyInformation,

}

messageImprint
serialNumber
genTime

MessageImplint,

INTEGER,

GeneralizedTime,

accuracy Accuracy OPTIONAL,
ordering
nonce

BOOLIAN DEFAULT FALSE,
Nonce OPTIONAL,

tsa [0] EXPLICIT GeneralName OPTIONAL,
extentions [1]

Extentions OPTIONAL

}

Extensions ::= SEQUENCE OF Extension

Extension ::= SEQUENCE {
extenId
critical

tst-ext-meth,
BOOLIAN DEFAULT FALSE,

extenValue
}
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4.3 ISO/IEC FCD 18014-3 Part 3：リンクトークンを生成するメカニズム
4.3.1 はじめに
ISO/IEC 18014-3 はリンクトークンのメカニズムを規定する。現在(2003 年 10
月)はドラフトの最終段階(FDIS29)のものであるが、以下の記述は IS となる段階で
変更される可能性があるので、この解説は参考として扱ってほしい。

ISO/IEC 18014-3 ではタイムスタンプ・トークンとして、他のトークンにリン
クしたトークンを生成、処理するメカニズムを規定する。TSA はデータとある時
刻をセキュアで検証可能な暗号学的な結合を提供する。この方法は TSA に要求さ
れる信頼レベルを上げなくてもトークンのセキュリティを強化できる。トークン
の信頼性は TSA に保存されている以前にリンクしたトークンのリポジトリの完全
性に依存する。リポジトリと TSA のリンク操作の完全性はアルゴリズムによって
検証されるもので PKI の信頼性に依存しない。

ISO/IEC 18014- 3 のリンクトークン方式は ISO/IEC 18014-1 で示されたタイム
スタンプ・リクエスト、応答のフレームワークの基に定められる。ISO/IEC 18014-2
で示された独立トークンと違って、応答で返されるタイムスタンプ・トークンは
別々のタイムスタンプ要求者が送ってきたデータのハッシュ値にリンクされた値
である。

4.3.2 リンクの方法
リンクの方法には 2 つの方法がある。
図 4.3-1 の A は、以前のリンク値(Rt-1)と一つの TSTInfo のハッシュ値(a)を結
合してハッシュをとって最新のリンク値(Rt)を構成する。(リニアーリンキングと
言われる)
図 4.3-1 の B に示すもう 1 つの方法は、以前のリンク値(Rt-1)と同一時刻の複数
の要求に基づく複数の TSTInfo のハッシュ値(a, b, c, d…)を集約(Aggregate)して

29

Final Draft International Standard
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作ったハッシュ値(L)を結合し、新しいリンク値(Rt)を作る方法である。(Merkle
の 2 分木：階層型リンキングなど)。集約の目的は計算効率を高め、TSA のスケー
ラビリティを向上させるためであり、幾つかのアルゴリズムが提案されている。

TSA は過去のリンク値およびリンクへの入力値である TSTInfo のハッシュ値を
すべてリポジトリに保存しておく。集約があれば集約のトップのハッシュ値も後
の検証のために保存しておく。TSA はこのリポジトリを完全性を保って保管しな
ければならない。

リンク
Rt-1

Rt

リンク
Rt+1

Rｔ

Rt-1

L

a
時刻 t

集約

同一の時刻 t
a

A：単一の入力

Rt+1

b

c

d

B：複数入力の集約

図 4.3-1 リンクの生成

複数入力の集約の方式の 1 つに Merkle の 2 分木がある。これを図 4.3-2 に示す。
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Rt

Rt-1

L0 = H(a, b)
L1 = H(c, d)

リンクへの入力

L2 = H(e, f)

集約

L6

L4 = H(L0, L1)
L5 = H(L2, g)

L4

L6 = H(L4, L5)

L5

L0

L1

Rt = H(Rt-1, L6)

L2

H(x, y)： x と y を結合
a

b

c

d

e

g

f

させたハッシュ値

図 4.3-2 集約 Merkle の 2 分木

Merkle の 2 分木アルゴリズムでは、集約の演算が入力の数を n とすると、log2
n で済み計算効率が高められる。

ISO/IEC 18014-3 の規定では定義していないが、集約したトップの L6 をスーパ
ーハッシュ、生成されたリンクをルートハッシュと言うことがある。

その他の集約のアルゴリズムとしては RSA 演算を適用する方法などがある。
4.3.2.1 リンク操作(Linking)
TSA は以前に生成した他のトークンに、タイムスタンプ・トークンのハッシュ
値を結合してハッシュ関数の入力とし新しいトークンを生成する。最新のトーク
ンは過去にリンクに参加したすべてのタイムスタンプの暗号学的な合成となって
いる。生成されたハッシュ値はハッシュ関数の非衝突性によって検証可能な暗号
学的リンクとなる。
4.3.2.2 集約(Aggregation)
TSA は計算効率やスケーラビリティを向上させるために、一つ一つのタイムス
タンプ・トークンをリンクさせるのではなく、タイムスタンプ・トークンのグル
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ープに対してリンク操作を行うことができる。複数のイベントを一度にリンクさ
せることを「集約」という。この集約されたイベントのすべてのタイムスタンプ
は同じ時刻とみなす。集約の一般的な方式には Merkle のハッシュ 2 分木がある。
4.3.2.3 公開(Publish)
TSA によって生成されたリンクは「広い証人」を得るために公開される。この
公開によってデータが公開以前に存在していたことを示すことになる。トークン
を「広い証人」を得たイベントとリンクさせることで、TSA は、それぞれのトー
クンが何時生成されたかの検証可能な表明を行うことができる。
TSA はこのようなトークンの公開を、例えば週に 1 度、リンク値のトークンを
新聞などに発表する、あるいは信頼される Web ページに公開する、広くメールに
よって知らせるなどの方法で実現する。

4.3.3 データ構造
ここではリンクトークンで用いるデータ構造を定義している。まず、ここで使
用する用語を定義しておく。

Node：リンク操作をするため、または集約を行うための 1 つの入力要素。入力に使う実際のデー
タ(ハッシュ値)である imprint またはデータ(ハッシュ値)への参照値からなる。
Link：一つのリンク操作または集約の操作
Chain：集約または公開処理を表す操作のシーケンス

4.3.3.1 タイムスタンプ・レスポンス
タイムスタンプ・レスポンスは ISO/IEC 18014-1 で示されたように応答のステ
ータスとタイムスタンプ・トークン(TimestampToken)からなる。図 4.3-3 に示す
ように、タイムスタンプ・トークンはコンテントタイプ(contentType)とコンテン
ト(content)からなる。contentType は CMS で定めた digestedData タイプの OID
で、content は DigestedData となる。
DigestedData は、digestAlgorithm にこの仕様で規定したアルゴリズムを OID
で指定する。encapContentInfo には TSTInfo を DER エンコードした値を入れ、
digest にリンク情報を載せた BindingInfo を指定する。

90

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

4.3.3.2 BindingInfo
リンク構造に関する情報を規定するもので、以下の領域を含む。

BindingInfo の構造
データ領域

記述

version

このデータ構造のバージョン番号

msgImprint

ISO/IEC 18014-1で定めたTSTInfoのカプセル化のダイジェスト値

aggregate

msgImprintの値を集約するためのその他の集約のメンバー：Chain
OPTIONAL

links

以前の時間からのLinks

publish

公開データを含むタイムスタンプ・トークンの集約：Chain

extensions

他の拡張 OPTIONAL
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PKIStatusInfo ::= SEQUENCE {
Status
PKIStatus,
statusString PKIFreeText OPTIONAL,
failInfo
PKIFailureInfo OPTIONAL
}

TimeStampResp ::= SEQUENCE {
status
PKIStatusInfo,
timeStampToken TimeStampToken OPTIONAL
}

TimeStampToken ::= SEQUENCE {
contentType id-digestedData,
content
DigestedData
}

DigestedData ::= SEQUENCE {
version
CMSVersion,
digestAlgorithm tsp-DigestedData,
encapContentInfo EncapsulatedContentInfo,
digest DER-encoded value of BindingInfo
}

EncapsulatedContentInfo ::= SEQUENCE {
eContentType id-ct-TSTInfo,
eContent DER-encoded value of TSTInfo
}

BindingInfo ::= SEQUENCE {
version
Version,
msgImprints messageImprints of encapContentInfo,
aggregate [0] Chains OPTIONAL,
links
Links,
publish
[1] Chains OPTIONAL,
extensions [2] Extensions OPTIONAL
}

TSTInfo ::= SEQUENCE {
version
Version,
policy
TSAPolicyId,
messageImprint MessageImprint,
serialNumber
INTEGER,
genTime GeneralizedTime,
accuracy Accuracy OPTIONAL,
orderingBOOLEAN DEFAULT FALSE,
nonce
NONCE OPTIONAL,
tsa
[0] GeneralName OPTIONAL,
extensions [1] Extensions OPTIONAL
}

図 4.3-3 タイムスタンプ・トークンの構造
4.3.4 タイムスタンプ・トークンの検証
タイムスタンプ・トークンの検証はタイムスタンプ検証者が、ISO/IEC 18014-1
で定めた VerifyReq 要求を用いて TSA または第 3 者に TimestampToken を提示
し、検証依頼する。TSA は以前に生成したリンクや TSAinfo のハッシュ値および
集約があれば集約をすべて保存したリポジトリを持っている。
集約がない場合、TSA は、図 4.3-4 に示すように、検証依頼のため提示された
タイムスタンプ・トークンにある BindingInfo の MessageImprint と Link 値(Rt-1)
の結合のハッシュ値を次のリンク値(Rt)として計算し、リポジトリにある対応する
リンク値と比較して、一致すればタイムススタンプトークンが正しいと判断する。
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トークンの BindingInfo
にある Link

計算されたリンク値
H(Rt-1, a)
Rt

Rt-1

一致：正しいトークン
比較
a

不一致：不正なトークン

Rt

トークンの BindingInfo
にある MessageImprint

リポジトリにある
対応リンク値

図 4.3-4 タイムスタンプ・トークンの検証

集約があれば、集約の messageImprint (c)を含む Chain から集約(L)を計算し、
この集約(L)とリンク値(Rt-1)から次のリンク値を計算し、リポジトリにある対応す
るリンク値と比較する。一致すればトークンは正しいとみなされる。
Merkle の 2 分木の場合、図 4.3-5 に示すように Chain は｛c, d, L0, L5｝の集合
となる。すなわち、集約(L6 )はこの集合から次のように計算される。
L1 = H(c, d)
L4 = H(L0, L1)
L6 = H(L4, L5)

リンクへの入力
L6

集約

L4

L5

L1

L0

a

b

c

Chain = {c, d, L0, L5}

L2

d

e

g

f

図 4.3-5 集約の Chain
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もし、公開データを含む Chain があれば、図 4.3-6 に示すように、Chain から
直前のリンク値(Rt-1)を計算し、このリンク値と messageImprint または計算した
集約値(L)から次のリンク値(Rt)を計算し、リポジトリにある対応するリンク値と
比較する。一致すればトークンは正しいとみなされる。
リニアリンクの場合、Chain は｛Rt-n, Lt-n+1, …, Lt-2, Lt-1｝となる、この Chain
からリンク Rt-1 が公開リンク(Rt-n)から以下のように計算される。
Rt-n+1 = H(Rt-n, Lt-n+1)
Rt-n+1 = H(Rt-n, Lt-n+1)
…
Rt-1 = H(Rt-2, Lt-1)
公開

Rt-2

Rt-n+1

Rt-n

Lt-n+1

Rt-1

Lt-1

Lt-2

Chain

図 4.3-6 公開(Publish)リンクの Chain

検証結果は TSA から検証要求者に検証ステータスとともに VerifyResp で返さ
れる。

4.3.5 ハッシュ関数について
ISO/IEC 18014-3 では、ハッシュ関数によって作られるハッシュ値
(MessageImprint)は、複数の異なるハッシュ関数で複数のハッシュ値をとること
が推奨されている。例えば、ハッシュ関数として SHA1 と MD5 を用いるなどで
ある。この場合、MessageImprints には 2 つの MessageImprint が並べられる。
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4.4 RFC 3029 Data Validation and Certification Server Protocols (IETF)
DVCS(Data Validation and Certification Server)はデータの認証と署名文書の
検証を行うサーバーである。DVCS はある時点におけるデータの存在、署名文書
や公開鍵証明書の有効性を証明するデータ検証証明書(DVC：Data Validation
Certificate)を発行する。公開鍵証明書の有効期限経過後や失効後においても、DVC
は検証当時の署名文書や証明書の有効性を示し否認防止をサポートする。DVC に
含まれる時刻情報は、過去のどの時点における検証が有効であるかを示す重要な
要素である。DVCS は TSA と連携することで、この時刻情報の信頼性を保証する。

RFC 3029 では DVCS が提供するサービスや機能的用件、DVC のフォーマット、
DVCS との通信プロトコルなどを定めている。現時点における RFC のステータス
は Experimental である。
ここでは RFC 3029 について解説する。
4.4.1 DVCS のサービス
DVCS は次の 4 つのサービスのうち少なくとも 1 つを提供する TTP30である
データ所有の認証 (cpd: Certification of Possesion of Data)
データ所有の主張の認証 (ccpd: Certification of Claim of
Possession of Data)
署名文書の検証 (vsd: Validation of Digitally Signed Document)
公開鍵証明書の検証 (vpkc: Validation of Public Key Certificates)
これらのサービスにおいて、DVCS はデータ認証の結果や時刻情報などが含ま
れたデータ検証証明書(DVC)を発行する。
RFC 3029 では cpkc という単語が散見されるが、これは vpkc のタイプミスで
あると思われる。この文書では vpkc に統一して記述する。
4.4.1.1 データ所有の認証(cpd)
データ所有の認証サービスでは、要求者がある時点にデータを所有しているこ
と、さらに、実際のデータが DVCS に提出されたことの証拠を提供する。

30

Trusted Third Party: 信頼できる第三者
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4.4.1.2 データ所有の主張の認証(ccpd)
データ所有の主張の認証サービスでは、データ所有の認証と同様であるが、要
求者が DVCS に対し実際のデータではなくメッセージダイジェストを提出する点
が異なっている。
タイムスタンプ・サービスに相当する。
4.4.1.3 署名文書の検証 (vsd)
署名文書の検証サービスは、適切な状態情報と証明書を用いて、文書に添付さ
れた全ての署名を検証する。署名の検証に際して、署名者からトラストポイント
までパス検証を行う。また、検証時の OCSP サービスやディレクトリサービス、
他の DVCS サービスへの問い合わせは実装依存になっている。
4.4.1.4 公開鍵証明書の検証 (vpkc)
公開鍵証明書の検証サービスは、ある特定の時間における公開鍵証明書の有効
性を検証するために利用される。
DVCS は証明書発行者からトラストポイントまでのパス検証を行う。また、署
名文書の検証の場合と同様に、CRL,OCSP,DVCS といった外部情報を利用するか
どうかは実装に任されている。
4.4.2 DVCS トランザクション
DVCS のサービスは要求者からのリクエストと DVCS のレスポンスの交換によ
って行われる。
DVCS トランザクションは要求者が DVCS リクエストを作成するところから開
始される。この DVCS リクエストは各サービス(cpd,ccpd,vsd,vpkc)で共通のデー
タフォーマットを使用し、その内部に認証されるデータを含んでいる(図 4.4-1 手
順 1)。
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要求者

DVCS
3. データ検証
4. DVC発行

2. DVCSリクエスト
(cpd,ccpd,vsd,vpkc)

7. DVCSレスポンス

1. DVCSリクエストの作成

5. Timestamp Token
要求
6. Timestamp Token

8. DVCの検証
TSA

図 4.4-1DVCS トランザクション
要求者は適切な転送手段を使って DVCS へリクエストを送信する(図 4.4-1 手順
2)。例えば、機密性や、
要求者による DVCS の認証が必要な場合に、TLS、S/MIME、
CMS などの手段を用いる。

DVCS リクエストが正しければ、DVCS は必要な検証手続きを行い(図 4.4-1 手
順 3)、データ検証証明書(DVC)を発行する(図中手順 4)。DVC には時刻の情報が含
まれており、この時刻情報に外部の TSA が発行するタイムスタンプ・トークンを
使用することができる(図 4.4-1 手順 5,6)。
DVC はレスポンスとして要求者へ送信する(図 4.4-1 手順 7)。DVC は必ずしも
リクエストと同じ方法で転送する必要はない。例えば、HTTPS を介して受信され
たリクエストに対して、電子メールで DVC をレスポンスすることもできる。
不正な DVCS リクエストである場合には、DVCS は適切なエラーメッセージを
含めたレスポンスを要求者へ送信する。

要求者は DVCS レスポンスを検証すべき(SHOULD)である(図 4.4-1 手順 8)。
レスポンスの検証では、
記載されている時刻が許容できるものかどうか
DVCS の名前が正しいものか
レスポンスに含まれているリクエスト情報(request information)
とメッセージダイジェストが正しいか
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署名が正しいものであるか
ステータスフィールド、サービスフィールド、ポリシーフィールド
が満足するものであるか
などを確認する。
DVCS の署名用証明書が有効かどうか確認することは、要求者側のアプリケー
ションに任されており、また、その手段も環境によって異なる方法(例えば、
CRL,OCSP,DVCS)がとられる。
全ての確認事項がクリアされれば、DVC は対応するデータの正しさや所有を証
明するものとして使用することができる。

4.4.3 DVCS の機能的要件
DVCS は以下の機能を提供しなければならない(MUST)。
(a) DVCS はそのポリシーに従い、要求者にデータ検証証明書(DVC)の形で署名
付き応答か、あるいは、エラー応答を返す。DVCS が応答を生成するために
使用した情報がどの程度、DVC に含まれるかをポリシーで定義する。このよ
うな情報には、例えば、公開鍵証明書や、CRL、OCSP サーバーや DVCS な
どからの応答がある。
(b) DVC には署名文書が有効であるのか、公開鍵証明書が有効であるのか、デー
タが有効であるのかを示し、もし有効でなければ、検証に失敗した理由を示
す。
(c) DVC には単調増加のシリアルナンバーを含める。
(d) DVC には時刻の値か、あるいは、タイムスタンプ・トークンを含める。
(e) DVCS は証明書の拡張鍵目的が DVCS の署名用である署名鍵で DVC の署名
を行い、署名の signed attribute に、この証明書の参照を含める。
(f) DVCS は DVC を配信する前に、自身の署名鍵と証明書の有効性を確認する。
有効性が確認できない場合には、DVC を配信してはならない。
DVCS はそれぞれの DVC に、DVC に使用したポリシーを特定できるようにポ
リシー識別子を含めるべきである(SHOULD)。
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4.4.4 リクエストとレスポンス
4.4.4.1 DVCS リクエスト
DVCS リクエストのフォーマットは CMS(RFC3369：旧 RFC2630) [CMS]で定
義されている ContentInfo である。ContentInfo の contentType には以下の OID
が指定される。

id-ct-DVCSRequestData OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2)
us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-9(9) smime(16) ct(1) 7}

ContentInfo の content は以下で定義される DVCSRequest である。

DVCSRequest ::= SEQUENCE

{

requestInformation

DVCSRequestInformation,

data

Data,

transactionIdentifier

GeneralName OPTIONAL

}

DVCSRequest はリクエストに関する情報を表す requestInformation、認証を
行う対象データである data から構成され、オプションとしてリクエストの ID を
表す transactionIdentifier を指定することができる。
DVCS リクエストは、機密性や認証を提供するために、他の contentType によ
ってカプセル化することができる。例えば、DVCS リクエストに署名を施す場合
は、CMS SingedData を使用し、SingedData における eContentType に
id-ct-DVCSRequestData を、eContent に DVCSRequestData 構造を与えること
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ができる。署名付き DVCS リクエストの構造を図 4.4-2 に示す。
ContentInfo
contentType(OID)=id-signedData
content(SignedData)
version
digestAlgorithms
encapContentInfo(EncapsulatedContentInfo)
eContentType(OID)=id-ct-DVCSRequestData
eContent(DVCSRequest)
requestInformation(DVCSRequestInformation)
version
service={cpd(1)|vsd(2)|cpkc(3)|ccpd(4)}
nonce?
requestTime={genTime| timeStampToken}
genTime(GeneralTime)?
timeStampToken(TimeStampToken)?
requester (GeneralNames)?
requestPolicy (PolicyInformation)?
dvcs (GeneralNames)?
dataLocations (GeneralNames)?
extensions (Extensions)?
data (Data) = {message | messageImprint | certs}
message (OCTET STRING)?
messageImprint (DigestInfo)?
digestAlgorithm(DigestAlgorithmIdentifier)
digest(Digest)
certs(TargetEtcChain)*
target(CertEtcToken)={certificate|esscertid|pkistatus|assertion|crl|ocspcertstatus
|ocspcertid|ocspresponse|capabilities|extesion}
certificate (Certificate)?
esscertid(ESSCertId)?
pkistatus(PKIStatusInfo)?
assertion(ContentInfo)?
crl(CerticateList)?
ocspcertstatus(CertStaus)?
ocspcertid(CertId)?
ocspreponse(OCSPResponse)?
capabilities(SMIMECapabilities)?
extension(Extension)?
chain(CertEtcToken)+
pathProcInput(PathProcInput)
transactionIdentifier(GeneralName)

図 4.4-2DVCS リクエスト(署名付)

表 4.4-1 図の表記方法を表 4.4-1 に示す。
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表 4.4-1ASN.1 構造図の表記方法
表記

説明

X(Y)=Z

属性名X、型Y、値Z

？

0個または、1個現れることを示す。

＊

0個以上現れることを示す。

＋

1個以上現れることを示す。

{A | B}

AまたはBのいずれかをとる。

requestInformation はリクエストに関する一般的な表している。
requestInformation.version は 1 を指定するか、version の項目自体が存在しない
かのいずれかである。requestInformation.service はリクエストの種類を表し、
cpd,vsd,vpkc,ccpd のいずれかを表す値である。
vsd,vpkc のサービスではオプションとして、署名文書が有効であると主張する
時刻を requestTime フィールドで指定することができる。vsd,vpkc 以外のサービ
スではこのフィールドは無視される。時刻は GeneralizedTime あるいは TSA から
発行された TimeStampToken[TSP]を指定することができる。この指定を諸略し
た場合は現時刻とみなされる。

DVCSRequest の Data はサービスに応じて、署名文書(vsd)、証明書チェーン
(vpkc)、メッセージダイジェスト(ccpd)、任意のデータ(cpd)が置かれる。
4.4.4.2 DVCS レスポンス
DVCS レスポンスは、DVCS がデータや署名の検証を実施した結果として作成
する応答メッセージである。
DVCS レスポンスは CMS[CMS]の ContentInfo であり、contentType には以下
の OID を指定する。
id-ct-DVCSResponseData OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2)
us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-9(9) smime(16) ct(1) 8 }
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content は次に定義される DVCSResponse である。

DVCSResponse ::= CHOICE {
dvCertInfo
dvErrorNote

DVCSCertInfo ,
[0] DVCSErrorNotice }

DVCS はデータ認証や署名検証が正しく実施された場合には、DVC を
DVCSResponse に含め、実施に失敗した場合には DVC を発行せずエラーのみを
DVCResponse に含める。

DVCS レスポンスは機密性や認証を提供するために、他の contentType によっ
てカプセル化することができる。図 4.4-3 は署名付き DVCS レスポンス
(SignedData によるカプセル化)のデータ構造である。
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ContentInfo
contentType=id-signedData
content=SignedData
version
digestAlgorithms
encapContentInfo(EncapsulatedContentInfo)
eContentType(ContentType)=id-ct-DVCSResponseData
eContent(DVCSRespose)={dvCertInfo | dvErrorNote}
dvCertInfo(DVCSCertInfo)?
version=1
dvReqInfo(DVCSRequestInformation)
version=1

service={cpd(1)|vsd(2)|cpkc(3)|ccpd(4)}
nonce?
requestTime(DVCSTime)={genTime | timeStampToken }?
genTime(GenenalTime)?
timeStampToken(TimeStampToken)?
requester(GeneralNames)?
requestPolicy(PolicyImformation)?
dvcs(GeneralNames)?
dataLocations(GeneralNames)?
extensions?
messageImprint(DigestInfo)
digestAlgorithm(DigestAlgorithmIdentifier)
digest(Digest)
serialNumber
responseTime(DVCSTime)

genTime(GenenalTime)?
timeStampToken(TimeStampToken)?
dvStatus(PKIStatusInfo)?
policy(PolicyInformation)?
reqSignature(SignerInfos)?
certs(TargetEtcChain)*
extensions?
dvErrorNote(DVCSErrorNotice)?
transactionStatus(PKIStatusInfo)

status(PKIStatus)=rejection(2)
statusString(PKIFreeText)?
failInfo(PKIFailureInfo)={badRequest(2)|badTime(3)|badDataFormat(5)|
wrongAuthority(6)|incorrectData(7)} ?
transactionIdentifier(GeneralName)?

certificates?
crls?
sinerInfos

図 4.4-3DVCS レスポンス(署名付)
dvCertInfo.responseTime は応答に関する時刻であり、GeneralizedTime、
TimeStampToken、外部のサービスによって得られた DVC のいずれかを含めるこ
とができる。

dvStatus フィールドは検証結果を表す。例えば、公開鍵証明書の検証 (vpkc) サ
ービスでは、全ての証明書の検証に成功した場合には SUCCESS を示し、全てま
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たは一部の証明書の検証が失敗に終わった場合には FAILED が示される。各証明
書の検証結果は certs フィールドの個々の要素によって示される。
4.4.4.3 データ検証証明書(DVC)
DVC はデータ検証の結果や、元となるリクエストなどの情報を含む署名データ
である。
DVC は dvCertInfo が選択された DVCSResponse を含む CMS SignedData で
ある。データ構造は図 4.4-3 において dvErrorNote の CHOICE を除いたもので
ある。
4.4.5 転送プロトコル
RFC 3029 では転送プロトコルの例として HTTP/HTTPS と電子メールを用い
た転送方法が記述されている。
4.4.5.1 HTTP/HTTPS
DER エンコードされた DVCS リクエストや DVCS レスポンスを MIME オブジ
ェクトによりカプセル化し HTTP や HTTPS により転送する。Content-Type は
application/dvcs を指定する。
4.4.5.2 電子メール
DER エンコードされた DVCS リクエストや DVCS レスポンスを MIME オブジ
ェクトによりカプセル化する。Content-Type は application/dvcs を指定し、適切
なエンコーディングルールを Content-Transfer-Encoding に指定する。
エラーレスポンスが返却される可能性があるため、リクエストとの対応がとれ
るように要求者はリクエスト中の transactionIdentifier フィールドを指定すべき
(SHOULD)であるとしている。また、要求者はサービスの応答メッセージのヘッ
ダー、特に Subject や Messege-ID,References の使用方法については、いかなる
仮定もすべきではない(SHOULD NOT)としている
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4.5 draft-itef-pkix-tap Trusted Archive Protocol (TAP)
IETF/PKIX-WG においてタイムスタンプを応用したサービスとして Trusted
Archive Protocol(TAP)[id-TAP]のインターネットドラフトが 2003 年 3 月に提案さ
れている。これは、長期間の証拠保全・否認防止をサポートする安全なデータス
トレージサービスを提供するトラストアーカイブ局(Trusted Archive Aurhority、
以下 TAA)との通信プロトコルを規定するものである。

TAP においては、TAA に対し、アーカイブされたデータの登録、検索、削除の
3 つのトランザクションを定義しており、TAA 側は最初の受信時、およびこれ以
降定期的にデータに対しタイムスタンプを追加することによりデータの完全性を
保障する。本節では TAP の構成要素、データの登録・検索・削除の各トランザク
ションについて解説する。
4.5.1 TAP サービスの構成要素
TAP サービスは次に示す 4 つの要素により構成される。
タイムスタンプ局

トラストアーカイブ局(TAA)
タイムスタンプ
リクエスト
タイムスタンプ

アーカイブする
データの送信

TAPを知ってる
クライアント

検索レスポンス
削除レスポンス
アーカイブ
トークン

検索または
削除リクエスト

TAPを知らない
クライアント

送信クライアント

アーカイブ
トークンの委譲

図 4.5-1TAP サービス
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4.5.2 TAP の目的
TAP は以下を目的として策定されている。
1. 完全性を持つデータを永久に保存する
− 適切な頻度でアーカイブのタイムスタンプを更新する
− 関連する暗号データの保存
2. データフォーマットやデータの有効性には関知しない
− (暗号化されていても、いなくても)任意のデータを保存可能
− データが有効でも有効でなくてもデータは保存可能
3. サーバー側のオプション処理の追加
− データ検証(データ検証の証拠)
− パス構築・パス検証(有効であった証拠)
4. 送信用に TAP を知らないクライアントもサポートする

4.5.3 TAA のサービス
トラストアーカイブ局(TAA)は以下の必須機能をサポートしなければならない。
アーカイブされたデータの保存
タイムスタンプの取得を含むアーカイブトークンの生成
アーカイブレコードの定期的な更新
アーカイブレコードの検証のための証明書、CRL、OCSP レスポン
ス等の PKI 情報の保存

また、オプションとしてとして以下のサービスを提供する場合もある。

ある時点でのトラストアンカーの保存(これにより、一つの TAA を
データ保存用、別の TAA をトラストアンカーにできる)
PKI 情報の取得と検証(SCVP)
暗号化されたメッセージの検証(DVCS)
4.5.4 TAP に関する用語
TAP に関する用語を以下にまとめる。
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TAA : Trusted Archive Authority(トラストアーカイブ局)
ある一定期間でタイムスタンプの更新を行うデータ保存および管理サービス
アーカイブデータ(Archived Data)
送信操作の対象となるアーカイブするために送信されたデータ。オプションとしてデータ
型を持たせることもできる
アーカイブトークン(Archive Token)
送信操作の結果としてTAAにより生成され、今後の検索・削除のために送信者に与えられ
るもの。トークンにはタイムスタンプ、送信者名、トラッキング情報が含まれている。
アーカイブレコード(Archive record)
TAAにより管理されるタイムスタンプ履歴を含む入れ子構造であり、最も中には最初のタ
イムスタンプがつけられている。
アーカイブパッケージ(Archive Package)
検索操作の結果であり、最小構成はアーカイブトークン、アーカイブレコード、およびア
ーカイブデータである。

用語の関係を以下の図に示す。
アーカイブデータ
保存するデータの送信

送信
アーカイブトークン
引換券のようなもの

クライアント側

トラストアーカイブ局
(TAA)
アーカイブトークン
引換券のようなもの

アーカイブパッケージ
アーカイブトークン
アーカイブレコード(タイムスタンプトークン等)

検索

検証に必要な証明書、CRL等

アーカイブデータ（保存したデータ）

図 4.5-2TAP に関する用語の関係
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4.5.5 TAP のトランザクションの特徴
TAP のトランザクションには送信、検索、削除の 3 つのトランザクションがあ
るが、これらに共通する特徴をまとめたのが以下である。

1. 全てのトランザクションは CMS に依存している
− リクエストは認証を使っても良い(オプション)
− 削除要求は認証されなければならない
− 全てのレスポンスは CMS SignedData メッセージを使う
− レスポンスメッセージ中には TAA が生成した署名のみが入る
2. 全ての TAP リクエストおよびレスポンスに関連するリクエストの入れ
子をサポートするためにオプショナルアーカイブコントロールフィー
ルドがある
− 拡張や属性などのためのデータ型/データ値の構造
− フィールドはリクエストやレスポンスに基づく
− nonce、SCVP、DVCS などを送受信できるようにする
4.5.6 TAP のトランザクション(1)送信
送信トランザクションの処理ステップを以下に示す。
①送信リクエスト
・送信者名
・アーカイブデータ
・[ポリシ]
・[アーカイブコントロール]

④クライアント側処理
・レスポンス中のTAAの
署名検証
・アーカイブトークン
中のタイムスタンプ
の検証
・今後の利用のため
アーカイブ
検索クライアント
トークンを保存

TAA

③送信レスポンス
・ステータス
・アーカイブトークン
・[アーカイブコントロール]

②TAA側処理
・[要求者の認証]
・[認可の確認]
・[アーカイブ
コントロール処理]
・アーカイブデータの
タイムスタンプ取得
・アーカイブトークン生成
・アーカイブレコード生成
・アーカイブデータ保存
・アーカイブレコード保存
・アーカイブトークン
[およびアーカイブ
コントロール]を
含むレスポンスの生成
・署名後、
レスポンスの送信

図 4.5-3TAP の送信トランザクション
4.5.7 TAP のトランザクション(2)検索
検索トランザクションの処理ステップを以下に示す。
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①検索リクエスト
・要求者名
・アーカイブトークン
・[アーカイブコントロール]

④クライアント側処理
・レスポンス中のTAAの
署名検証
・タイムスタンプ
の検証を含む
アーカイブ
レコードの
検索クライアント
検証

TAA

③削除レスポンス
・ステータス
・アーカイブパッケージ
・[アーカイブコントロール]

②TAA側処理
・[要求者の認証]
・[認可の確認]
・[アーカイブ
コントロール処理]
・アーカイブレコードと
データの検索
・アーカイブデータ、
アーカイブトークン、
およびアーカイブ
レコードを含む
アーカイブパッケージ
の生成
・アーカイブパッケージ
[およびアーカイブ
コントロール]を含む
レスポンスの生成]
・署名後、
レスポンスの送信

図 4.5-4TAP の検索トランザクション

4.5.8 TAP のトランザクション(3)削除
削除トランザクションの処理ステップを以下に示す。

④クライアント側処理
・レスポンス中の
TAAの
署名検証

①削除リクエスト
・要求者名
・アーカイブトークン
・[アーカイブコントロール]

削除クライアント

TAA

③削除レスポンス
・ステータス
・アーカイブパッケージ
・[アーカイブコントロール]

②TAA側処理
・要求者の認証
・[認可の確認]
・[アーカイブ
コントロール処理]
・アーカイブレコードと
データの削除
・アーカイブトークンと
[およびアーカイブ
コントロール]を含む
レスポンスの生成
・署名後、
レスポンスの送信

図 4.5-5TAP の削除トランザクション

削除は、単に物理的な削除ではなく、以降のアーカイブレコードの更新を行わ
なくすることによっても削除することができる。
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4.5.9 TAA によるアーカイブレコードの更新
TAA は一度データを送信されると、これ以降送信者の操作を必要とすることな
くアーカイブを管理する責任を負い、保管しているデータ、すなわち個々のアー
カイブレコードに対して、定期的に新しいタイムスタンプを取得しアーカイブレ
コード更新しなければならない。アーカイブレコードの処理フローを以下に示す。

1. 更新直前のアーカイブレコードと、現在のハッシュアルゴリズムを用い
て生成された現在のアーカイブデータのハッシュを合わせて新しいタ
イムスタンプでラップする
2. 個々のレイヤーでは関連する証明書、CRL などを含む
3. 更新の頻度は TSA 証明書の有効期間や現行の暗号アルゴリズムの信頼
性により決定される
4. アーカイブレコードの構造は時間と共に増大する

4.5.10 TAP 転送プロトコル
TAP においては、TAP メッセージを転送する必須のプロトコルを規定しておら
ず、一つのオプションとして HTTP プロトコルによる転送を規定している。リク
エストおよびレスポンスの HTTP Content-Type ヘッダは以下の形式である。

Content-Type: application/tap-request
Content-Type: application/tap-reponse

秘匿性、リクエストに署名する場合など SSL/TLS などの下位レイヤーを用いて
保護する場合もある(MAY)、としており、TAP 自身は転送プロトコルのセキュリ
ティは規定していない。
4.5.11 アーカイブコントロール
リクエストおよびレスポンスにはアーカイブコントロールと呼ばれる X.509 証
明書拡張のような型と値のペアを付加することができる。しかしながら、アーカ
イブコントロールにはクリチカルフラグに相当するものが無く、TAA が解釈でき
ないかサポートされていないアーカイブコントロールが含まれる場合、リクエス
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トの送信者に対し失敗を示すレスポンスを返さなければならない(MUST)。TAA
はリクエストに無いコントロールをレスポンスに入れることは無く(MUST)、検索
/削除クライアントはコントロールの定義に従った処理を行わなければならない
(MUST)。

アーカイブコントロールの詳細は文献[id-TAP]の 5 章で述べられており TAA が
サポートする可能性のある(MAY)アーカイブコントロールを 3 つ規定している。
次に述べる以外にも TAA はサポートし得る(MAY)。

Nonce
リクエスト：id-tap-nonce(1.3.6.1.5.5.7.22.4.1)=nonce値
レスポンス：id-tap-nonce(1.3.6.1.5.5.7.22.4.1)=nonce値
成功した場合、レスポンスのnonce乱数と同じ値がリクエストで返される
TrustAnchorRequest/TrustAnchorResponse
リクエスト：id-tap-trustAnchorRequest(1.3.6.1.5.5.7.22.4.2)=時刻
レスポンス：id-tap-trustAnchorResponse=トラストアンカーのリスト
検索時に指定した時刻におけるTAAのトラストアンカー(証明書、または鍵とアルゴリズ
ムID)を得る場合に用いる。署名検証の際、有用である
TSA Policy
リクエスト：id-tap-tsaPolicy=TSAポリシーOID
レスポンス：なし
初めてアーカイブデータを送信する際に、特定のTSAポリシーの元で送信し、最初のタイ
ムスタンプを得る場合に用いる。対応するレスポンスは無い。

4.5.12 TAP のリクエストおよびレスポンスフォーマット
4.5.12.1 署名つき送信リクエストフォーマット
リクエストは署名データである場合もある(MAY)。以下に署名つき送信リクエス
トフォーマットを示す。図中の表記は表 4.4-1 に従う。署名無しのデータについ
ては後述する。送信者名、TAA のポリシーOID、そして送信するアーカイブデー
タが含まれている。
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ContentInfo
contentType=id-signedData
content=SignedData
version
digestAlgorithms
encapContentInfo
eContentType=id-tap-archiveReq 送信リクエスト型
eContent=ArchiveSubmissionReq
version=v1(0)
submitterName=GeneralName 送信者名
[policy=OID]
[archiveControls=ArchiveControls]
ArchiveControl*
archiveControlType
archiveControlValue
arcchivedData=ArchivedData
[type=ArchivedDataType]
data=OCTET STRING
[certificates]
[crls]
signerInfos TAPにおいては一つのみ
version
sid
digestAlgorithm
signedAttrs 必須
signatureAlgorithm
signature
unsignedAttrs

図 4.5-6 署名つき送信リクエストフォーマット
4.5.12.2 署名つき検索リクエストフォーマット
署名つき検索リクエストフォーマットを以下に示す。要求者名と検索情報を指
定する。検索情報には送信者名、アーカイブトークンはもちろんの事、タイムス
タンプ・トークンや、生成の時刻と誤差を指定して検索もできる。
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ContentInfo
contentType=id-signedData
content=SignedData
version
digestAlgorithms
encapContentInfo=EncapsulatedContentInfo
eContentType=id-tap-archiveRetrievalReq 検索リクエスト型
eContent=ArchiveRetrievalReq
version=v1(0)
requestorName=GeneralName 要求者名
[retrievalRequest=ArchiveRetrievalInfo={archiveToken|archiveInfo|pollReference}
アーカイブトークンか、アーカイブ情報、ポーリングリファレンスのいずれかで検索できる
アーカイブトークンはポーリングリファレンスは送信レスポンスに含まれているものを使う

archiveInffo=ArchiveInfo 最も多様な検索設定が可能である
tokensOnly=BOOLEAN DEFAULT
[submitterName=GeneralName]
[timestamp=TimeStampToken]
[timeInfo=ArchiveTimeInfo] 時刻と誤差を指定して検索できる
time=GeneralizedTime
[accuray=Accuracy]
[archiveControls=ArchiveControls]
ArchiveControl*
archiveControlType
archiveControlValue
[certificates]
[crls]
signerInfos TAPにおいては一つのみ
version
sid
digestAlgorithm
signedAttrs 必須
signatureAlgorithm
signature
unsignedAttrs

図 4.5-7 署名つき検索リクエストフォーマット
4.5.12.3 署名つき削除リクエストフォーマット
署名つき削除リクエストのフォーマットを以下に示す。削除要求者名、アーカ
イブトークンを指定してリクエストする。削除操作の場合には認証を受けなけれ
ばならない(MUST)。
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ContentInfo
contentType=id-signedData
content=SignedData
version
digestAlgorithms
encapContentInfo=EncapsulatedContentInfo
eContentType=id-tap-archiveDeletionReq 削除リクエスト型
eContent=ArchiveDeletionReq
version=v1(0)
requestorName=GeneralName 要求者名
archiveToken=ArchiveToken

content type=id-tap-archiveToken
content=ArchiveTokenData
submitterName=GeneralName
timestamp=TimeStampToken
curTime=GeneralizedTime
[trackingInfo=TrackingInfos]
[archiveControls=ArchiveControls]
ArchiveControl*
archiveControlType
archiveControlValue
[certificates]
[crls]
signerInfos TAPにおいては一つのみ
version
sid
digestAlgorithm
signedAttrs 必須
signatureAlgorithm
signature
unsignedAttrs

図 4.5-8 署名つき削除リクエストフォーマット

4.5.12.4 送信および削除レスポンスフォーマット
TAA からのレスポンスは常に CMS SignedData 型の署名データである(MUST)。
送信および削除のレスポンスは CMS SignedData となっている。操作結果を表す
ステータスと送信を受理して生成された、あるいは削除に使用されたアーカイブ
トークンがレスポンスに含まれている。
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ContentInfo
contentType=id-signedData
content=SignedData
version
digestAlgorithms
encapContentInfo
eContentType=id-tap-archiveSubOrDelResp 送信または削除レスポンス型
eContent=ArchiveSubOrDelResp
version=v1(0)
status=ArchiveStatus 以下のいずれかの値をとる
(0) success
(1) genericFailure
(2) authenticationFailed
(3) unauthorizedRequest
(4) unrecognizedControl
(5) controlFailure
(6) policyFailure
(7) timestampFailure
(8) retrievalDelayed
(9) unsupportedDataFormat
archiveToken=ArchiveToken
content=id-tap-archiveToken

content=ArchiveTokenData
submitterName=GeneralName 送信者名
timestamp=TimeStampToken

curTime=GeneralizedTime
[trackingInfo=TrackingInfos=SEQ of TrackingInfo=SEQ of ContentInfo]
contentType=id-tap-taaLocation 仕様ではTAALocationのみ規定

content=TAALocation=GeneralName
[archiveControls=ArchiveControls]
ArchiveControl*
archiveControlType
archiveControlValue
[certificates]
[crls]
signerInfos TAPにおいては一つのみ
version
sid
digestAlgorithm
signedAttrs 必須
signatureAlgorithm
signature
unsignedAttrs

図 4.5-9 送信および削除レスポンスフォーマット
4.5.12.5 検索レスポンスフォーマット
検索レスポンスもまた CMS SignedData となっている。ArchvivePackage には
検索結果となるアーカイブレコード、アーカイブデータの並びが含まれており、
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アーカイブトークンやデータの検証に必要な証明書、CRL、OCSP レスポンスが
含まれている。
ContentInfo
contentType=id-signedData
content=SignedData
version
digestAlgorithms
encapContentInfo
eContentType=id-tap-archiveRetrievalResp 検索応答型
eContent=ArchiveRetrievalResp
version=v1(0)
status=ArchiveStatus #別表参照
[archiveControls=ArchiveControls]
ArchiveControl*
archiveControlType
archiveControlValue
[results=ArchiveRetrievalResults=SEQ of ArchivePackage]
ArchivePackage*
archiveToken=ArchiveToken
[packageData=ArchivePackageData]

digestArgorithms
policy=OID
archiveRecord
content type=id-tap-archiveRecordData
content=ArchiveRecordData
timestampedData=TimeStampedData
prevArchRecord=ContentInfo 前のレコード
messageImprint=MessageImprint アーカイブデータのハッシュ
timestamp=TimeStampToken
cryptoInfos=SEQ of CryptoInfo
CryptoInfo*
cryptoInfoType=id-tap-{certificates|ocspResponses|crls}
cryptoInfoValue 証明書,OCSPレスポンス,CRLのシーケンス
archivedData
[pollReference=OCTET STRING]
[certificates]
[crls]
signerInfos TAPにおいては一つのみ
version
sid
digestAlgorithm
signedAttrs 必須
signatureAlgorithm
signature
unsignedAttrs

図 4.5-10 検索レスポンスフォーマット
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4.5.12.6 署名なしリクエストフォーマット

リクエストは署名データでない場合もある(MAY)。
ContentInfo
contentType=id-tap-archive{Req|RetrievalReq|Deletion}
content=Archive{Submission|Retrieval|Deletion}Req

図 4.5-11 署名なしリクエストフォーマット
4.5.13 セキュリティに関する考察
文献[id-TAP]7 章においてセキュリティに関する考察がなされており、検索時に
レスポンスとして返されるトラストアンカーの問題、暗号アルゴリズムの問題、
認証の問題、TSA のポリシーの問題、および、その他 TAA の運用に関する問題に
ついて述べられている。
検索のレスポンス時に返されるトラストアンカー群は CMS SignedData である
ため安全に転送されたものであるが、TAA の署名を検証する場合にはこれらを使
わずに TAA のためのトラストアンカーを用いること、アーカイブデータの検証の
際これらを使わないこともできるが、その場合には TAA でなく TSA を信頼点と
しなければならないことが注意点として挙げられている。
TAP の仕様では送信と検索の認証についてはローカルの運用に任されているが、
削除に関して認証は必須としている。送信者や同一ドメインの利用者しか削除で
きないようにするなど削除権限を定めるローカルポリシーの策定を推奨している。
TSA のポリシーについては、本仕様では定めないとしている。TSA ポリシーを
使用しない、アーカイブコントロールを利用して指定する、TAA ポリシーを TSA
ポリシーにマッピングするなど幾つかの運用方法がある。

4.5.14 TAP の応用
56th IETF Meeting での[id-TAP]の著者の報告によると、米国海兵隊がスポン
サーとなり現行のインターネットドラフトに基づくプロトタイプを開発中との事
である。また、電子データの証拠とその検証をオープンソースソフトウェアによ
る実装を用い提供しようとしている OpenEvidence プロジェクトとの協力体制が
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開始されており、OpenEvidence におけるアーカイブサービスの DVCS と TAP に
より実装される予定である。

4.5.15 IETF LTANS-WG
2003 年 10 月頃、IETF のセキュリティエリアにおいて長期間アーカイブおよび
公証サービスに関する新しいワーキンググループ LTANS-WG(Long-Term
Archive and Notary Services WG)が発足した。[id-TAP]の著者である Carl
Wallace 氏が議長となりメーリングリストでの議論が始まっている。TAP、長期間
アーカイブのデータ構造について述べたインターネットドラフト ATS(Archive
Time-Stamps Syntax)[id-ATS]、DVCS などの既存の成果を統合した標準の策定
を目指している。
2003 年 11 月にミネアポリスで行われた 58th IETF Meeting は WG 発足後最初
の会議となり以下の案件について議論された。

1. LTANS-WG の役割、WG に関係する技術的問題、法的問題の紹介
2. 長期間アーカイブの機能要件をまとめたインターネットドラフト
[id-LTANSREQ]について議論された。[id-TAP]の Carl Wallace 氏、
[id-ATS]の Ulrich Pordesch 氏らが著者となっており、長期間アーカイ
ブに関する用語定義、ドキュメントの長期保存に関わる問題点を洗い出
し、長期間アーカイブサービスの機能、品質、データ構造およびプロト
コルの要件を規定している。
3. ATS、TAP、LTANS の実装メカニズム、ドキュメント作成計画
4. Carl Wallace 氏による[id-TAP]から LTANS へ移行できる部分について
の議論

長期間アーカイブのデータ構造プロトコルについては 2004 年 4 月、公証サービ
スについては 2004 年 9 月に Proposed Standard として提案するというスケジュ
ールが発表されている。
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4.6 長期署名フォーマット
PKI に基づくデジタル署名は、そのままでは証明書の有効期限以降の署名の有
効性を維持できない(図 4.6-1)。

証明書有効期間
署名の有効性が確認できない。

署名有効期間

秘密鍵が漏洩しないように
管理あるいは破棄されて
いることが保証できない。

暗号アルゴリズムの危殆化
により、署名の偽造が可能。

署名検証

署名検証

署名生成

証明書有効期限

時間

？
図 4.6-1 長期署名の必要性
リアル世界において長期間にわたり保存が必要となる文書の電子化に伴い、デ
ジタル署名の有効性も長期に維持するための技術が必要となった。
長期署名フォーマットは、欧州の標準化団体 ETSI31において電子商取引におけ
るデジタル署名フォーマット「ETSI TS 101 733 Electronic Signature and
Infrastructure(ESI); Electronic Signature Formats」として検討された。信頼性
向上のため署名ポリシー(signature Policy Identifier)やその他属性(other signed
attribute)などいくつかの付加情報を付けたものが基本形(ES)となっており、この
基本フォーマット自体は特段長期署名向けのものではない。
この基本形(ES)にタイムスタンプを加えて、電子文書の信頼性(署名検証の有効
性)を長期にわたり確保するためのフォーマットが記載されており、このフォーマ

31

ETSI： European Telecommunications Standards Institute (欧州電気通信標準化協会)
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ット部分が、RFC3126「Electronic Signature Format for long term electronic
signature」になった。ちなみに署名ポリシー部分は RFC3125 となった。この標
準(ETSI TS 101 733)は従来の PKI で採用されているバイナリ形式(ASN.1)による
フォーマットだが、XML(TS 101 903)形式のものも新たに標準として追加制定さ
れ、この標準は現在 W3C において NOTE となっている(図 4.6-2)。
Mar 2001

Feb 2002

W3C/IETF RFC3075

ETSI TS 101 903
V1.1.1

XML署名に関する規定

＜XAdES＞
XMLによる
長期保存フォーマット
を規定

EU Directive
May 2000

ETSI ES 201 733
V1.1.3
電子署名フォーマット
の標準仕様を規定

Dec 2000

Feb 2002

ETSI TS 101 733
V1.2.2

ETSI TS 101 733
V1.3.1

Sep 2002

ETSI TS 101 733
V1.4.0

Aug 2002

Sep 2001

IETF RFC 3126

Feb 2003

W3C
NOTE-XAdES
-20030220

CMS （RFC3369）

長期署名フォーマットに
関する規定
Jun 1999

CMS （RFC 2630)

ETSIによる標準化の動き

IETF RFC 3125
署名ポリシに関する規定

RFC化の動き
XML化の動き

Signed Data：
電子署名フォーマットを規定

関連ドキュメント
派生

参考

図 4.6-2 標準制定の動き

4.6.1 長期署名フォーマットを扱う登場者
長期署名フォーマットを扱う登場者について解説する。

Signer ；署名者
デジタル署名を行った者で、長期署名フォーマットの最初の状態を生成す
る人になる。署名者は、タイムスタンプや検証に必要な CA の証明書・
CRL などを付加する場合もある。
Verifier ；検証者
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上記署名を検証する者で、複数存在する場合もある。最初の検証者がタイ
ムスタンプや検証に必要な CA の証明書などを付加し、長期署名フォーマ
ットを次の段階にする場合もある。
Trusted Service Providers(TSPs) ；信頼機関
CA、TSA など PKI で通常必要とされる各種の機関(Authority)に加え、
署名ポリシー発行機関があげられている。これら機関(Authority)には長
期署名のため特別な運営ポリシーを必要とする場合があり、現在各国にお
いて各種のポリシーが検討されている。
Arbitrator ；仲裁者
署名文書をめぐっての紛争解決や、監査のために、電子商取引の当事者(署
名者及び検証者)以外の第三者として、署名を再検証し、署名が信頼でき
る状態であるかを評価する役割をになう。

長期署名の生成時、初回の検証時、アーカイブ時におけるこれら登場者の関係
を示す(図 4.6-3)。
長期署名の生成
電子文書

署名ポリシ

署名ポリシ

the Signer

電子署名

TSP

タイムスタンプ

CA

証明書

電子商取引
（オンライン契約 など）

Signerの
証明書

CAの
証明書

失効情報

署名の検証

TSA

タイムスタンプ
電子文書
署名ポリシ
電子署名
タイムスタンプ

証明書
（Signer） （CA）

失効情報

保管

the Verifier

図 4.6-3 長期署名の利用イメージ
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4.6.2 長期署名フォーマット
ETSI において制定された標準「TS 101 733」「TS 101 903」と、RFC3125 に
ついて解説する。
4.6.2.1 TS 101 733 ESI Electronic Signature Formats
このドキュメントには、電子商取引に必要となるデジタル署名の役割と目的、
提唱するフォーマット、運用(利用)形態、署名ポリシーやセキュリティ上の考察な
どが記載され、全 14 章 104 ページから構成されている。このフォーマットは CMS
Signed Data の構文を拡張したものである。
ここで明記されたフォーマットには以下の種類がある。
①

ES : 基本フォーマットで、署名ポリシー、署名属性、署名値からなる

②

ES-T : ESＥＳにタイムスタンプを付加したもの

③

ES-C : ES-T に認証パス上の全証明書及び、CRL または OCSP 応答に参照
(reference)できる値を付加したもの

④

ES-X 1 : ES-C にタイムスタンプを付加したもの

⑤

ES-X 2 : ES-C にある全ての証明書と失効情報の参照にタイムスタンプを
付加したもの

⑥

ES-X Long : ES-C に認証パス上の全証明書及び CRL または OCSP 応答を
付加したもの

⑦

ES-A : ES-X にアーカイブタイムスタンプを付加したもの

デジタル署名の有効性が失効しても効力を維持できる「長期署名フォーマット」
と呼べる最も基本的な形態は、タイムスタンプを付与し、最初の署名の検証情報
(References)を付加した ES-C になる(図 4.6-4)。
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ES-C
ES-T
ES （Electronic Signature ）
Signature
Policy ID

Other
Signed
Attribute

Digital
Signature

Time-Stamp
Over digital
Signature

Complete
Certificate
And
Revocation
Referenceｓ

図 4.6-4 最もシンプルな長期署名フォーマット
Signature Policy ID
署名ポリシー発行機関により作られた署名ポリシーを識別する ID。
Other Signed Attributes
その他の属性。署名者の所属や署名時刻等。
Digital Signature
デジタル署名。
Timestamp over digital signature
デジタル署名に対するタイムスタンプ。上図では ES に対するタイムス
タンプになる。
Complete certificate and revocation references
デジタル署名の検証に必要となる認証パス上の全ての(ルート・中間)証
明書と CRL や OCSP のような失効情報の参照値(references)。
この状態の長期署名フォーマットの署名検証が有効であるためには、ES のデジ
タル署名に用いられた CA などの認証機関の運営が継続されており失効情報等の
入手が可能なことや、タイムスタンプの有効期限が切れていない状態でなくては
ならない(図 4.6-5)。
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証明書有効期間
タイムスタンプの有効期限
署名有効期間
失効情報の入手が可能
であれば、署名の有効性が
保証される。

署名検証

署名検証

署名生成

証明書有効期限

時間

図 4.6-5 タイムスタンプ付与によるデジタル署名の有効性延長
このタイムスタンプの有効期限を超えて、ES のデジタル署名の有効性を維持す
るためには、さらに証明書や失効情報など複数の情報の実体を加えたものに「ア
ーカイブタイムスタンプ」を付与したフォーマット「ES-A」にする必要がある(図
4.6-6)。
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ES-A
ES-A
ES-A
ES-X

Time
Stamp

Time
Stamp

Time
Stamp

署名有効期間
証明書有効期間
タイムスタンプの
有効期間
タイムスタンプの
有効期間

タイムスタンプの
有効期間

図 4.6-6 アーカイブタイムスタンプの連鎖的利用による有効性の延長
Complete certificate and revocation values
デジタル署名の検証に必要となる全ての(ルート・中間)証明書と CRL
や OCSP 応答のような失効情報の実体。
Archive Timestamp
上記 ES-X long の全て及び元の電子文書に対するタイムスタンプ。最
初のタイムスタンプが失効前にアーカイブタイムスタンプを付加し、そ
のアーカイブタイムスタンプが失効する前に次のアーカイブタイムス
タンプを付加することで極長期にわたりデジタル署名の有効性を維持
する。なお、アーカイブタイムスタンプはオプションであると記載され
ている。
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4.6.2.2 RFC3126 Electronic Signature Formats for long term electronic
signatures
ETSI より提供(produce)された情報として PKIX SMIME-WG で取り上げられ
RFC3126 になった。内容は、ETSI TS 101 733 に記載された長期署名フォーマ
ット部分と、その検証方法についてほぼ同じ表現の文面だが、タイトルに示され
たとおりこの標準の冒頭部分(Aim)では長期署名(long term signature)に言及して
いる。TS 101 733 で記載された署名ポリシーの部分は RFC3125 として別 RFC に
なっている。
なお、この標準の figure-4, 5, 6 および 12 で記載されたフォーマット「EC-C」
は、「ES-C」の誤りであると思われる。

4.6.2.3 TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
XML Signature(XML-Signature Syntax and Processing：RFC3275)など署名
フォーマットの XML 化の動きを受けて、ETSI において XML 長期署名フォーマ
ット「TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures」が制定された。これに
基づいて、W3C でも「XML Advanced Electronic Signatures(XAdES) (W3C Note
20 February 2003)」(以下 W3C-XAdES)を発表した。XAｄES は、XML 署名
「XML-Signature Syntax and Processing(W3C Recommendation 12 February
2002)、RFC3275」をベースとして拡張されたものであり、RFC3126 と同様な仕
様を XML により表現するものである。W3C-XAdES は、RFC3126 と同じような
構造で表現され、RFC3126 の署名フォーマットタイプ名に“XAd”を付加した名
称で表される(図 4.6-7)。
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XAｄES-A
XAｄES-X-L
XAｄES-X
XAｄES-C

④

XAｄES-T

XML
Signature

Signed
Property

③

②

XAｄES ①
UnSigned
Property

TimeStamp
Over
digital
SIgnature

Complete
Certificate
And
Revocation
referrence

Time-Stamp
Over Certificate
path references
and revocation
status referrences
OR
Over ds:Signature
element
Time-Stamp in
XAdES-T
certificate path
referrences
and revocation
status referrences

⑤
Certificate path
data and
revocation
status data

⑥
Sequence of
Time-Stamps
Over
XAdES-X-L

図 4.6-7XAdES フォーマット
なお、図中の丸付き数字は、下図「XAdES フォーマット例」の数字に対応する。
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<dsig:Signature Id="Sig"
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<dsig:SignedInfo>
:
</dsig:SignedInfo>
<dsig:SignatureValue>....</dsig:SignatureValue>
<dsig:KeyInfo>
:
</dsig:KeyInfo>
<dsig:Object>
<XAdES:QualifyingProperties
xmlns:XAdES="http://uri.etsi.org/01903/v1.1.1#" Target="Sig">
<XAdES:SignedProperties>
<XAdES:SignedSignatureProperties>
<XAdES:SigningTime>…</XAdES:SigningTime>
<XAdES:SigningCertificate>…</XAdES:SigningCertificate>
<XAdES:SignaturePolicyIdentifier>…</XAdES:SignaturePolicyIdentifier>
<XAdES:SignatureProductioPlace>…</XAdES:SignatureProductioPlace> ?
<XAdES:SignatureRole>…</XAdES:SignatureRole> ?
</XAdES:SignedSignatureProperties>

XAdES ①

< XAdES:SignedDataObjectProperties>
<XAdES:DataObjectFormat >…</XAdES:DataObjectFormat >*
<XAdES:CommitmentTypeIndication>…</XAdES:CommitmentTypeIndication>*
<XAdES:AllDataObjectsTimeStamp>…</XAdES:AllDataObjectsTimeStamp> *
<XAdES:ndividualDataObjectsTimeStamp>…</XAdes:AllDataObjectsTimeStamp>*

</XAdES:SignedDataObjectProperties>
</XAdES:SignedProperties>
<XAdES:UnsignedProperties>
<XAdES:UnsignedDataObjectProperties>
<XAdES:UnsignedDataObjectPropertiy>
<eSign:AcceptTimeStamp xmlns:eSign=“http://www.nttcom.co.jp/2002/12/eSIgn/v1.0.0#”>
任意タグ
</eSign:AcceptTimeStamp>
</XAdES:UnsignedDataObjectProperty>
<XAdES:UnsignedDataObjectProperties>
<XAdES:UnsignedSignatureProperties>
<XAdES:CounterSignature>…</XAdES:CounterSignature>*

XAdES-T ②

<XAdES:SignatureTimeStamp>…</XAdES:SignatureTimeStamp>+
<XAdES:CompleteCertificateRefs>…</XAdES:CompleteCertificateRefs>

XAdES-C ③

<XAdES:CompleteRevocationRefs>…</XAdES:CompleteRevocationRefs>
(<XAdES:SigAndRefsTimeStamp>…</XAdES:SigAndRefsTimeStamp>* |

XAdES-X ④

<XAdES:RefsOnlyTimeStamp>…</XAdES:RefsOnlyTimeStamp>*)
<XAdES:CertificateValue>…</XAdES:CertificateValue>
<XAdES:RevocationValue>…</XAdES:RevocationValue>

XAdES-X-L ⑤

<XAdES:ArchiveTimeStamp>…</XAdES:ArchiveTimeStamp>+
</XAdES:UnsignedSignatureProperties>
</XAdES:UnsignedProperties>
</XAdES:QualifyingProperties>
</dsig:Object>
</dsig:Signature>

図 4.6-8XAdES フォーマット例
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図中、終了タグ横の記号は
？：

0 個または、1 個現れることを示す。

＊：

0 個または、1 個以上現れることを示す。

＋：

1 個以上現れることを示す。

を意味している。また、④に示した要素の選択記述は
(<要素 1>…</要素 1> | <要素 2>…</要素 2>)
要素 1、要素 2 の何れか 1 方が現れることを表す。
(1)各要素の設定項目の説明
XAdES から XAdES-A の署名フォーマットタイプ毎に、省略不可要素の設定内
容を示す。
XAdES フォーマット
項番

要素名

説明

1

SigningTime

XML署名時の時刻。xsd:DateTime形式で指定する。

2

SigningCertificate

XML署名時に<KeyInfo>に置いた証明書について、ダイ
ジェストおよびIssuerSerialを設定する。

3

証明書の情報。内部に<CertDigest>と<IssuerSerial>を設定

Cert

する。
4

CertDigest

証明書のダイジェスト。内部にダイジェストアルゴリズ
ムとダイジェストの値を設定する。

5

DigestMethod

証明書のダイジェストアルゴリズム。

6

DigestValue

証明書のダイジェストの値。

7

IssuerSerial

証明書の発行者の情報。内部に発行者名とシリアルナン
バーを設定する。

8

X509SerialNumber

証明書のシリアル番号。

9

X509IssuerName

証明書の発行者のDN。

10

SignaturePolicyIdentifier

署名ポリシーのURLを指定し、その指定された署名ポリ
シーのダイジェストを指定する。
W3C-XAdES標準で用意する、
「暗黙の署名ポリシー指定」
を使用する場合は、子ノードとしてSignaturePolicyImplied
タグをテクストテキストノードなしで設定する。
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XAdES-T フォーマット
項番

要素名

説明

1

TimeStamp

長期信頼性保証の対象となる署名値と、そのダイジェス
ト値及びTime-Stamp署名値を保持する。

2

HashDataInfo

3

Transforms
Transform

タイムスタンプ対象のノードへの参照情報

Transform要素を1つ以上保持する
Algorithm属性に、
"http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"を指定
する。

Xpath

長期信頼性保障する署名値<SignatureValue>を参照させ
るためのXpath式を設定する。

XMLTimeStamp

HashDataInfoで指定指定した、Time-Stamp署名対象のノー
ド集合のダイジェスト値をTSAに送り、TSAからのレス
ポンスのEnveloping形式の署名要素を設定する。

XAdES-C 形式フォーマット
項番

要素名

説明

1

CompleteCertificateRefs

検証者が検証に使用したEE証明書以外のすべての証明
書の参照(<CertRerfs>)を設定する。

2

CertRefs

検証者が検証に使用したEE証明書以外のすべての証明
書の参照。

3

Cert

証明書情報への参照。

4

CertDigest

証明書のダイジェスト。内部にダイジェストアルゴリズ
ムとダイジェストの値を設定する。

5

DigestMethod

ダイジェストアルゴリズム

6

DigestValue

証明書のダイジェスト値

7

IssuerSerial

証明書発行者の情報。

8

X509IssuerName

証明書発行者のDN

9

X509SerialNumber

証明書のシリアル番号

10

CompleteRevocationRefs

検証者が検証に使用したEE証明書を含むすべての証明
書の失効情報の参照(<CRLRefs>, <OCSPRefs>)を設定す
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項番

要素名

説明
る。

11
12
13

CRLRefs

EE証明書を含むすべての証明書のCRL/ARL情報の参照。

CRLRef
DigestAlgAndValue

証明書のCRL/ARL情報の参照。
CRL/ARLのダイジェスト。

14

DigestMethodType

ダイジェストアルゴリズム

15

DigestValueType

CRL/ARLのダイジェスト値

16

CRLIdentifier

17

Issuer

CRL/ARLの発行者のDN名称

18

IssueTime

CRL/ARLの発行時刻

19

Number

CRL/ARLの発行番号

20

OCSPRefs

CRL/ARLの識別情報。

EE証明書を含むすべての証明書の存在するOCSPレスポ
ンス情報の参照。

21

OCSPRef

証明書のOCSPレスポンス情報の参照。内部に
<DigestAlgAndValue>, <OCSPIdentifier>を設定する。

22

OCSPIdentifier

OCSPレスポンスの識別情報。

23

ResponderID

OCSPレスポンダID

24

ProductAt

OCSPレスポンスの作成時刻

25

DigestAlgAndValue

OCSPレスポンスのダイジェスト

26

DigestMethodType

ダイジェストアルゴリズム

27

DigestValueType

CRL/ARLのダイジェスト値

XAdES-X フォーマット
SigAndRefsTimeStamp 要素、RefsOnlyTimeStamp 要素何れも省略可能
なため、本フォーマットの説明は省略する。
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XAdES-X-L フォーマット
項番

要素名

説明

1

CertificateValues

検証者が検証に使用したEE証明書以外のすべての証明
書(XAdES-Cで設定した証明書)の実体情報を設定する。
内部に一つ以上の<EncapsulatedX509Certificate>を設定す
る。

2

EncapsulatedX509Certificate

証明書の実体をBase64形式でエンコードした値を設定す
る。

3

RevocationValues

検証者が検証に使用したEE証明書を含むすべての証明
書の失効情報の実体(<CRLValues>, <OCSPValues>)を設
定する。

4

CRLValues

証明書検証サーバーが戻してきたEE証明書を含むすべ
ての証明書のCRL/ARL情報の実体。内部に一つ以上の
<EncapsulatedCRLValue>を設定する。

5

EncapsulatedCRLValue

CRL/ARL情報の実体をBase64形式でエンコードした値
を設定する。

6

OCSPValues

証明書検証サーバーが戻してきたEE証明書を含むすべ
ての証明書のOCSPレスポンス情報の実体。内部に一つ以
上の<EncapsulatedOCSPValue>を設定する。

7

EncapsulatedOCSPValue

OCSPレスポンス情報の実体をBase64形式でエンコード
した値を設定する。

XAdES-A フォーマット
項番

要素名

説明

1

ArchiveTimeStamp

XAdESからXAdES-X-Lのフォーマットタイプを構成す
るノードへの参照情報と、それらのノード集合のダイジ
ェスト値及びTime-Stamp署名値を保持する。

2

HashDataInfo

3

Transforms
Transform

アーカイブタイムスタンプ対象のノードへの参照情報

Transform要素を1つ以上保持する
Algorithm属性に、
"http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"を指定する。

132

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

項番

要素名

説明
Xpath

Time-Stamp署名対象ノードを指定するためのXpath式を
指定する。

XMLTimeStamp

HashDataInfoで指定指定した、Time-Stamp署名対象のノー
ド集合のダイジェスト値をTSAに送り、TSAからのレス
ポンスのEnveloping形式の署名要素を設定する。

4.6.3 今後の展開
RFC 3125 及び XAdES 仕様の長期署名機能を盛り込んだデジタル署名ミドルウ
ェア製品が各社から発売されてきているが、長期署名の運用に不可欠となるアー
カイブ・タイムスタンプの使用方法について未定な部分が未だある。
標準にも記載された「アーカイブタイムスタンプはオプションである」と言う
記載の背景としては、鍵が危殆化することを想定したアーカイブタイムスタンプ
の特殊性故に、これを発行する TSA に運営上の制約が発生し、この制約を経済的
且つ技術的に解決する具体的な方法の決着がついていない点があげられる。
長期署名が必要となる重要ドキュメントの電子化(本格的に付与された長期検証
を必要とするデジタル署名)は、ここ 1〜2 年に始まったばかりであり、今後アーカ
イブタイムスタンプに関する未検討部分の解決とサービスの運営母体設立が望ま
れている。
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4.7 XML タイムスタンプ
4.7.1 概要
Web サービス(SOAP)を利用することにより、サーバーサイドでデジタル署名と、
署名の検証を行う方式「Digital Signature Service(DSS)」が、OASIS DSS TC
において検討されている。その中で、タイムスタンプ・トークンについても XML
フォーマットで実現するための検討がされている。XML タイムスタンプはハッ
シュ値と時刻や精度、タイムスタンプ・ポリシーなどを含むタイムスタンプ情報
(TSTInfo)を署名対象にした XML 署名の 1 つの形態である。
この試みは、当初 TIML (Tokens and Protocol for the Temporal Integrity
Markup Language ) と言うプロトコル名称で、RFC 3161 に基づいた XML スキ
ーマとして提案されたが、その後 DSS Core Protocol の手順のひとつとして整理
されており、現在は汎用的なデジタル署名の 1 つの形態として認識され、署名対
象として、タイムスタンプ・トークン(Tst)要素の構文が署名タイプとして定義さ
れている。
<xs:element name=”Tst” type=”ds:SignatureType”>

OASIS Digital Signature Service Technical Committee (DSS TC)
OASIS DSS TC は、デジタル署名を Web サービスで実現するためのインタフェースやプロ
トコルの開発を行う目的で 2002 年 10 月に Robert Zuccherato (Entrust Inc.) 氏をリーダ
(chair)として設立された。現在では、2003 年 10 月に最新のドラフトを公開しており活発に
活動している。他団体や OASIS 内の別 TC などと関連する活動として
•

OASIS Access Control TC (XACML)

•

OASIS Rights Language TC (XrML)

•

OASIS Security Services TC (SAML)OASIS Web Services Security TC (WSSTC)OASIS Election and Voter
Services TC

•

OASIS LegalXML eNotary TCOASIS XML Common Biometric Format TC (XCBF)

•

W3C XML Signature

•

W3C XML Key Management

•

W3C XML Encryption

•

ETSI Electronic Signatures and Infrastructures Technical Committee

•

ANSI X9F4 X9.95 (Trusted Time Stamps)
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•

ISO/IEC JTC1/SC27 18014

などがある。

RFC 3161 などを含め、
TIML 及び DSS core の XML タイムスタンプ(汎用 XML
タイムスタンプ)における要求・応答プロトコルの項目を比較する(表 4.7-1)。

表 4.7-1 各プロトコル項目(要素)
RFC 3161

TIML

汎用XMLタイムスタンプ

TimeStampRequest

SignRequest /

要求メッセージ
TimeStampReq

SignatureTimestamp
Version

-

-

messageImprint

Digest

InputDocument /
DocumentHash

hashAlgorithm

DigestMethod

DigestMethod

hashedMessage

DigestValue

DigestValue

reqPolicy

Policy

Policy

nonce

Nonce

RequestID

extensions

Extensions

-

TimeStampResp

TimeStampResponse

SignResponse

status

StatusInfo

Result

statusString

StatusText

ResultMessage

failInfo

failureInfo

-

timeStampToken

Signature

Tst

digestAlgorithm

DigestMethod

DigestMethod

Policy

Policy

Policy

messageImprint

Digest

Signature

serialNumber

SerialNumber

SerialNumber

応答メッセージ
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RFC 3161

TIML

汎用XMLタイムスタンプ

genTime

CreationTime

CreationTime

accuracy

Accuracy

ErrorBound

ordering

Ordering

Ordered

nonce

Nonce

RequestID

extensions

Extensions

-

これらはプロトコルで用いられている項目(要素)名の比較であり、タイムスタン
プ要求・応答の内容はいずれもほぼ同一である。ただ、version などは、XML の
性質上このプロトコルをリンクしたアドレスで判断できるため必要なくなった
ことから項目として削除された。

4.7.2 TIML タイムスタンプ
DSS TC 発足当初にエントラスト社から提案があった XML タイムスタンプ・プ
ロトコルである「TIML」について解説する。
TIML による「タイムスタンプ・リクエスト(TimeStampRequest)」のプロトコ
ル(XML データ形式)サンプルを以下に示す。
<!-- XML署名用ネームスペース名、URL -->
<!-- タイムスタンプ用XMLのネームスペース名、URL -->
<ts:TimeStampRequest
xmlns:ts="http://www.entrust.com/schemas/timestamp-protocol-20020207#"
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
TSAサーバー内で持つTSAのポリシーID
<ts:Policy Id="http://www.nttcom.co.jp/2003/01/sigPF/tsaPolicy"/>
タイムスタンプを行う対象XML文書のダイジェスト
<ts:Digest>
<dsig:DigestMethod Algorithm="http://www.org3.com/2000/09/xmldsig#sha1"/>
ダイジェストアルゴリズム
<dsig:DigestValue>abcde</dsig:DigestValue>
タイムスタンプを行う対象XML文書のダイジェスト値(base64Binary)
</dsig:DigestMethod>
</ts:Digest>
<ts:Nonce />
<ts:Extensions />
</ts:TimeStampRequest>

TIML は、RFC 3161 の策定でも主導的な役割をはたしたエントラストから提案
されたプロトコルであり、RFC 3161 と同等な内容になっている。
次に「タイムスタンプ・レスポンス(TimeStampResponse)」プロトコルのサン
プルを以下に示す。
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<!-- XML 署名用ネームスペース名、URL -->
<!-- タイムスタンプ用 XML のネームスペース名、URL -->
<ts:TimeStampResponse xmlns:ts="http://www.entrust.com/schemas/timestamp-protocol-20020207#">
<ts:StatusInfo status="granted" failureInfo="badAlgorithm"> タイムスタンプ・リクエストの応答
<ts:StatusText />

任意の理由

</ts:StatusInfo>
<!-- XML 署名：タイムスタンプ・トークン>
<!-- XML 署名用ネームスペース名、URL -->
<dsig:Signature d="ESIGN-Signature-TS-1"
<dsig:SignedInfo>

xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

署名情報

<dsig:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
XML の正規化アルゴリズム(Exclusive XML Canonicalization)
<dsig:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
署名アルゴリズム(RSA 用 Or DSA 用)
<dsig:Referece URI="#ESIGN-Object-TS-1">

署名対象文書の参照 URI()

<dsig:Transforms>
<dsig:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
</dsig:Transforms>
<dsig:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<dsig:DigestValue>CgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADBHMQsw=</dsig:DigestValue>
</dsig:Reference>
</dsig:SignedInfo>
<dsig:SignatureValue>CgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADBHMQswCQY</dsig:SignatureValu
e>
タイムスタンプ署名値
<dsig:KeyInfo>
<dsig:X509Data>
<dsig:X509Certificate>

署名検証鍵情報
X509 証明書要素
X509 証明書

MIICJjCCAdCgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADBHMQswCQYDVQQGEwJKUDET
中略
s3m8v1rKRORexVb+pLRWIpuh4c1sO7E1QwI=
</dsig:X509Certificate>
</dsig:X509Data>
</dsig:KeyInfo>
<dsig:Object ID="ESIGN-Object-TS-1">

署名属性

<!-- タイムスタンプ情報(TimeStampInfo)の XML データ形式 ：この部分が新たに定義された-->
<!-- XML 署名用ネームスペース名、URL -->
<ts:TimeStampInfo xmlns:ts="http://www.nttcom.co.jp/2002/12/xmlts#"
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
タイムスタンプ用 XML のネームスペース名、URL
<ts:Policy Id="http://www.nttcom.co.jp/2003/01/sigPF/tsaPolicy"/>
TSA サーバー内で持つ TSA のポリシーID
<ts:Digest>

タイムスタンプを行う対象 XML 文書のダイジェスト

<dsig:DigestMethod Algorithm="http://www.org3.com/2000/09/xmldsig#sha1"/>
ハッシュアルゴリズム
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<dsig:DigestValue>abcde</DigestValue>
タイムスタンプを行う対象 XML 文書のダイジェスト値
</dsig:Digest>
<ts:SerialNumber />

トークンのシリアル番号

<ts:CreationTime>2002-06-02T16:27:15Z</ts:CreationTime>
<ts:Accuracy />

タイムスタンプ用時刻

時間精度

<ts:Ordering>false</Ordering>

順序

<ts:Nonce />
<ts:Extensions />
</ts:TimeStampInfo>
</dsig:Object>
</dsig:Signature>
<ts:Extensions />
</ts:TimeStampResponse>

図中のダイジェスト等は、説明のためイメージ的な値を入れており、この値を
元に計算はできない。
この TIML プロトコルは、現在「Tokens and Protocol for the Temporal Integrity
Markup Language」と言う名称のドキュメントとして OASIS DSS TC から取得
できるが、過去の検討資料としての位置づけになっている。TIML で提案された
XML タイムスタンプ schema の多くは、次項で述べる現在提案中の XML タイム
スタンプへ引き継がれている。
4.7.3 DSS TC Core Protocol の XML タイムスタンプ
このドキュメントでは、タイムスタンプに限らずサーバー側でデジタル署名を
行い、署名の検証もサーバー側で行うための汎用的なプロトコルが提案されてい
る。プロトコルにおける主な要素は

サーバーに対して署名を要求する：

SignRequest

サーバーの応答を受け取る：

SignResponse

サーバーに署名検証を要求する：

VerifyRequest

サーバーの署名検証結果を受け取る：

VerifyResponse

がある。デジタル署名の検証に用いられるプロトコルとしては DVCS などもあ
るが、このプロトコルではサーバー側でデジタル署名を行うための手順も規定す
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るなど汎用的なものとなっている。この機能を用いてタイムスタンプの発行およ
びサーバー側でのタイムスタンプ・トークンの検証までも実現可能にしている。
タイムスタンプは、

デジタル署名に対するタイムスタンプ：

SignatureTimestamp

コンテンツに対するタイムスタンプ：

ContentTimestamp

があり、コンテンツはさらに

コンテンツの実態：

Document

コンテンツのハッシュ：

DocumentHash

がある。
タイムスタンプ・リクエストを例に、TIML との違いを述べると、
TIML タイムスタンプの場合、
<ts:TimeStampRequest ……>
:

:

に対して、
汎用 XML タイムスタンプの場合、
<dss:SignRequest ……>
<Options>
<SignatureTimestamp/>
:

:

のようになる。この表記の場合、タイムスタンプの種類(デジタル署名へのタイ
ムスタンプ／コンテンツへのタイムスタンプ)や、タイムスタンプ以外の署名リク
エストなどを一つのメッセージに複数含めることができ、一台のサーバーでタイ
ムスタンプと、その他公証的な目的で用いられる種のデジタル署名リクエストを
受け取ることなども可能になると考えられる。
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タイムスタンプ・トークン(TST)は TIML では Enveloping Signature 要素とし
ているが、DSS では Enveloping Signature 要素タイプではあるが、要素名を明示
して Tst としてとしている。
4.7.4 今後の展開
DSS Core Protocols and Elements は、2003 年 10 月 29 日に Working draft 04
となっているが、DSS としての汎用性も含め、タイムスタンプの仕様検討もまだ
十分とは言えない。
また DSS の略称は、FIPS PUB 186-2. Digital Signature Standard とバッティ
ングしており適切ではなく、XML schema の dss: 表記なども変更される可能性
がある。
Web サービスにおけるタイムスタンプへのニーズがあることから、今後も継続
して検討が進められると考えられる。
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4.8 TSA のポリシー要件
信頼できるタイムスタンプ・トークンを発行する TSA は、明確なポリシーのも
とに運用されなければならない。RFC 3161 で定められたタイムスタンプ・トーク
ンにはポリシー識別子(OID)で TSA のポリシーを指定することになっている。し
かし、TSA のポリシーについては、RFC3647(旧 RFC2527)で規定した X.509 公
開鍵証明書のポリシー(CP)や認証実施規定(CPS)のようなフレームワークがなか
った。
欧州では EU Directive(欧州電子署名法)に適合する電子署名の技術標準を
EESSI(European Electronic Signature Standardization Initiative)のもとに精力
的に策定してきた。この中で、TSA のポリシー要件 “ETSI TS 102 023 Policy
requirement for Time-Stamping Authorities (TSAs)” を定めた。この要件は
IETF にも提出され、2003 年 11 月に同内容で RFC3628 として発行された。ここ
では、この TSA ポリシー要件を解説することにする。
ECOM 認証・公証 WG「タイムスタンプ・サービス調査報告書」(平成 14 年)
に ETSI TS 102 023 の翻訳がある。
4.8.1 タイムスタンプ・ポリシーと TSA 実施規定
TSA の運用、実施に関するポリシー要件を定める目的は、TSA の利用者が発行
されるタイムスタンプに信頼をおくことができるようにするためである。
タイムスタンプ・ポリシーはタイムスタンプ発行のための一連の規則「何を遵
守するのか」を定めるもので、このポリシーを識別できるようにし、RFC 3161 で
定めたタイムスタンプ・トークンにポリシー識別子(OID)を付与して、タイムスタ
ンプ・トークンがどのポリシーの元で発行されたものであるかを明示する。
一方 TSA 実施規定はタイムスタンプ・ポリシーに従って、TSA をどのように運
営し、タイムスタンプ・トークンの発行をどのように実施しているかの詳細を記
述するもの、すなわち「タイムスタンプ・ポリシーをどのように遵守しているか」
を記述するものである。
タイムスタンプ・ポリシーはタイムスタンプ・サービスの利用者あるいは業界
などが定めることができるが、TSA 実施規定は具体的に TSA 運営主体によって規
定するものである。
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本仕様は TSA 実施規定を定めるものではなく、最低限のタイムスタンプ・ポリ
シー(baseline policy)を定めるものである。
4.8.2 タイムスタンプ・ポリシー
本ポリシーは時刻精度が 1 秒以下を実現する TSA に対するものである。TSA は
本ポリシーを拡張して独自のポリシーを定めてもよい。このポリシーはベースラ
イン・ポリシーとし、識別子を次のように定める。

itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) time-stanp-policy(02023)
policy-identifiers(1)
baseline-ts-policy(1)

TSA は対応するタイムスタンプ・ポリシーの識別子を TSA 開示規定(4.8.4 節を
参照のこと)に示し、利用者にポリシーを遵守していることを示さなければならな
い。また発行するタイムスタンプ・トークン内の tsaPolicy 領域に OID を指定す
る。
4.8.3 義務と賠償責任
TSA は次節に示す TSA の実施に関する要件を全て満たし、信頼できることを保
証しなければならない。TSA はタイムスタンプ・サービスの全てを TSA 実施規定
に従って提供しなければならない。
(a) 加入者に対する TSA の義務
TSA はサービスの利用可能性と正確性を含めて、ポリシーで定めた条件を
満たさなければならない
(b) 加入者の義務
TSA は TSA の要件に定めた条件以外に加入者に対して具体的な義務を課
さない。
(c) 信頼者に対する義務
信頼者に対しては TSA 開示規定に示す条件に従って、信頼者が以下の義務
を果たすようにしなければならない。
1. タイムスタンプ・トークンの署名の検証、署名鍵(TSA 証明書)が有効で
あることの検証
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2. タイムスタンプ・ポリシーで定めた利用に関する制限事項の確認
3. 契約、その他で定めた制約事項の考慮
(d) 賠償責任
本仕様書では賠償に関する要件を定めていない。TSA は法律に定める要件
以外に賠償責任を負わないか、制限できる。
4.8.4 TSA の実施と開示に関する要件
(a) TSA 実施規定(TSA Practice Statement)
TSA はタイムスタンプ・サービスの提供に必要な信頼性を示すことを保証
する
TSA は資産に対する脅威を評価し、必要な管理運用を定め、リスク分
析を行う
TSA は本タイムスタンプ・ポリシーで定める要件を全て満たすために
用いる TSA 実施規定および手順を用意する
TSA の実施規定には、TSA サービスを支援する外部組織の義務も定め
る
TSA は、利用者が実施規定やポリシー遵守評価を行うことのできる関
連文書を提供する
TSA は、利用者に TSA 開示規定に示すタイムスタンプ・サービスの使
用条件を開示しなければならない
TSA は実施規定を承認する部門を持ち、責任者は実施が適切に行われ
ることを保証する
TSA は実施の審査方法を定める
TSA は実施の変更について適切な通知を行う
(b) TSA 開示規定(TSA Disclosure Statement)
TSA は利用者にタイムスタンプ・サービスの使用に関する以下の条件を開
示しなければならない。
TSA の契約情報
適用するタイムスタンプ・ポリシー
タイムスタンプを付与する少なくとも 1 つのハッシュ・アルゴリズム
タイムスタンプ・トークンの署名情報(ハッシュ・アルゴリズム、署名
アルゴリズム、署名鍵のサイズ)
時刻の精度
タイムスタンプ・サービスに関するあらゆる制限事項
加入者の義務、信頼者の義務
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タイムスタンプ・トークンの検証方法に関する情報、有効期間に関す
る制限事項
TSA のイベントログを保持している期間
準拠法
賠償責任に対する制限事項
タイムスタンプ・ポリシーの準拠が評価されているか、および評価機
関
サービスの平均故障時間、平均回復時間、バックアップサービスなど
の情報も含めることが望まれる。
4.8.5 鍵のライフサイクル管理
(a) TSA 鍵の生成
TSA は TSA 署名鍵が適切な管理下で生成されることを保証する。特に以下
のことを定める。
署名鍵の生成は物理的にセキュアな環境で、信頼できる要員により、
少なくとも 2 重管理の下で生成する
TSA の署名鍵の生成は FIPS140-2 レベル 3 以上の HSM(Hardware
Security Module)、または ISO15408 EAL4 以上または同等な信頼の
あるシステムを用いる
TSA 鍵生成アルゴリズム、鍵長、タイムスタンプ・トークンに使用す
る暗号アルゴリズムは、国家監督機関で認定されるか、目的に合致す
る最新のアルゴリズムを使用する
(b) TSA 署名鍵の保護
TSA は署名鍵を漏洩することなくその完全性を保証する
TSA 署名鍵は FIPS140-2 レベル 3 以上または ISO15408 EAL4 以上の
暗号モジュール内に保持され使用する
TSA 署名鍵をバックアップする場合は物理的に安全で信頼できる要員
で 2 重管理の下に行う
(c) TSA 公開鍵の配布
TSA 署名検証鍵(公開鍵)と関連パラメータは安全に信頼者に配布する
TSA 署名検証鍵は公開鍵証明書で信頼者に利用される
TSA 公開鍵証明書はタイムスタンプ・ポリシーと同等以上の証明書ポ
リシーのもとで運用される認証局の発行したものを用いる
(d) TSA 鍵のライフサイクル終了
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TSA 署名鍵はそのライフサイクル終了後、その使用ができないように完全
に破棄されなければならない。
4.8.6 タイムスタンプ発行
TSA はタイムスタンプ・トークンがセキュアに発行され、正しい時刻を含
むことを保証しなければならない。
(a) タイムスタンプ・トークンの発行
タイムスタンプ・トークンには一意のタイムスタンプ・ポリシー識別
子(OID)を含める
タイムスタンプ・トークンで使用する時刻値は UTC で配信されるもの
を用いる
時刻はポリシーで定めた精度内で UTC と同期したものでなければな
らない
時刻が精度外になった場合はタイムスタンプ・トークンを発行しない
トークンには要求者の提示したハッシュ値が含まれる
タイムスタンプ・トークンの署名は、タイムスタンプ・トークン署名
専用の鍵を用いる
発行する TSA の名前はトークン内に指定される
ほぼ同時に複数の要求が行われた場合、時刻精度内での順序付けは必須で
ない。
(b) UTC との時刻同期
TSA はその時計が定めた精度内で UTC と同期していることを保証しなけ
ればならない。
TSA は時計を較正し精度内に維持し、時計を脅威から保護する
TSA は時計が UTC からずれた場合これを検知する
うるう秒が発生するときは発生予定日の最後の 1 分間で UTC と同期し
て時計を変更する
4.8.7 TSA の管理運営
TSA は適切で、最善の実施方法で管理手順が適用されることを保証しなければ
ならない。
(a) セキュリティ管理
TSA はタイムスタンプ・ポリシーの適用範囲内のサービスの全ての側
面について、外部委託も含め全責任を有している
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TSA の経営者は TSA の情報セキュリティポリシーの定める事項につ
いて関係する全ての従業員に周知し、遵守させなければならない
TSA 内の情報セキュリティ基盤を正しく維持し、セキュリティレベル
に関係する変更は承認を受けてなされなければならない
タイムスタンプ・サービスを提供する設備、システム、情報セキュリ
ティ資産の管理と運営手順は文書化され、実施され、維持されなけれ
ばならない
(b) 資産分類と管理
TSA はその情報と資産を適切なレベルで保護しなければならない。資産目
録を作り、リスク分析し、その保護要件を資産に割り当てる。
(c) 従業員のセキュリティ
TSA は人事、雇用が提供するサービスの信頼を高め、支えるようにしなけ
ればならない。
TSA はサービスに必要な専門知識、経験、資格を保持しなければなら
ない
TSA はセキュリティポリシーに定めた役割、職務を明確にし、職員に
遵守させる
タイムスタンプについての専門技術(タイムスタンプ技術、デジタル署
名、UTC との同期と時間の較正、セキュリティ手順、リスク調査)を有
する管理職員を採用する
信頼される役割には、セキュリティ担当者、システム管理者、システ
ム運用者、システム監査者が含まれる
TSA の職員はセキュリティ担当上級管理者が任命
(d) 物理的および環境のセキュリティ
TSA のサービスの物理的アクセスの管理を行い、その資産へのリスクを最
小化する。
サービス施設への物理的アクセスは許可されたもののみに制限し、資
産の損失などサービスの中断を避ける管理を行い、情報の漏洩や盗難
から守る
暗号モジュールへのアクセスを適切に管理する
(e) 運用管理
TSA は障害を最小限に押さえ、TSA システムがセキュアで、正しく運用さ
れていることを保証する。
TSA システムコンポーネントと情報の完全性を守るため、不正な攻撃
から守る
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TSA の信頼に関わるメディアの適切な管理
運用に関する適切な管理手順が確立しており、実施されている
事故の報告と管理において、報告手順、責任範囲を明確にする
(f) システムアクセス管理
TSA システムへのアクセスは正しく許可されたもののみが行えるようにし
なければならない。
不正アクセスから内部ネットワークを保護し、ネットワークコンポー
ネントは物理的にセキュアな環境におき定期的に監査する
TSA 要員は認証され、イベントログをとる
(g) 信頼あるシステムの導入と維持
TSA は変更から保護されている信頼あるシステムおよび製品を使用する
セキュリティ要件の分析、変更管理を行う
(h) TSA サービスの危殆化
TSA は署名鍵の危殆化や時刻の未較正があった場合を含め、TSA サービス
のセキュリティに影響するイベントについて利用者に適切な情報を提供しな
ければならない。
災害復旧計画は、TSA の署名鍵の危殆化またはその恐れ、時刻の未較
正に配慮する
TSA の署名鍵の危殆化またはその恐れ、時刻の未較正の場合はタイム
スタンプ・トークンを発行しない
(i) TSA の閉鎖
TSA のサービスをやめる場合、利用者の混乱を最小限にする措置をとる。
特に、発行されたタイムスタンプ・トークンの検証に必要な情報を保証しな
ければならない。
TSA がタイムスタンプ・サービスを終了する前に、利用者に終了を通
知し、イベントログ、監査ログ、公開鍵を信頼できる第 3 者機関に委
譲し、バックアップコピーを含む署名鍵を安全に破棄する。TSA 証明
書を失効させる
TSA が破産したりする場合に備え終了要件を満たす資金を用意してお
く
TSA はサービス終了の条項を設け、利用者への通知と TSA の義務、情
報の委譲について規定する
(j) 法的遵守
TSA は法的要件を遵守しなければならない。
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データ保護法、個人情報保護法を遵守する
利用者から TSA に提供された情報は、利用者の同意や法的な必要性が
ない限り開示しない
(k) タイムスタンプ・サービスの運営に関する情報の記録
TSA はタイムスタンプ・サービスの運営に関わる全ての関連情報を指定さ
れた期間記録されていることを保証する。
記録すべきログを文書化し、記録は完全性を保つ
法的手順で必要とされるとき、タイムスタンプ・サービスを適正に運
営している証拠を示せるようにする
TSA の環境、鍵管理、時刻同期の重要イベントの時刻を記録する
タイムスタンプ・サービスに関する記録は、TSA 署名鍵終了後も一定
期間保持する
4.8.8 組織について
TSA はその組織が信頼できることを保証しなければならない。
ポリシーに従った運営では利用者を差別しない
サービス品質を保つため 1 つまたは複数のシステムを有する
TSA の運営に必要な財務的安定を図ることと、賠償責任に対応する措
置をとっておく
TSA のサービス提供に必要な教育、研修を行い、技術知識、経験ある
要員を採用する
TSA はサービス提供に外部委託、下請けを行う場合は適切な契約を取
り交わす
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5 タイムスタンプに関連した実装
5.1 OpenTSA
OpenTSA は、OpenTSA プロジェクト(http://www.opentsa.org/)が開発してい
る OpenSSL にタイムスタンプ関連の機能を追加するためのソフトウェアで、
OpenSSL のパッチの形式で提供される。OpenTSA プロジェクトはオープンソー
ス・プロジェクトとしてハンガリーの Zoltan Glozik らによって 2001 年 10 月に
開始され、現在も活発に活動中である。OpenTSA は OpenSSL と同じライセンス
のもとに配布されている。RFC 3161 の機能を実装しており、TimeStampReq、
TimeStampRes、TimeStampToken の生成、TimeStampToken の検証を行うこと
ができる。実装された通信プロトコルはファイル交換のみであるため、単体では
TSP over HTTP や TSP over TCP を使ったサービスを提供することはできない。
TSP over HTTP を提供するために、apache のモジュールである mod_tsa が
OpenTSA プロジェクトの一環として提供されている。
本ドキュメントで解説するバージョンは次の通り。
OpenSSL

0.9.7b

OpenTSA patch

20030806-0_9_7b

mod_tsa

20030823

5.1.1 概要
ここでは OpenTSA が提供する機能と、Apache と連携する mod_tsa について
概要を説明する。また、コマンドの使い方やセットアップの際に注意する点など
についても解説する。
5.1.1.1 OpenTSA の機能
(a) TimeStampReq 生成機能
タイムスタンプの発行を要求するために使用する、タイムスタンプ・リク
エスト(TimeStampReq)を生成することができる。生成されたデータは DER
形式で標準出力、またはファイルに書き出される。指定できるパラメータの
いくつかを以下にあげる。
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ダイジェスト生成に使用するアルゴリズム
(-md2|-md4|-md5|-sha|-sha1|-mdc2|-ripemd160)
reqPolicy に指定するポリシー(-policy)
nonce を使用しないオプション(-no_nonce)
certReq フラグ(-cert)
実行例：
openssl ts -query -data /tmp/hashed.dat -ripemd160 -policy 1.2.3 -cert -out request.tsq

(b) TimeStampResp 生成機能
TimeStampReq に対応するタイムスタンプ・レスポンス
(TimeStampResp)を生成する。データはファイル渡しで、DER 形式の
TimeStampReq が格納されたファイルを引数で指定して、コマンドラインで
起動される。生成された TimeStampResp は DER 形式で標準出力、または
ファイルに書き出される。指定できるパラメータのいくつかを以下にあげる。
TSA のポリシー(-policy)
TimeStampReq に含まれる reqPolicy と一致しない場合、エラーとな
り、生成された TimeStampResp の status に rejection(2)が、failInfo
には unacceptedPolicy(15)がセットされる。
PEM フォーマットで格納された証明書チェーンファイル(-chain)
証明書チェーンは自動生成されないので、TimeStampResp に含める場
合は事前に生成して、指定する必要がある。
TimeStampToken 出力の指定(-token_out)
このオプションを指定すると、TimeStampResp に含まれる
TimeStampToken のみを DER 形式で書き出すことができる。
実行例：
openssl ts -reply -queryfile request.tsq -policy 1.2.3 -out response.tsr

(c) TimeStampToken 検証機能
TimeStampToken が正しいかどうかを検証する。DER 形式の
TimeStampResp または TimeStampToken を指定して、タイムスタンプが正
しいものかどうかを検証する。検証結果は OK、FAILED の二値である
(FAILED の場合、理由も表示される)。
実行例：
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openssl ts -verify -data /tmp/hashed.dat -in response.tsr -CAfile cacert.pem

5.1.1.2 OpenTSA セットアップについて
OpenTSA の、TimeStampReq 生成、TimeStampToken 検証の機能のみを利用
する場合は、コンパイルしてインストールするだけだが、TimeStampResp 生成の
機能を利用する場合、TSA として機能させるための証明書や、発行した
TimeStampToken のシリアル番号を管理するためのファイルなどを準備する必要
がある。詳細は OpenSSL と OpenTSA のマニュアルを参照してもらうこととし、
ここでは簡単に説明する。
(a) TSA の証明書の準備
TSA の証明書の extendedKeyUsage は critical,timeStamping でなければ
ならず、そうでない場合 OpenTSA は”invalid signer certificate purpose”と
エラーを出力し、動作しない。従って、CA が TSA の証明書を作成する際上
記値を含んだ証明書を作成しなければならない。OpenSSL を証明書の作成に
使用する場合を例に挙げると、OpenSSL のコンフィグレーションファイルに
[tsa]
extendedKeyUsage = critical,timeStamping

という 2 行を追加し、
openssl ca -config <config.file> -out <cert> -extensions tsa -infiles <csr>

のように、-extensions tsa をつけて証明書作成を行う。
(b) TSA 用コンフィグレーションの準備
openssl ts –reply –config <config file>で指定する config file が必要である。
この設定ファイルにかかれた「serial=<file>」エントリの<file>にシーケンシ
ャルな番号が記録され、この値が TimeStampToken の seiral として使用され
る。
5.1.1.3 mod_tsa について
前述した通り、OpenTSA はファイル交換の実装であり、mod_tsa は apache の
モジュールで、TSP over HTTP の実装である。apache のコンフィグレーション
ファイルに追加する形で設定を行う。指定可能なパラメータのうちいくつかを以
下にあげる。
ポリシー
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ポリシーを複数指定することができる。ここにセットされていないポリシ
ーをクライアントが要求してきた場合、status に rejection(2)、statusString
に UTF8String で’Requested policy is not supported.'、failInfo に
unacceptedPolicy(15)がセットされた TimeStampResp が返される。
ダイジェストアルゴリズム
TimeStampReq に含まれる MessageImprint 中のダイジェストアルゴリズ
ムとして許可するアルゴリズムを列挙する。ここにセットされていないアル
ゴリズムで作成されたダイジェストが送られてきた場合、status に
rejection(2)、statusString に UTF8String で'Message digest algorithm is not
supported.'、failInfo に badAlg(0)がセットされた TimeStampResp が返され
る。
5.1.2 機能
5.1.2.1 ダイジェストアルゴリズム
OpenTSA がサポートするダイジェストアルゴリズムは MD2、MD4、MD5、SHA
SHA1、MDC2、RIPEMD160 の 7 つである。このうち SHA1、MD5、RIPEMD160
は ETSI TS 101 861(Time stamping profile)[TSP Prof]で採用されているアルゴ
リズムである。mod_tsa のコンフィグレーションのデフォルトでは SHA1 のみが
許可されているため、ETSI のプロファイルに準拠するためには MD5、
RIPEMD160 を追加する必要がある。同様に OpenTSA をつかって
TimeStampReq を生成する場合のアルゴリズムとしても SHA1、MD5、
RIPEMD160 から選択すべきである。
5.1.2.2 serialNumber のサイズ
TimeStampResp に含まれる serialNumber の値は ETSI TS 101 861[TSP Prof]
において、160 ビット以上に対応することが求められている。シリアル番号が保存
されるファイルの中身は文字列として 16 進数の値が書き込まれていて、160 ビッ
ト以上の値にも対応している。mod_tsa も同様に、160 ビット以上に対応してい
る。
mod_tsa では、シリアル番号が保存されたファイルの操作を行う際 fcntl(2)シス
テムコールを使ってロック動作を行っており、連続した要求に応える際に不整合
が起きないようになっている。OpenTSA の openssl コマンドでは特にロック動作
は行っていない。
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5.1.2.3 鍵長
TSA が使用する RSA アルゴリズムの鍵長は[TSP Prof]において、2048 ビット
をサポートすることが求められている。OpenTSA はこれもサポートしており、
4096 ビットの鍵を使用して mod_tsa を稼働させられることを確認した。
5.1.2.4 ordering フラグ
OpenTSA では ordering フラグをサポートしている。しかし、true がセットさ
れても単純に TimeStampResp の ordering に true がセットされるだけで動作に
は影響を与えない。従って、ordering が true であっても genTime のみで順序が
確定されるとは限らない。false にセットすべきである。
5.1.2.5 nonce のサイズ
nonce に使用する値は 64 ビットなどの大きな整数とすることが求められている。
OpenTSA で生成する TimeStampReq の nonce 値を明示的に指定することはでき
ないが、自動生成される値は 128 ビットあり、十分大きなものであるといえる。
5.1.2.6 TimeStampToken の検証
verify の結果は OK、FAILD の二値であるため、このままではこのタイムスタ
ンプがいつ生成されたのか、という最も重要な部分をみることができない。
TimeStampToken の genTime や accuracy については何らかの他のアプリケーシ
ョンを利用して参照する必要がある。
5.1.2.7 ライブラリとしての OpenTSA
mod_tsa が OpenTSA の提供する機能を利用して実装されているのと同様に、
OpenTSA の機能はアプリケーション作成に自由に利用することができる。しかし、
ライブラリという視点からいうとドキュメント等皆無なので実際に作業するのは
困難である。また、ドキュメントが公開されていないということは、次期リリー
スで大幅な変更が行われるかもしれない。そのリスクを承知の上であればソース
を解析してアプリケーションを作成することは可能である。詳細はソースディレ
クトリ中の apps/openssl/ts.h などを参照のこと。
OpenTSA のライブラリで定義されている構造体は 9 種類だが、最終的にはその
中の TS_REQ から TimeStampReq を、TS_RESP から TimeStampResp を生成
する。
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TimeStampReq の生成においては TS_REQ_new()で確保した TS_REQ に対し、
例えば TS_REQ_set_version(TS_REQ *, int version)や
TS_REQ_set_nonce(TS_REQ *, ASN1_INTEGER *nonce)をコールして値をセッ
トしてゆく。
TS_RESP の生成ではまず TS_RESP_CTX_new()で TS_RESP_CTX を作成し、
これに TS_RESP_CTX_set_signer_cert(TS_RESP_CTX * context, X509 *cert)で
署名につかう証明書をセットするなどし、環境を整える。最終的に TS_RESP
*TS_RESP_create_response(TS_RESP_CTX *context, BIO *request)で
TS_RESP を取得する。
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5.2 OpenEvidence
OpenEvidence はタイムスタンプや DVCS に関係したオープンソースのソフト
ウェアを提供しているプロジェクトである。
ここでは OpenEvidence について解説する。
5.2.1 OpenEvidence プロジェクト
OpenEvidence プロジェクトは電子文書の”証拠(evidence)”の生成と検証のため
の技術をオープンソースで提供することが狙いである。この”証拠(evidence)”とは、
文書に含まれるデータを保証する機関によって証明された文書のことである。
“証拠(evidence)”の生成や検証の技術としては、電子署名や鍵管理、タイムスタ
ンプ、アーカイブおよび公証システム(archiving and notary system)、標準化され
た文書形式などを視野に入れている。

OpenEvidence プロジェクトは IST(Information Society Technologies)プログ
ラム32の一環として行われている。IST プログラムは欧州における IT 関係の研究
開発プロジェクトであり、その活動のひとつである action line IV.3.3 では欧州に
おけるオープンソース開発の強化を目指している。OpenEvidence プロジェクトは
action line IV.3.3 に応じたものである。OpenEvidence プロジェクトには、ベルギ
ーの SPEOS 社、エストニアの Cybernetica 社、フランスの EdelWeb 社、イタリ
アの C&A 社といった企業が参加している。
5.2.2 ソフトウェア構成
OpenEvidence プロジェクトが提供するソフトウェアは同プロジェクトの Web
サイト33からダウンロードが可能である。なお、ソフトウェアダウンロードやドキ
ュメントアーカイブのページにアクセスするには、OpenEvidence プロジェクトが
発行するクライアント証明書が必要である。この証明書は同サイトでユーザー登
録を行うことで発行してもらうことができる。

32
33

http://www.cordis.lu/ist/
http://www.openevidence.org/
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今回の調査では OpenEvidence のバージョン 1.0.6 を対象とし、以下の環境で動
作確認を行った。

・ RedHat Linux 9
・ OpenSSL 0.9.7a
・ curl 7.9.8

OpenEvidence のソフトウェア構成は以下のとおりである。
サーバープログラム
RFC 3161[TSP]サポートの TSA の実装
RFC 3029[DVCS]の実装
など
ライブラリ
タイムスタンプクライアントのライブラリ
TSA のサーバーライブラリ
コマンドラインツール
TSP リクエストや DVCS リクエストの作成、送信などを行う
コマンドラインツール
以降の節で各構成について解説する。
5.2.3 サーバープログラム
サーバープログラムには以下のプログラムが含まれている。
tspd
RFC 3161 の TSP via TCP をサポートした TSA。
tsextd
Cybernetica 社のプロトコル仕様に基づく TSA。
tslinkd
Cybernetica 社のプロトコル仕様に基づく TSA。
oets.cgi
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tsextd および tslinkd の HTTP フロントエンド。
CGI として稼動する。
oets_mod.py
tsextd および tslinkd の HTTP フロントエンド。
apache のモジュールとして稼動する。
cgidemo(ソースファイル名 ccpd+cpd_server.c)
DVCS[DVCS]および TSA[TSP]。
CGI として稼動する。

tsextd や tslinkd は Cybernetica 社のプロトコル仕様に基づいているが、この仕
様については 5.2.6 節で述べる。
ここでは RFC 3161、RFC 3029 に基づいた tspd、cgidemo を中心に説明する。

5.2.3.1 tspd
tspd は RFC 3161 の TSP over TCP をサポートした TSA である。
tspd を起動するためには、以下のものが必要である。
・ TSA の署名鍵および公開鍵証明書
・ 設定ファイル(tspd.conf)

TSA の公開鍵証明書の extendKeyUsage には id-kp-timeStamping が指定され、
keyUsage には digitalSignature と nonRepudiation の両方またはいずれかが指定
されていなければならない。tspd は起動時にこれらのフィールドのチェックを行
い、適切な値がなければエラーとなり終了する。
設定ファイル(tspd.conf)は、tspd の”-f”オプションでファイル名を直接指定する
か、または、デフォルトの配置場所34に置く。設定ファイルの例を以下に示す。

34

インストール環境により異なる。例えば/usr/local/tsa/etc。
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##############################
#
設定ファイル tspd.confの例 #
##############################
## TSAのIPアドレスとポート番号
TSAAddress = 192.168.1.1:318;
## TSTのアーカイブ用ディレクトリ
Archive = /usr/local/tsa/var/data/tspdArchive;
## TSAの署名鍵(DER or PEM)の指定
TSAKey = /usr/local/tsa/etc/tsaPrivKey.der;
## TSAの証明書(DER or PEM)の指定
TSACert = /usr/local/tsa/etc/tsaSignCert.der;
## TSAの証明書からトラストポイントまでのチェーンの指定
Certs = /usr/local/tsa/etc/certs;
## TSAの証明書が有効であるとみなされる期間。
## この時間を経過するとレスポンスはrevocationNotificationとなる。
TSACertValidity = 1314000; # 365 days
## この時間を経過するとrevocationWarningをレスポンスする。
TSACertThreshold = 1296000; # 360 days
## TSTInfoのCMS signatureで利用するハッシュアルゴリズム
## sha1,md5,ripemd160が選択可能
DigestAlgorithm = sha1;
##Orderingの指定
Ordering = false;
##PolicyIDの指定
PolicyID = 1.2.3.4.5
##syslogのdefault facility (LOG_LOCAL1〜LOG_LOCAL7を指定);
LogFacility = LOG_LOCAL7;

表 5.2-1tspd の設定ファイル
TSQ および TSR に関する調査結果を以下の表に記す。

項目

調査結果

version

tspdはTSQに含まれるversionが1以外のものは受け付けない。この動作はRFC
3161には明記されていないが、RFC 3161時点でのバージョンが1であることを
考えると、正しい動作といえる。TSRにはversionとして1が指定される。

certReq

TSQのcertReqにtrueがセットされているかどうかに関わらず、tspdはTSRにTSA
証明書を含める。ソースコード上ではTSQ中のcertReqの値を参照して、証明書
の付与の判断を行っているように見受けられる。バグにより正常動作していな
いと思われる。

reqPolicy

TSQで指定されたポリシーとtspdがサポートしているポリシーが一致しない場
合にはエラーのTSRを返却する。RFC 3161上、正しい動作といえる。tspdのサ
ポートするポリシーは設定ファイルで指定されたポリシー(PolicyID)である。

nonce

サポートしていない。TSQでnonceを指定しても、TSRにはnonceは含まれない
ため、RFC 3161に反する。

accuracy

サポートしていない。設定ファイルでは設定項目があるもかかわらず、実際の
TSRにはこの項目は含まれない。
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項目

調査結果

ordering

サポートしていない。設定ファイルでは設定項目があるにもかかわらず、実際
のTSRにはこの項目は含まれない。accuracyやnonceと同様、OPTIONALな項目
は全て無視しているようである。

CMS

TimeStampTokenは設定ファイルで指定された署名鍵(TSAKey)を用いて署名さ
れる。

TSA 証明書の有効性は次のように行っている。
1. 現時刻が TSA 証明書の validity の期間内にあることを確認する。
2. さらに、TSA 証明書のファイル作成時刻から現時刻までの経過時間と設定フ
ァイルで指定された時刻(TSACertValidity と TSACertThreshold)を比較す
る。経過時間が TSACertThreshold を超えていた場合には、
revocationWarning のレスポンスを、TSACertValidity を超えていた場合に
は、revocationNotification のレスポンスを返却する。
5.2.3.2 cgidemo (ccpd+cpd_server.c)
cgidemo は TSA[TSP]および DVCS[DVCS]のサービスを提供する CGI である。
RFC 3161 と RFC 3029 の HTTP トランスポートをサポートしている。
このプログラムはその名が示すとおり、RFC 3161 や RFC 3029 のデモンストレ
ーションを目的としたサンプルプログラムであり、実運用には適していない。

TSA と DVCS のどちらのサービスを提供するかは、起動時に設定された公開鍵
証明書の extendKeyUsage に基づき決定される。extendedKeyUsage が
id-kp-timeStamping の場合には TSA、id-kp-dvcs の場合には DVCS として稼動
する。

cgidemo の設定は環境変数を与えることで行う。
以下の環境変数が必要である。

環境変数名

説明

OE_ADMIN_TIA

サーバー(TSA,DVCS)のプライベート鍵と公開鍵証明書が含
まれるPKCS#12ファイル
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まれるPKCS#12ファイルへのパス
OE_ADMIN_TIAPASS

OE_ADMIN_TIAで指定したPKCS#12ファイルに対するパスフ
レーズ

OE_DEFAULT_POLICY

サポートするポリシーID

OE_TSA_EXTERNAL

DVCSとして稼動する場合のみ有効な設定。
TimeStampTokenを得るための外部TSAをURIで指定する。外部
TSAはRFC 3161のTSP over HTTPをサポートする必要がある。
なお、cgidemoはTSP over HTTPをサポートしているTSAなの
で、外部TSAとして利用することができる。
外部TSA設定はバグにより正しく動作しない。後述する調査結
果を参照のこと。

cgidemo は、サーバーの PKCS#12 ファイルに friendlyName が指定されていな
ければ、きちんと動作しないため注意が必要である。
cgidemo は CGI であるため、上記の環境変数は Web サーバーを介して与えなけ
ればならない。Web サーバーに Apache を使用した場合の設定例を以下に示す。
### httpd.confの設定 ###
#以下を追加する。
LoadModule env_module modules/mod_env.so
SetEnv OE_ADMIN_TIA “/usr/local/tsa/etc/tsaCert.p12”
SetEnv OE_ADMIN_TIAPASS “****”
#****はパスフレーズを指定
SetEnv OE_DEFAULT_POLICY “1.3.6.1.4.1.5309.1.2.3”
SetEnv OE_TSA_EXTERNAL “http://192.168.1.2/cgi-bin/cgidemo”

cgidemo(TSA)における TSP の処理は tspd とは別の実装になっている。
cgidemo(TSA)の調査結果を次の表に示す。

項目

調査結果

certReq

TSQ中のcertReqを参照していない。certReqの有無にかかわらずTSRに
証明書を付与する。RFC 3161に反する。

reqPolicy

TSQ中のreqPolicyは参照していない。reqPolicyの値にかかわらず、タイ
ムスタンプ・トークンを発行し、その中のpolicyには前述の環境変数で
設定されたポリシーIDがセットされる。RFC 3161に反する。

accuracy

TSRにこれらの項目は含まれない。
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項目

調査結果

ordering
tsa
nonce

TSQで指定されたnonceがTSRに含められる。RFC 3161上、正しい動作
である。

証明書の有効性

TSAの公開鍵証明書の有効性は確認していない。

cgidemo(DVCS)についての調査結果を述べる。

項目

説明結果

サービス

ccpd (Certification of Claim of Possession of Data)とcpd(Certification of
Possession of Data)に対応。
vsd(Validation of Digitally Signed Document)とvpkc(Validation of Public
Key Certificates)には未対応。
ccpdとcpdの違いは、cpdはcgidemo の内部でメッセージのハッシュ値を
生成する点が異なっている。

dvReqInfo

DVCSレスポンス(DVCSCertInfo)のdvReqInfoにはDVCSリクエストと
同一の内容がコピーされる。RFC 3029上、正しい動作といえる。

requestPolicy

DVCSリクエスト中のrequestPolicyは参照していない。requestPolicyの値
にかかわらず、DVCを発行し、その中のpolicyには前述の環境変数で設
定されたポリシーIDがセットされる。

responseTime

genTimeまたはTimeStampTokenがセットされるようにコードが組まれ
ているが、TimeStampTokenはバグにより正しくセットされない(後述)。

cgidemo(DVCS)は外部 TSA を利用する場合、DVCS リクエストのメッセージ全
体のハッシュをとり、その値に対する TimeStampToken の発行を要求する。正し
い TimeStampToken を取得した場合には、その TimeStampToken を
responseTime にセットする。
正しくない TimeStampToken を取得した場合には、
ローカル時刻を responseTime にセットする。
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TimeStampToken の正しさは、タイムスタンプ・リクエストに含めたハッシュ
値と TimeStampToken に含まれるハッシュ値の比較により検証しているが、この
処理にバグがあり、必ずローカル時刻がセットされてしまう35。
5.2.3.3 その他のサーバープログラム
tslinkd および tsextd は Cybernetica 社仕様の TSA である。tslinkd はリンキン
グ・プロトコルをサポートし、tspexd はタイムスタンプの寿命の延長を行う。
tslinkd と tsextd は OpenEvidence 付属のサーバーライブラリ(libserver)を用いて
記述されている。このサーバーライブラリではクライアントとの通信にソケット
ファイルを使用しているため、これら単体ではリモート接続に対応していない。
リモート接続をサポートするためには、oets.cgi や oets_mod.py といった HTTP
フロントエンドをあわせて使用する。
5.2.4 ライブラリ
C 言語のクライアントライブラリおよびサーバーライブラリが提供されている。
以下に分類される。
・ libapi
・ libserver
・ libbase
libapi と libserver は Cybernetica 社仕様に基づいたものである。提供されるラ
イブラリ全体は主に Cybernetica 社の仕様に基づいていると考えられる。
libbase は Cybernetica 社仕様に加え、TSP[TSP]や DVCS[DVCS]をサポートし
たライブラリである。libapi や libserver がタイムスタンプの比較を行う機能など
を提供しているのに対し、libbase は TSP や DVCS のリクエストやレスポンスの
DER エンコード/デコード、値の設定/取り出しなどプリミティブな機能を提供し
ている。
現時点ではドキュメントが整備されていないため、付属のサンプルプログラム
を手がかりにするほかなく、これらのライブラリを用いて実際に開発を行うこと
は困難である。
Cybernetica 社の Web ページからダウンロードできるライブラリは、libapi と
libbase(RFC 3161 や RFC 3029 のものは除く)と同等である。

35

このバグは OpenEvidence プロジェクトへ報告済みである。
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5.2.5 コマンドラインツール
展開したソースコードの apps ディレクトリ以下にタイムスタンプや DVCS に
関するコマンドツール群が用意されている。これらのツールのうち、RFC 3161 と
RFC 3029 に関係する以下のものを紹介する。
・ test_ccpd
・ tsprequest
test_ccpd は TSP や DVCS のリクエストの作成、送信、検証など様々な機能を
提供する。test_ccpd は ccpd のみサポートしている。test_ccpd のコマンドオプシ
ョンを次に示す。
test_ccpdのコマンドオプション
・

showtia <tia> <pass>
<tia>で指定されたPKCS#12ファイルに含まれている公開鍵証明書の内容を表示する。
<pass>は<tia>のパスフレーズを指定する。

・

maketsprequest <usertia> <pass> <hashtype> <hashfile> <certreq>
TSPリクエストを作成する。
<hashfile>で指定されたファイルから、<hashtype>のハッシュアルゴリズムで
メッセージダイジェストを作成する。
<certreq>を指定した場合にはリクエスト中のcertReqにtrueがセットされる。
TSPリクエストはDER形式で標準出力される。

・

makeccpdrequest <usertia> <pass> <hashtype> <hashfile> <uri>
ccpdサービスのDVCSリクエストを作成する。
<hashtype>と<hashfile>はmaketsprequestと同様。
<uri>を指定した場合には、リクエスト中のdataLocatorに値がセットされる。
DVCSリクエストは<usertia>の署名鍵により署名され、DER形式で標準出力される。

・

verifytsprequest <tia> <pass> <hashtype> <hashfile>
標準入力されたTSPリクエストを検証する。
<hashfile>を<hashtype>でハッシュした値とTSPリクエスト中のハッシュ値を比較する。
TSPリクエスト中の特定のパラメータをチェックする。

・

verifyccpdrequest <tia> <pass> <hashtype> <hashfile>
標準入力されたDVCSリクエストを検証する。
<hashfile>を<hashtype>でハッシュした値とDVCSリクエスト中のハッシュ値を比較する。
DVCSリクエスト中の特定のパラメータをチェックする。

・

verifytspresponse <tia> <pass> dummy <requestfile>
標準入力されたTSPレスポンスを検証する。
<requestfile>にはTSPリクエストのファイルを指定する。
dummyは何を指定してもよく動作には影響を与えない。

・

verifytsptoken <usertia> <pass>
verifytspresponseと同じ

dummy

<requestfile>

・

verifyccpdresponse <usertia> <pass> dummy <requestfile>
標準入力されたDVCS(ccpd)レスポンスを検証する。
<requestfile>にはDVCSリクエストのファイルを指定する。

・

sendrequest <usertia> <pass> <protocol> <uri>
TSPまたはDVCSリクエストをHTTP経由で送信する。
<protocol>にはtspまたはccpdのいずれかを指定する。
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<uri>にはサーバーのURIを指定する。
リクエストはDER形式で標準入力より与える。レスポンスはDER形式で標準出力される。
・

makeccpdresponse <servertia> <pass> <policy>
DVCS(ccpd)のレスポンス(DVC)を作成する。
標準入力でDVCSリクエストを与える。
レスポンスは<servertia>の署名鍵で署名され、DER形式で標準出力される。
<policy>で指定可能な値はtsprequestと同様である。tsprequestの解説を参照のこと。

・

makeccpderror <usertia> <pass> <status> <message>
DVCSのエラーレスポンスを作成する。
<status>で指定された値(整数)と、<message>で指定された文字列がtransactionStatus
にセットされる。レスポンスはDER形式で標準出力される。

test_ccpd コマンドを実行するためにはユーザーの PKCS#12 が必要である。コ
マンド引数の<usertia> に PKCS#12 の PEM 形式ファイルを、<pass>にパスフ
レーズを指定する。makeccpdresponse オプションの<servertia>には DVCS の
PKCS#12 を指定する。
<hashtype>で指定可能なハッシュアルゴリズムは OpenSSL に依存している。
調査環境では md5、sha1、ripemd が指定可能であることを確認している。
verifyccpdrequest オプションおよび verifyccpdresponse オプションによる検証
では、ハッシュ値の比較と共に、dvReqInfo 中の version および serivce の値がチ
ェックされる。この実装では version は空(存在しない)であることを必要としてい
るが、RFC 3029 では version に 1 を指定することも許されているはずである。
verifyccpdresponse オプションでは、さらにリクエストとレスポンスの nonce と
の比較が行われる。

test_ccpd コマンドでは発行するリクエストに対する柔軟な設定を行うことがで
きない。tsprequest コマンドは発行するリクエストのパラメータの設定などを行
うことができる。以下にコマンドオプションを示す。

tsprequestのコマンドオプション
-tia <usertia>
ユーザーのPKCS#12ファイルを指定する。
-passin <pass>
-tiaで指定したPKCS#12ファイルのパスフレーズを指定する。
-out <filename>
出力ファイル名を指定する。デフォルトは標準出力。
-in <filename>
入力ファイル名を指定する。デフォルトは標準入力。
-outform der|pem
出力形式を指定する。デフォルトはPEM(DVCSの場合)かDER(TSPの場合)。
-datain <filename>
-verfiyオプションによる検証に使用するデータファイルを指定する。
-uri <URI>
DVCSリクエストのdataLocatorにセットするURIを指定する。
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-mimetype <mimetype>
DVCSリクエストのdataLocatorにセットするMIMEタイプを指定する。
-policy <OID>
ポリシーを指定する。デフォルトはnone。
特定の値のみが指定可能である。選択可能なポリシーは次のいずれか。
1.3.6.1.4.1.5309.1.2.1
1.3.6.1.4.1.5309.1.2.2
1.3.6.1.4.1.5309.1.2.3
0.4.0.1.1.1
-digest <digestname>
ハッシュアルゴリズムを指定する。デフォルトはsha1。
-settime
DVCSリクエストのrequestTimeにgenTime形式で現時刻をセットする。
-setrequester
DVCSリクエストのrequesterをセットする。
-tiaで指定されたPKCS#12ファイルに含まれる証明書のsubjectの名前がセットされる。
-verbose
標準エラー出力に冗長なメッセージを出力する。
-tsp
TSQを作成する。要求の対象となるデータファイルは-inで指定する。
-ccpd
DVCS(ccpd)リクエストを作成する。要求の対象となるデータファイルは-inで指定する。
-cpd
DVCS(cpd)リクエストを作成する。要求の対象となるデータファイルは-inで指定する。
-addnonce
nonceをセットする。nonceはランダムな数値が選ばれる。
-nosign
リクエストに対して署名を行わない。
-certreq
TSQのcertReqにtrueをセットする。

5.2.6 Cybernetica 社のタイムススタンプ・プロトコル仕様
OpenEvidence は ISO/IEC18014-1 や RFC 3161、RFC 3029 といった標準とは
別の仕様に基づいたタイムスタンプ・プロトコルの実装が含まれている。この仕
様ではタイムスタンプのリンキング・プロトコルやタイムスタンプの延命手続き
のプロトコルなどが規定されている。このプロトコルにおける集約(Aggregation)
やリンクや公開(Publish)といったメカニズムや、集約の方法に Merkle の 2 分木
を用いているなど、ISO/IEC18014-3[TSS-link]と共通する点もあるが、リクエス
トとレスポンスのメッセージフォーマットが異なっている。タイムスタンプ寿命
の延長は ISO/IEC18014-2 ではリクエスト中の拡張領域を使用するのに対し、こ
の仕様では通常のリクエストとは別にタイムスタンプ延命用のリクエストフォー
マットを用いている。
これらの仕様は Cybernetica 社の Web サイト36で公開されており、その説明に
よれば、Cybernetica 社はエストニアの大蔵省(Ministry of Finance)の提案に従い、
電子署名の仕様(the Digital Signature Specification)を作成した、とある。以下に
原文を引用する。

36

http://www.timestamp.cyber.ee/developers/specifications.html
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Cybernetica AS developed the Digital Signature Specification according to
the proposal of the Ministry of Finance. The basis for the specification was the
statement, "The Deploying of Digital Signatures in State Organizations. A
strategic plan." The specification was given for further processing to the
Technical Committee of Infotechnology Standardization (TK4).

Technical Committee of Infotechnology Standardization (TK4)は、エストニア
の技術委員会(EVS : Eesti Standardikeskus/Estonian Centre for
Standardisation)37の IT 標準化の活動(TK4)を指していると考えられる。EVS は
エストニアの大蔵省(Ministry of Finance)管理下の The National Standards
Board of Estonia から分離した組織である。Cybernetica 社は EVS のメンバーで
あり、また、ISO/IEC JTC1 SC27 へエストニア代表として参加している。
5.2.7 OpenEvidence 概観
OpenEvidence は電子文書の長期保存に関する幅広い技術を視野におき、タイム
スタンプや DVCS に関する様々な実装をオープンソースで提供している。今回の
調査では RFC 3161 と RFC 3029 の実装に着目したが、調査対象のバージョン
(v1.0.6)の段階では Cybernetica 社の仕様に基づいた実装が主であるように見受け
られる。各実装を見る限りまだ開発途上であり、また、ソースコード上のコメン
トや、test や demo といったファイル名から判断できるようにサンプルプログラム
の扱いである。実運用に耐えられるように設計されたものではないように見える。
現時点ではドキュメントの整備が途上であり、実際にプログラムを使用したり、
ライブラリを用いて開発を行うことは難しい。仕様書や設計書などを含め、プロ
ジェクトから得られた成果をまとめたレポートをリリースする準備が行われてい
るようであるので、プロジェクトの進行につれ充実すると思われる。今後の活動
に注目したい。

37

http://www.evs.ee/index.php3?lk=english
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5.3 IAIK
Institute for applied information processing and communications(IAIK)の
Java Group が提供する Java ライブラリ。プロダクトとしては IAIK JCE Toolkit
と IAIK TSP Toolkit の二つを使用する。
解説するライブラリバージョンは以下のとおり。
IAIK TSP Toolkit

1.02

IAIK JCE Toolkit

3.03

5.3.1 概要
ここでは IAIK TSP Toolkit のクラスライブラリの構成や各クラスの大まかな機
能を解説する。
IAIK TSP クラスライブラリは TSP の基本的な実装パッケージ(iaik.tsa.asn1)
と、それを組み合わせて TSP クライアント、TSP サーバーを実装したパッケージ
(iaik.tsa.connections, iaik.tsa.request, iaik.tsa.response など)から構成される。
TSP クライアントや TSP サーバーを実装したパッケージに含まれるクラスはそれ
だけでほぼ完成したアプリケーションである。
しかし、IAIK TSP に関してはドキュメントがあまり整備されておらず、すぐに
見つかるバグもあるなどまだ開発途中という感が強い。
5.3.1.1 主なクラス
TimeStampClientManager
TimeStampReq の生成を行う。通信を担当する TsaHttpClient や
TsaTcpipClient クラスと連携して TSP クライアントを実現する。サンプルコ
ードを参照。
TimeStampServerManager
TimeStampReq を受け取り、TimeStampResp を生成する。通信を担当す
る TsaTcpipServer クラスと連携して TSP サーバー(TSA)を実現する。
TsaHttpClient
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TSP over HTTP クライアントの実装。TimeStampClientManager からコ
ールされる、
byte[] sendAndReceiveData(byte[] data)
というメソッドのみのクラス。引数の data には DER 形式の
TimeStampReq をセットする。return の byte[]はこれも、DER 形式の
TimeStampResp が返される。サンプルコードを参照。
TsaHttpServerServlet
TSP over HTTP の実装。このクラス単体で完成したサーブレットである。
TsaTcpipClient
TSP over TCP クライアント側実装。TimeStampClientManager と連携し
て TSP クライアントを実現する。
TsaTcpipServer
TSP over TCP サーバー側実装。TimeStampServerManager と連携して
TSP Server(TSA)を実現する。
iaik.tsa.asn1 パッケージに含まれるクラス
Accuracy, MessgeImprint, PKIFailureInfo, PKIFreeText, PKIStatus,
PKIStatusInfo, TimeStampReq, TimeStamResp, TimeStampToken,
TSTInfo。RFC 3161 に規定される各データの実装。ここに含まれるクラスは
RFC 3161 の内容を忠実に再現している。
これらを組み合わせて実際のサービスに使うプログラムを作成することに
なる。
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図 5.3-1 パッケージの関連図
5.3.1.2 ダイジェストアルゴリズム
ダイジェストアルゴリズムは iaik.security.md パッケージに実装されており、
MD2、MD5、RIPEMD128、RIPEMD160、SHA、SHA256、SHA384、SHA512
の実装が提供されている。
5.3.1.3 serialNumber のサイズ
iaik.tsa.asn1.TSTInfo.getSerialNumber()は BigInteger を返すので、十分な大
きさがある。しかし
iaik.tsa.response.TimeStampServerManager.serial_number_counter_が int で
定義されている。
5.3.1.4 ordering フラグ
iaik.tsa.asn1.TSTInfo.setOrdering(boolean ordering)がある。ドキュメントに
このフラグがサーバーの動作に影響を与えるような記述はないので、おそらく何
ら影響は与えないものと思われる。
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5.3.1.5 nonce のサイズ
64bit までのサイズの nonce を生成し、TimeStampReq に含められることを確
認した。
5.3.1.6 TimeStampToken の検証
iaik.tsa.utils.TsaUtil クラスに検証用 static メソッドが定義されている。
verfiySignedDataAgainstCertificates、verifySignerInfos、verifyTimeStampReq、
verifyTimeStampResp、verifyTSTInfo メソッドがあり、それぞれ SignedData、
SignerInfo、TimeStampReq、TimeStamResp、TSTInfo の検証を行う。
5.3.1.7 サーバー側ポリシーID
TSA サーバーは複数の Policy ID を保持する必要がある。サーバーをセットア
ップするためのプロパティを表現するクラスが iaik.tsa.utils.TsaProperties に定
義されているが、このクラスのサーバー側 PolicyID を表すフィールド、
SERVER_POLICY_ID が String として定義してある。従って複数のポリシーを
設定することができない。これに関連して、
iaik.tsa.response.TimeStampServerManager.policy_info_も配列ではないため、
複数のポリシーを保持することができない。
5.3.2 サンプルソース
TimeStampReq を作成し、TSP over HTTP でサーバーにアクセスしてタイム
スタンプを取得するクライアントのサンプルコードを以下に示す。ハッシュ値の
元となるデータは{1,2,3,4}という 4byte のデータで、固定である。
import java.security.MessageDigest;
import iaik.asn1.structures.AlgorithmID;
import iaik.tsa.asn1.TimeStampReq;
import iaik.tsa.asn1.MessageImprint;
import iaik.tsa.asn1.TimeStampResp;
import iaik.tsa.request.TimeStampClientManager;
import iaik.tsa.connections.TsaClientConnection;
import iaik.tsa.connections.http.TsaHttpClient;
public class IAIKClient{
public static void main(String[] args){
try{
doIt(args[0]);
}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
public static void doIt(String server_url) throws Exception{
TimeStampClientManager manager = new TimeStampClientManager();
TsaClientConnection connection = (TsaClientConnection)
new TsaHttpClient(server_url);
byte[] message = {(byte)1, (byte)2, (byte)3, (byte)4};
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MessageDigest sha1 = MessageDigest.getInstance("SHA1");
sha1.update(message);
byte[] hashed_message = sha1.digest();
MessageImprint message_imprint = new MessageImprint
(AlgorithmID.sha1, hashed_message);
TimeStampReq request = new TimeStampReq(message_imprint);
byte[] res_der = manager.signTimeStampReq(request, connection);
TimeStampResp response = manager.decodeTimeStampResp(res_der);
manager.displayTimeStampResp(response);
}
}

5.3.3 TsaHttpServerServlet の稼働
iaik.tsa.connections.http.TsaHttpServerServlet を稼働させる際に注意すべき
点について説明する。このサーブレットは OpenTSA の mod_tsa よりもサンプル
的意味合いが強いようで、ログ出力等、あまり考えられていない。実運用に耐え
られるものではない点に注意が必要である。
サーブレットのセットアップについて、一般的な手順については記述しない。
サーブレットのセットアップ時、propertyFileLocation パラメータをセッ
トする。
<web-app>
<servlet>
<servlet-name>
tsa
</servlet-name>
<servlet-class>
iaik.tsa.connections.http.TsaHttpServerServlet
</servlet-class>
<init-param>
<param-name>propertyFileLocation</param-name>
<param-value><<<path to tsa.properties>>></param-value>
</init-param>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>tsa</servlet-name>
<url-pattern>/tsa</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>

tsa.properties ファイルに、SERVER_POLICY_ID を追加しないと動作し
ない。
SERVER_POLICY_ID=1.2.3
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JRE の Cryptography Extension Policy を Unlimited Strength バージョンに置
き換える必要がある
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5.4 各開発ツールキットの比較
タイムスタンプ・プロトコルを利用するクライアントアプリケーションの構成
要素は機能別に次のように分類できる。
1. 要求を生成
データのハッシュ値を生成し、必要なパラメータをもつデータ構造に
セットする。
2. サーバーと通信
1.で生成したデータを、決められたプロトコルでサーバーに送り、応
答を得る。
3. TST を構築
2.で獲得した応答を検証し、可能であれば(正常であれば)TST を構築
する。
4. TST を検証
3.で構築した TST が正当なものであるかどうか検証する。
5. TST を利用
最終的に、TST を保存し、ユーザーに見える形で表示する、他の TST
と比較してどちらが早い時期に生成されたかを検証するなど。
今まで紹介したプロダクトでは 1 から 3 までの機能を実装する際には DER 形式
を意識する必要があるような、低レベルな部分はほとんど抽象化されており、ア
プリケーション実装者は API のみに注目してアプリケーションを実装することが
できる。しかし 4 の「TST を検証」、5 の「TST を利用」する部分の実装にあたっ
ては API はプリミティブなデータへのアクセス方法しか提供しておらず、そのデ
ータが正しいのか、また、何を意味しているのかを知るためには API 以外の様々
な知識が必要とされる。このような状況にあるのは現状ではまだ明確な使われ方
が見えていないためであるとも考えられ、今後充実してくるものと思われる。
プロトコルの抽象化のレベルは各プロダクトで少しずつ違っていて、抽象化レ
ベルが高ければそれだけ比較的容易に、プロトコルの詳細を知らなくてもアプリ
ケーションを作成可能であるといえる。逆に細かい調整がやりにくいという欠点
もあるが、タイムスタンプ・プロトコルを使うクライアントアプリケーションに
ついては、プロトコルレベルの細かい調整が必要になる局面というのはあまり考
えられない。
例えば、nonce の値をアプリケーションから設定する API が解放されているよ
りも、何もセットしなくても nonce がついた状態でサーバーにデータが送信され、
返ってきた nonce との比較も API の内部で行ってくれていた方が API をみてアプ
リケーションを作成するプログラマからみれば親切である。
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今まで紹介した OpenTSA、OpenEvidence、IAIK TSP クラスライブラリはク
ライアントとサーバーを含めた、TSP を利用するサービスを構築するためのソフ
トウェアである。それに対し DigiStamp Developer
Toolkit(http://www.digistamp.com/)は DigiStamp が運用するタイムスタンプサ
ーバーと通信してタイムスタンプを発行してもらうための、クライアントを作成
するためのライブラリ(C++、Java、C)であり、サーバーを構築するための API
は含まれていない。比較的アプリケーションよりのライブラリで、例えば TSTInfo
の genTime を取得する際、IAIK TSP では TSTInfo.getGenTime()が String を返
すのに対し、DigiStamp では TstInfo.getGeneralizedTime()が java.util.Calendar
を返す。
表 5.4-1 プロダクトの特徴
言語

ソース提供

ライブラリドキュメント

OpenTSA

C

○

×

IAIK TSP

Java

×

○

Open Evidence

C

○

△(作成中)

DigiStamp

C,C++,Java

×

○

高抽象度
DigiStamp

IAIK TSA

OpenTSA
OpenEvidence

多機能
図 5.4-1 プロダクトの抽象度と機能
OpenEvidence は、RFC 3161 を実装した部分と標準とは別の仕様に基づいた実
装が混在している。全体としてみると多機能、高抽象度を持っていると言えるの
だが、標準に関連した部分のみに注目すると図 5.4-1 のような位置にあると考えら
れる。
タイムスタンプ・プロトコルを使ったアプリケーションを開発するための開発
ツールキットとして現状のタイムスタンプに関連した実装をみると、自然言語で
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書かれたプロトコルをプログラミング言語に翻訳したといったレベルのプリミテ
ィブな実装が多い。比較的高レベルといえる DigiStamp の実装でも、例えば nonce
に関しては単に TsRequest.setNonce()と TstInfo.getNonce()が用意されているだ
けで扱いについて特に記述されてはいない。このためアプリケーションが nonce
の値をセットあるいは検証する必要がある。accuracy についても同様であり、解
釈をアプリケーションプログラマに委ねている。
つまり、タイムスタンプ・プロトコルに詳しくない開発者が、開発ツールキッ
トとして用意された各種アプリケーションやライブラリをインストールし、そこ
に書かれたドキュメントに従ってクライアントアプリケーションを実装した場合、
相互に通信は可能だが、フィールドの解釈の違いや誤りなどにより同じデータか
ら異なった意味を読み取る実装が出てきてしまう可能性が高いといえる。現在提
供されている環境を利用するためにはタイムスタンプ・プロトコルに対する十分
な知識と注意が必要である。
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5.5 製品
本節では、現在発売されているタイムスタンプ関連の製品を概観することで、
ビジネスにおけるタイムスタンプ・プロトコルの利用状況をみる。調査の対象は
次の 2 種類とした。
① TSA サーバー製品：
TSA の機能を持つサーバー製品(ソフトウェア and/or ハードウェア)を販売
するモデル。
② TSA サービス：
サービス事業者が自ら運用する TSA の利用権を販売したり、ユーザーがそ
の使用料を支払うモデル。
調査は主にカタログや Web ページの情報を元に行った。なお、各種情報が日本
語もしくは英語で提供されていないものや、タイムスタンプ・プロトコル(以下
RFC 3161)[TSP]を利用していない製品・サービスは調査の対象から除外した。ま
た、タイムスタンプ・プロトコルを応用したサービス・モデルについては、5.6 節
でとりあげる。
調査は、次の点に着目して行った。
(a) 概要
1. 「①TSA サーバー製品」もしくは「②TSA サービス」の別と、その名
称
2. 製品を供給、もしくはサービスを提供している法人・団体の名称
3. 製品・サービスが紹介されている URL
(b) 価格
公開されている価格
(c) 接続プロトコル
TSA とクライアントとの通信プロトコル
(d) 対応 OS
TSA やクライアント(提供されている場合)の動作する OS
(e) 負荷分散機能
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ロードバランサーやクラスタリングなど、負荷分散のための機能
(f) 時刻取得方式
サーバー製品の場合、対応している時刻取得方式。サービスの場合、時刻を提
供もしくは監査している機関等。
(g) HSM
対応もしくは内蔵している HSM
(h) データベース
対応もしくは利用しているデータベース
(i) その他
上記以外の特徴
5.5.1 Cryptomathic Time Stamping Authority
Cryptomathic 社は、大学からの新規企業(University Spin-Off Companies)、い
わゆる学内ベンチャー企業として、1986 年に創設された。本社はデンマークにあ
り、多くの暗号学者を雇用している。
EU を中心としてセキュリティ関連ソフトウェアの販売、SI 及びコンサルテー
ションを行っており、その中で TSA 製品である Cryptomathic Time Stamping
Authority(以下 CTSA)を取り扱っている。以下に、この TSA サーバー製品につい
て詳細を示す。
(a) 概要
＜①TSA サーバー製品(ハードウェア)＞
Cryptomathic Time Stamping Authority
Cryptomathic 社(デンマーク)
http://www.cryptomathic.com/products/tsa_index.html
(b) 価格
不明
(c) 接続プロトコル
TSP over TCP
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(d) 対応 OS
サーバー：WindowsNT/2000(サービス)
管理クライアント：WindowsNT/2000(アプリケーション)
(e) 負荷分散機能
クラスタリング
(f) 時刻取得方式等
GPS 時刻サーバー(True Time NTS-150/200)及び NTP に対応
(g) HSM
以下の HSM に対応している。
nCipher nShield F2/F3
IBM4758 暗号プロセッサ
その他の PKCS#11 デバイス
(h) データベース
Oracle 8/9
Microsoft SQL Server 7/2000

CTSA には、専用の管理クライアント(administration client)が付属している。
管理クライアントには、CTSA の全ての管理機能を利用できるセキュア管理クラ
イアント(secure administration clients)と、日常的なメンテナンスやモニタリン
グなどのオペレーションを行うためのリモート管理クライアント(remote
administration clients)がある。 図 5.5-1 に、CTSA の利用モデルを示す。
全ての管理クライアントにはスマートカードリーダ(SCR)が接続されており、管
理者が所持するスマートカードをリーダに差し込み、正当なパスワードが入力さ
れた時のみ管理コマンドを実行できる仕組みになっている。TSA の運用に大きな
影響を及ぼす可能性のある特に重要なコマンドについては、2 人以上の管理者が同
時に操作する必要がある(デュアル・コントロール機能)。そのため、管理クライア
ントには 2 つのスマートカードリーダが接続されている。
CTSA では、管理者を以下の 3 種類に分類し、それぞれの権限を規定している。
① セキュリティ管理者(Security Officer, SO)
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TSA の安全な運用管理に関わる操作を行う。
② オペレータ(operator)
日常的なメンテナンスや管理業務を行う。
③ 監査人(auditor)
利用履歴(ログ)を閲覧・監査する。

タイムソース

DB

ＨＳＭ
タイムスタンプ・クライアント

Cryptomathic TSA
セキュア管理クライアント

リモート管理クライアント

SCR SCR

SCR SCR

データセンター等
図 5.5-1Cryptomathic CTSA の利用モデル
5.5.2 C&A Time Man
イタリアの C&A 社(1998 年設立)は、これまで暗号や電子署名関連の製品を中心
に開発してきた。同社の提供する TSA 製品の詳細を以下に示す。
(a) 概要
＜①TSA サーバー製品(ハードウェア)＞
Time Man(TSA V2.0)
C&A 社(イタリア)
http://www.com-and.com/products/tman.html
(b) 価格
179

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

6 万ユーロ(約 780 万円、GPS レシーバー付き)
(c) 接続プロトコル
TSP over TCP
TSP over HTTP,HTTPS
TSP over SMTP
Microsoft Authenticode protocol 対応
(d) 対応 OS
FreeBSD OS をはじめ、主にフリーソフトウェアを利用して実装されている。
(e) 負荷分散機能
フロントエンドにロードバランサーを設置
(f) 時刻取得方式
GPS 時刻サーバー及び ACTS(Automated Computer Time Service、NIST の提
供する時刻同期サービス)モデムによる同期により、誤差 1msec を実現可能。なお、
同社の TSA は、NIST や Institute Galileo Ferraris から監査を受けたタイムソー
スを利用している。
(g) HSM
KeyMan(CC EAL4+High 及び FIPS 140-1/2 Level3 認定)
(h) データベース
不明

Time Man のバージョン 1(TSA V1)は 2000 年 6 月に、TSA としては初めて
ITSEC E2 High 認定を受けた。
5.5.3 nCipher Document Sealing Engine
nCipher 社は 1996 年に設立され、暗号やセキュリティ関連の製品開発を行って
きた。同社の製品である Document Sealing Engine (DSE 200)は、TSA の機能を
有している。
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また同社からは、デジタル署名アプリケーションの開発ツールキットである
DSE API/SDK(Sun Solaris、Linux 及び Windows に対応)も提供されている。
以下で、DSE 200 の仕様をまとめる。
(a) 概要
＜①TSA サーバー製品(ハードウェア)＞
nCipher Document Sealing Engine
nCipher 社(英国)
http://www.ncipher.com/dse/index.html
(b) 価格
不明
(c) 接続プロトコル
RFC 3161
(VeriSign タイムスタンプ証明書に対応)
(d) 対応 OS
不明
(e) 負荷分散機能
単体で 1 秒間に 125 以上のタイムスタンプを作成可能(1024 ビット RSA)
(f) 時刻取得方式
不明
(g) HSM
内蔵(FIPS 140-2 Level 3 認定)
(h) データベース
不明
5.5.4 Symmetricom Trusted Time StampServer
Symmetricom 社は、1956 年に電子計測機器メーカとして設立された。2002 年
に TrueTime 社と Datum 社を買収し、Trusted Time という名称でタイムスタン
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プ関連のサービス事業を行っていた。同社の製品は、セイコーインスツルメンツ
株式会社へ OEM 供給され、また、米国郵政局の電子消印(EPM)サービスに技術提
供された。セイコーインスツルメンツ株式会社のサービスについては 5.6.2 項で、
EPM については 5.6.1 項で詳しく説明する。
2003 年 10 月には Trusted Time 事業が WebStone Technologies 社に譲渡され、
現在では同社の時刻検査計測部門(Timing, Test and Measurement Division)が
GPS 時刻配信サーバーなどの製造を行っている。
以下で、同社の販売していた TSA 製品の仕様をまとめる。
(a) 概要
＜①TSA サーバー製品(ハードウェア)＞
Trusted Time StampServer SA100
Symmetricom 社(米国)
http://www.trusted-time.com/stampserver_sa100.asp
(b) 価格
不明
(c) 接続プロトコル
RFC 3161
(d) 対応 OS
Windows2000
(e) 負荷分散機能
単体で 1 秒間に 75 以上のタイムスタンプを作成可能
(f) 時刻取得方式
不明
(g) HSM
IBM4758 暗号プロセッサを内蔵(FIPS 140-1 Level 3 or 4 認定)
(h) データベース
不明
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5.5.5 KSign TSA
KSign 社は、1999 年の設立当初から PKI 関連製品を開発・販売する、韓国の
PKI プロバイダーである。タイムスタンプに関連するラインナップとして、
KSignTSA と KSignDVCS が挙げられる。
KSignTSA は、次のコンポーネントから構成されている。
−
−
−
−

KSignTSA サーバー
KSignTSA クライアント
KSignTSA 管理ツール
KSignTSA ビューア

KSignTSA についての詳細を以下に示す。
(a) 概要
＜①TSA サーバー製品(ソフトウェア)＞
KSignTSA
KSign 社(韓国)
http://www.ksign.com/english/products1_4.shtml
(b) 価格
不明
(c) 接続プロトコル
不明
(d) 対応 OS
＜サーバー＞
Solaris 5.0
＜クライアント＞
Windows 9x, Windows 2000, Windows XP,Solaris 5.6, RedHat Linux 6.0 など
＜管理ツール＞
Windows 9x, Windows 2000, Windows XP
(e) 負荷分散機能
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不明
(f) 時刻取得方式
不明
(g) HSM
不明
(h) データベース
Oracle 8.0.0
5.5.6 Entrust Verification Server
Entrust 社(米国)は 1995 年に NortelNetworks 社(米国)から独立して誕生した。
日本での総販売元は、エントラスト・ジャパン社(1998 年設立)となっている。
Entrust Verification Server7.0 は、次の 3 つのサービスを実現する。
−
−
−

電子署名サービス
XKMS(X-KISS)証明書検証サービス
タイムスタンプ・サービス

電子署名サービスは、ユーザーの作成したデータに対して、会社などの組織が
署名を付けることを想定したサービスである。Web サービスとして機能し、クラ
イアントが送付した文書にサーバーが署名し、Web サービスの応答として署名文
書が返される仕組みとなっている。また、一般の CMS 署名に加え、XML 署名に
も対応している。
次の XKMS(X-KISS)証明書検証サービスは、W3C の標準である XKMS 2.0 の
X-KISS Tier2 Validation Service を Web サービスとして提供する。このサービス
を利用すると、証明書の検証をサーバー側で行うことができる(図 5.5-2)。

184

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

図 5.5-2Entrust XKMS(X-KISS)証明書検証サービス

最後の、タイムスタンプ・サービスについての詳細を以下に示す。
(a) 概要
＜①TSA サーバー製品(ソフトウェア)＞
Entrust Verification Server7.0
Entrust 社(米国)、エントラスト・ジャパン社(日本)
http://www.entrust.co.jp/resources/wp/pdf/02-ValidationServer7.pdf38
(b) 価格
約 300 万円
(c) 接続プロトコル
RFC 3161 準拠 TSP over HTTP
XML/SOAP over HTTP
(d) 対応 OS
Microsoft Windows2000 Server
Sun Solaris 8
(e) 負荷分散機能
フロントエンドにロードバランサーを使用可能
38文中の「validation

server」は、「verification server」の間違いだと思われる。
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(f) 時刻取得方式
ハードウェア時刻発信モジュール(TrueTime、Brandywine などの製品)に対応
NTP/SNTP による同期
ACTS(Automated Computer Time Service)モデムによる同期
GPS
(g) HSM
Chrysalis-ITS Luna CA3
nCipher nFast
(h) データベース
不明
5.5.7 Unizeto CERTUM
Unizeto Sp. z o.o.社(ポーランド)の子会社である Unizeto CERTUM
Certification Authority 社(以下 CERTUM)は、WebTrust の認定を受けた認証局
を運用している。
CERTUM によると、同社は EU ではじめてタイムスタンプ・サービスを開始し
た。
(a) 概要
＜②TSA サービス＞
Certum Time-Stamping Authority (Non-Repudiation System)
Unizeto CERTUM Certification Authority 社(ポーランド)
http://www.certum.pl/english/eng/services/ts/index.html
(b) 価格
個人、非営利団体、教育機関等は無料で、商用利用に限って以下の価格が適用
される。
10 stamp まで

5 zl/stamp (約 161 円)

100 stamp まで

2 zl/stamp (約 64 円)
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1000 stamp まで

1 zl/stamp (約 32 円)

10000 stamp まで

0.5 zl/stamp (約 16 円)

10000 stamp 超

0.2 zl/stamp (約 6 円)

※zl はポーランドの通貨ズウォティ(zloty)で、1 ズウォティ≒32.2 円
(c) 接続プロトコル
HTTP
(d) 対応 OS
不明
(e) 負荷分散機能
単体で 1 秒間に 75 以上のタイムスタンプを作成可能
(f) 時刻取得方式
以下のタイムソースと同期(誤差 1 マイクロ秒以下)
米国海軍観測所(US Naval Observatory,USNO)
スウェーデン国立試験研究所(Swedish National Testing and
Research Institute,SP)
(g) HSM
秘密鍵の管理に利用(詳細は不明)
(h) データベース
不明

発行されたタイムスタンプ及び付加情報等は、電子公証のために 5 年間保管さ
れる。
Unizeto CERTUM ではこの他に、TSA 証明書の発行サービスも行っており、
TSA 事業者とユーザー向けに、Windows 版の TSA サーバーアプリケーションと、
クライアントアプリケーションを無料で配布している。
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5.6 サービス
本節では、タイムスタンプ・プロトコルを応用したサービス・モデルを紹介す
る。
5.6.1 U.S. Postal Service Electronic Postmark
米国郵政局(United States Postal Service, USPS)は、電子消印(Electronic
Postmark, EPM)と呼ばれるタイムスタンプ・サービス(USPS EPM サービス)を
行っている[EPM]。EPM サービスは Web サービスとして実現されているタイム
スタンプ及び電子公証サービスであり、リポジトリにはタイムスタンプが７年間
保存される。時刻は NIST と同期されている。実際のサービス提供は米
AuthentiDate 社が行っている。
EPM サービスは、米国弁護士会(American Bar Association)の PKI アセスメン
トガイドライン[PAG]及び、米国電子署名法(Electronic Signatures in Global and
National Commerce Act, ESIGN)に準拠している。また、EPM サービスはデータ
センターに AT&T のセキュアホスティングを利用している。
USPS では、エンドユーザーのビジネスニーズに合わせ、Microsoft Word 2003
及び Word XP に、USPS EPM に対応するためのプラグインを付加する予定であ
る。図 5.6-1 に、EPM が付与された Word 文書のサンプル画像を示す。このプラ
グインは、以下の機能を有する。
−
−
−
−
−

Word ドキュメントへの EPM の付与
EPM のリポジトリを用いた Web ベースでの検証
EPM のローカル検証
1 つの文書に対する複数の EPM の付与
検証結果の受理
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図 5.6-1EPM が付与された Word 文書(サンプル)[EPM]

このプラグインを用いた EPM の生成料金は、以下の範囲で変動することがアナ
ウンスされている。
25EPM を購入する場合：
1,000,000EPM を購入する場合：

1EPM 当たり 0.8 米ドル
1EPM 当たり 0.1 米ドル

ただし、EPM の検証には料金がかからない。また、Microsoft Word 97 や Word
2000 では EPM の生成は行えないものの、検証は行うことができる。
さらに USPS では、開発者向けに、EPM の機能を利用したアプリケーション開
発のために、EPM Software Development Kits(SDKs)を提供する。この SDK は
Windows(COM EPM SDK)及び Java(Java EPM SDK)のプラットフォームに対
応しており、以下の機能をサポートしている。
−
−
−
−
−
−

デジタル文書に EPM を付与
EPM のリポジトリを用いた、EPM の検証
ローカル環境での EPM の検証
検証結果の受理
SOAP/XML による EPM サーバーとの通信
EPM サーバーとの SSL コネクション
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5.6.2 セイコーインスツルメンツ(株)Chronotrust
セイコーインスツルメンツ株式会社(以下 SII)では、Chronotrust(クロノトラス
ト)という商標で、タイムスタンプに関わるサービスを展開している。
Chronotrust の情報センターでは、複数の原子時計を用いた時刻の相互検証を行
っており、また、NIST から直接時刻の配信を受けている米 WetStoneTechnologies
社からの時刻監査を受けている。Chronotrust では、UTC に対して常にプラスマ
イナス 10 ミリ秒以下の精度を保持している。
また、SII では Chronotrust サービスの時刻認証局運用規定を公開している39。
以下に、Chronotrust 情報センターにおける時刻の運用・管理の概要を示す。

SII Chronotrust 情報センター
NIST

バックアップ系

セシウム原子時計
時刻配信
時刻同期
マスタークロック

時刻監査

時刻同期

WetStoneTechnologies社

時刻配信サーバー

図 5.6-2Chronotrust 情報センターにおける時刻の運用管理

SII では、Chronotrust のサービスメニューとして以下の 3 種類を提供している。

39

http://www.sii.co.jp/ni/repository/chronoTA_kitei_1_2.pdf
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(a) 時刻認証サービス
タイムスタンプ・サービスを提供する事業者向けのサービスで、サービス事業
者が発行するタイムスタンプに、属性証明書の形で SII の時刻監査証が添付される。
時刻認証サービスの概要を以下に示す。

SIIの運用するTA (Time Authority)
ログ保管

時刻のズレは0.01秒です.
2003年11月26日12:00
SEIKO ChronotrustTM

時刻配信・監査

時刻監査証

ユーザー
TSAサーバー
タイムスタンプ・トークン

TSAサービス事業者
図 5.6-3Chronotrust 時刻認証サービスの概要

Chronotrust の時刻認証サーバーは、TSA サービス事業者の TSA サーバーに対
して、少なくとも 1 日に 1 回以上の時刻監査を行う。 TSA サーバーの時刻誤差が
事業者の申請した監査規格の範囲内であった場合、時刻認証サーバーは有効期間
が 25 時間の時刻監査証明書(属性証明書)を発行する。TSA サーバーは、この時刻
監査証明書が有効である期間内のみ、 タイムスタンプ・トークンを発行すること
ができる。また TSA サーバーは、発行されたタイムスタンプ・トークンには、時
刻監査証明書を付与することができる。
このように SII の時刻認証サービスでは、一般の TSA サービスとは異なり、タ
イムスタンプ・トークンに時刻監査証が添付される。時刻監査証は、TSA サービ
ス事業者に設置されている TSA サーバーの時刻が、Chronotrust 情報センターの
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時刻とどれだけズレているかを示す。従ってユーザーは、時刻監査証をみること
で、TSA サーバーの時刻が確実に監査されたものであることを知ることができる。
時刻認証サービスでは、以上の仕組みによって TSA サーバーの時刻の正確性を
保証している。
時刻認証サービス(60 万スタンプまで)
TSA 構築支援(5 日)
オンサイトインストール
TSA サーバー保守
SDK/API for TSS ライセンス(初年度)
〃
(次年度以降度)

6,000,000 円／契約・年
1,000,000 円
300,000 円／回
1,500,000 円／台・年
3,000,000 円／年
600,000 円／年

SII では現在、時刻認証サービスのテストサイトを運用しており、時刻認証サー
ビスを自由に試用することができる。このテストサイトについては、6.2 節で調査
する。
株式会社日本電子公証機構では、電子公証サービス ePROVE(イープルーブ)の
システムに、Chronotrust 時刻認証サービスを採用している。またログイット株式
会社では、証券会社等において顧客とオペレータの会話を録音・保存する際に、
音声データへタイムスタンプを付加するボイスロギングシステムと呼ばれるサー
ビスを提供している。ボイスロギングシステムでは、株式会社日本電子公証機構
の電子公証サービスを利用している。

(b) 時刻配信サービス
一般企業や IDC 向けに時刻を配信するためのサービス。時刻配信サービスの概
要を以下に示す。
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SIIの運用するTA (Time Authority)

時刻配信

時刻配信

時刻サーバー

各種サーバー群

ユーザー企業
図 5.6-4Chronotrust 時刻配信サービスの概要

ユーザー企業内に設置された時刻サーバー(NTP サーバー)を Chronotrust 情報
センターの時刻と正確に同期する。ユーザー企業内では、この時刻サーバーを元
に各種業務サーバー等の時刻を同期させることで、企業内において正確な時刻を
共有することができる。
(c) 時刻監査サービス
一般企業及び一般サービス事業者向けの時刻監査・監視サービスで、ユーザー
企業で利用している業務サーバー等が、Chronotrust 情報センターの時刻と比べて
どれだけ誤差があるかを定期的に監査する。この監査は通常 1 時間に 1 回行われ、
監査結果は電子署名付きの監査レポートとして発行され、電子メールで送信され
る。時刻監査サービスの動作概要を以下に示す。
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SIIの運用するTA (Time Authority)
ログ保管

時刻監査レポート

時刻の監査

時刻のズレは0.01秒です.
2003年11月26日12:00
SEIKO ChronotrustTM

各種サーバー群

ユーザー企業
図 5.6-5Chronotrust 時刻監査サービスの概要

時刻監査サービスは、信頼できる第三者が時刻の正確性を証明するモデルであ
る。時刻監査サービスでは、時刻同期は行わずに、ユーザー企業のサーバーの時
刻にどれだけのズレがあるかを監査・報告する。時刻監査の結果は時刻監査レポ
ートとして発行され、ユーザー企業内での時刻の正確性を証明することが可能と
なる。そのため時刻監査レポートには、改ざんや成りすましを防ぐために、
Chronotrust 時刻認証局による署名とタイムスタンプが付けられている。
ユーザー企業は、複数のサーバーについて時刻監査サービスを受けることがで
きる。そのため以下に示すとおり、サーバー数に応じた料金体系が設定されてい
る。

基本料金
追加料金
ログ保管料金

50,000 円／月・台
20,000 円／月・台(同一サイト内)
200,000 円／年・台
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SII は、セイコープレシジョン株式会社及びＮＥＣネクサソリューションズ株式
会社と共同で、この時刻監査サービスと保守サービスを組み合わせた商品を展開
しており、2003 年 6 月から東京スター銀行にサービスを提供している。
5.6.3 アマノ(株)e-timing
アマノ株式会社(以下アマノ)では、e-timing という商標で、タイムスタンプに関
わる製品・サービスを展開している。
アマノでは、タイムスタンプ関連事業を展開する以前から、原子時計と GPS を
用いた正確な時刻の配信・管理サービスを行っていた。e-timing ではこのインフ
ラに加え、NTA(National Time Authoriy:国家時刻認証機関)から時刻監査を受け
ることで、UTC に対して常にプラスマイナス 100 ミリ秒以下の精度を保証してい
る。また、アマノでは e-timing サービスの時刻認証局運用規定を公開している40。
以下で、アマノの提供する 5 種類の製品概要を説明する。

(a) e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat
Adobe Acrobat 5.0.5 / 6.0(日本語版) のプラグインとして動作する、タイム
スタンプ・クライアントのパッケージソフト。Adobe Acrobat の画面上から、
PDF ファイルに対してタイムスタンプを埋め込む事ができる。
利用料金は 1 スタンプ当たり 20 円で、WebMoney41を用いて支払う。パッ
ケージには 2,000 円分の WebMoney カードが同梱されており、ユーザーは必
要に応じてチャージ(最小単位 2,000 円)を行う。
対応 OS は Microsoft Windows 98/Me、Windows NT4.0、Windows2000、
及び Windows XP(日本語版)。

(b) e-timing EVIDENCE Verifier for Adobe Acrobat
Adobe Acrobat 5.0.5 / 6.0(日本語版)及び Adobe Reader 5.1/ 6.0(日本語版)
のプラグインとして動作する、タイムスタンプの検証ソフト。e-timing
EVIDENCE for Adobe Acrobat 等によって PDF ファイルに付与されたタイ
ムスタンプを検証することができる。e-timing のサイト
(http://www.e-timing.ne.jp/index.html)から、無料でダウンロードすることが
できる。
対応 OS は、e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat と同等。
40
41

http://www.e-timing.ne.jp/repository/amano_tps_v1p00.pdf
全国のコンビニエンスストアで利用できるプリペイドカード(http://www.webmoney.jp/)
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(c) e-timing EVIDENCE 法人ライセンスパック
e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat と同等の機能を有するソフトウ
ェアの、企業向けのライセンス契約パック。契約者にはアマノタイミングセ
ンターへのログインＩＤが発行される。利用回数に応じた金額が毎月請求さ
れる従量課金性を導入している。

(d) e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat Extension Kit
e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat を Adobe Acrobat の外部から制御
して、PDF ファイルへ自動的にタイムスタンプ・トークンの取得・埋め込み
をする為のソフトウェアライブラリ。用途に応じて上位アプリケーションを
作成する事により、タイムスタンプを利用した業務アプリケーションなどの
構築が可能となる。
対応 OS は、e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat と同等で、Adobe
Acrobat 6.0 にのみ対応している。

(e) e-timing EVIDENCE for Server
e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat Extension Kit と同様に、PDF フ
ァイルへタイムスタンプを自動的に埋め込む為のソフトウェアライブラリで、
JDK1.3 の Java クラスライブラリとして提供される。
対応 OS は Microsoft Windows 2000 Server、Microsoft Windows XP(日本
語版)、及び RedHat Linux 7.1。
現在、国立印刷局の会員制サービスである「官報情報検索サービス」
(https://search.npb.go.jp)では、PDF 形式の官報情報にタイムスタンプが付与され
ている。このサービスには、アマノの e-timing が採用されており、国立印刷局で
新たな官報情報の PDF ファイルが作成されるたびに、タイムスタンプを自動的に
付与する仕組みとなっている。
ユーザーは、Adobe Acrobat 及び Adobe Reader に対応した専用のプラグインソ
フトを官報情報サービスのページからダウンロードすることで、タイムスタンプ
の検証を行うことができる(下図参照)。
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図 5.6-6 官報に付与されたタイムスタンプの検証画面(サンプル)

以上の製品・サービスを実現するために、アマノタイミングセンターでは以下
に示すシステムを運用している。
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アマノの運用するTA及びTSA
NTA

原子時計

タイムサーバー

時刻監査

時刻配信・監査
TSAサーバー

検証サーバー

チャージ・決裁
サーバー等

オフライン検証

TSQ

TSR

オンライン検証
オフライン検証

PDF文書
タイムスタンプが
付与されたPDF文書

タイムスタンプが
付与されたPDF文書

無償ユーザー

有償ユーザー

図 5.6-7 アマノタイミングセンターの構成とサービス提供モデル

e-timing の通信プロトコルは RFC 3161 で定められたものとは異なり、独自に
設計されている。
TSQ/TSR のやりとりには HTTP(ポート 80 番)を用いている。アマノによれば、
TSQ を送信してから TSR が返送されるまでのターンアラウンド時間は 0.5 秒程度
(動作環境により変化)となっている。
サーバー認証は、ユーザー固有のライセンスファイルに含まれる TSA サーバー
の公開鍵を用いて実現されている。クライアント認証は、ユーザーがクライアン
トソフトを起動する際にパスワードを入力し、このパスワードのハッシュ値とラ
イセンス情報を暗号化してセンターに問い合わせ、センターにあらかじめ登録さ
れているパスワードのハッシュ値との一致を確認することによって行われている。
各 TSQ にはユーザー情報が含まれており、TST が正常に発行され、PDF 文書
へ付与された後に課金処理が行われる
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以下に、e-timing で用いられる TST のプロファイルを示す。

表 5.6-1e-timing で用いられる TST
No.

項目

属性

バイト数

1

オブジェクトメジャーバージョ

int

4

int

4

備考

ン
2

オブジェクトマイナーバージョ
ン

3

オブジェクト種別

int

4

4

サーバーＩＤ

int

4

5

時刻情報

int

4

0を設定する(予備)

int

4

1970年1月1日00:00:00(UTC)か

6

らの経過時間を秒単位で表し
た数値
7

short

2

8

ハッシュ関数識別子

short

2

9

ドキュメントハッシュ値

char

20

10

署名検証鍵識別子

int

4

11

オフライン検証用電子署名

char

256

12

オンライン検証用電子署名

char

256

ミリ秒

この TST は、e-timing サービスでのみ利用されることを想定して設計されてお
り、RFC 3161 と比べるとシンプルな構成となっている。
「オブジェクト種別」とは、現在のところ、この TST が体験版のクライアント
ソフトから生成要求されたものかどうかを示す識別子となっている。将来的には、
他の識別目的で利用される可能性がある。
「署名検証識別子」には、この TST を生成した TSA の公開鍵を識別するため
の値が設定される。これは、RFC 3161 で定義された TST の tsa フィールドと同
等の目的で用いられるものだと考えられる。
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「オフライン／オンライン検証用電子署名」にはそれぞれ、TSA サーバーによ
る電子署名が格納される。e-timing では、TSA サーバーはオフライン検証用とオ
ンライン検証用の、２つのプライベート鍵を保持しており、それぞれの鍵を用い
て TST に２つの電子署名を付与する。オフライン検証用の署名検証鍵は一般に公
開されるが、オンライン検証用の署名検証鍵は非公開となっており、図 5.6-7 の
検証サーバーからのみ参照される。アマノによれば、署名検証鍵を公開すること
によるプライベート鍵推定のリスクを減らすために、オンライン検証用の署名検
証鍵を公開しないモデルを構築したという。
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6 タイムスタンプ・プロトコルの相互運用
タイムスタンプ・プロトコルの相互運用性を確保するためには、様々なテスト
が必要となる。本章ではまず、これまで行われてきたタイムスタンプ・プロトコ
ルに関する相互運用テストの動向を解説する。次に、現時点で公開されているテ
ストサイトについて、タイムスタンプ・トークンや証明書のプロファイルといっ
た詳細な情報を、相互運用性の視点から調査・分析する。最後に、タイムスタン
プ・クライアントの標準への準拠性や、相互運用性をテストするための、
「TSP テ
ストスィート」を提案し、テストスィートの動作概要や具体的なテストケースの
設計内容について詳細に説明する。
6.1 相互運用テストの動向
IETF PKIX-WG では、TSP の相互運用性テストである「PKIX TSP
Interoperability Testing」を設計すべく、主に PKIX のメーリングリストを介し
て何度か情報交換が行われたことがある。本節では、PKIX TSP Interoperability
Testing に関する議論の過程と、テスト内容の紹介を行う。
TSP が RFC 3161[TSP]として発行される以前では、少数の実験的実装が行われ
ていた。当時は、例えば Peter Sylvester (EdelWeb)氏や Peter Gutmann 氏によ
る実装が存在し、各々の実装間での相互運用可能性テストが実施されていた。こ
れらのテストの結果、準拠する internet draft による実装の差異や、間違いなどが
明らかとなった。
TSP が RFC 3161 として発行された直後は、いくつかのテスト用サーバーが立
ち上がった。2002 年の 1 月には、 Denis Pinkas 氏から RFC 3161 を Draft
Standard にするための要件が投稿され、Tho 氏によるテスト内容のドラフトも作
成された。しかしその後、テスト内容の更新は行われず、各実装者はおのおのに
独立してテストを行い、メーリングリストに投稿していた。当時テストサーバー
の公開や、テストの報告を行っていた実装者は以下の通りである。
Phaos Technology Corporation.
NEC Corporation.
Celo Communications GmbH.
C&A experimental TSA service
Cryptographic Appliances (Peter Gutman)
SIA (Societ・Interbancaria per l'Automazione Cedborsa S.p.A)
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Computer and Network Security Group (CNSG)
EdelWeb Experimental Time Stamping Service
Innovery True Time
Graz University of Technology (IAIK -Austria)
Datum - Trusted Time Division
Fabbrica Servizi Telematici (Fst S.r.l.)
ITSC at The Chinese University of Hong Kong
2002 年 2 月には、Denis Pinkas 氏から TSP Interoperability Testing Draft が
提供された。このドラフトでは、RFC 3161 の中で MAY、SHALL、SHOULD、
MUST もしくは REQUIRED として明示された 77 項目の仕様・要求がされてい
る[TSPTEST](付録 B 参照)。
しかし最終的には、RFC 3161 が Draft Standard になるために必要な文書が作
成されず、結果として RFC 3161 は今も Proposed のままである。
54thIETF(横浜)の後、Denis Pinkas 氏から TSP Interoperability Testing Draft
の内容を修正し、そのテストを行う組織が無いかの問いかけがあったものの、関
係者からの反応は特に無かった。
以降、TSP の Interoperability Testing については、若干の問い合わせがメーリ
ングリストに投稿されているのみで、新たなテストマトリックスの提案などは見
られない。最近では、エラーステータスや Socket 通信に関する議論や、MUST な
トランスポートプロトコルを決定する動きはあるものの、Interoperability Test
に関する議論はほとんど見られない。
以上の通り、IETF PKIX-WG では、TSP の相互運用性テストを設計する動きは
あったものの、現在のところ TSP Interoperability Testing はまだ完成していない。
そこで本プロジェクトでは、特に多くの利用が見込まれる TSP クライアントの相
互運用性を確保するために、この TSP Interoperability Testing Draft を参考とし
たテストケースの設計を行った。
6.2 テストサイトの調査
6.1 節で示したとおり、IETF PKIX-WG によって、これまでいくつかの TSP テ
ストサーバーが立ち上げられた。このようなサイトを中心に、現在でもいくつか
の公開テストサーバーが継続的に運用されている。本節では、これらのテストサ
ーバーを洗い出し、調査・分析を行った結果を報告する。
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6.2.1 調査内容
現在継続的に運用されている TSP のテストサイトを洗い出し、それぞれのテス
トサイトに関して、主に次の点に着目した調査を行った。
テストサイトに関する情報
テストサイトを運用している団体
TSA のサポートしている通信プロトコル(TCP、HTTP など)
運用ポリシー
応答したタイムスタンプ・レスポンス及びトークン
TSR と TST の RFC 3161 への準拠性
TST に付与されている証明書プロファイル
使用している拡張等
テストクライアント
クライアントアプリケーションの機能
当該テストサイトとの相互接続性
他のテストサイトとの相互接続性
テストサイトに関する情報の調査では、カタログや Web ページなどの情報を元
に調査を行った。
応答したタイムスタンプ・レスポンス及びトークンの調査では、クライアント
として OpenTSA の tsget コマンドなどを使用して、テストサイトに対してタイム
スタンプ・リクエストを送出し、これに対して応答したタイムスタンプ・レスポ
ンスや、レスポンスに含まれるタイムスタンプ・トークンを調べた。
タイムスタンプ・レスポンス及びトークンの調査項目は次の通りである。
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

TimeStampResp.status
PKIStatusInfo.statusString
PKIStatusInfo.failInfo
TSTInfo.version
TSTInfo.policy
TSTInfo.messageImprint
TSTInfo.serialNumber
TSTInfo.genTime
TSTInfo.accuracy
TSTInfo.ordering
TSTInfo.nonce
TSTInfo.tsa
TSTInfo.extensions
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また、タイムスタンプ・トークンを構成する CMS Signed-data の以下の項目に
ついても調査する。
−
−
−
−
−

ContentInfo.contentType
EncapsulatedContentInfo.eContentType
ESSCertID.certHash
ESSCertID.issuerSerial.issuer
ESSCertID.issuerSerial.serialNumber

さらに、Signing Certificate 領域に格納されている証明書についても、そのプ
ロファイルを調査した。なお、TSP over HTTP プロトコルで通信可能なテストサ
イトについては、HTTP 応答に含まれる MIME ヘッダの内容も調査した。
テスト用のクライアントソフトウェアが公開されている場合は、そのテストク
ライアントの調査も行った。テストクライアントに関する調査項目を以下に示す。
−
−
−
−

各種機能
当該テストサイトへの接続性
他のテストサイトへの相互接続性
タイムスタンプ・トークンの検証機能

タイムスタンプ・トークンの検証機能については、その要素を以下の 3 つに分
類し、テストクライアントがそれぞれの機能を実現しているかどうかを調べた。
(イ) 原本データとトークンのハッシュ値が同一であることの検証
(ロ) トークンに付与されている署名の検証(TSA 証明書に含まれる公開鍵
によって署名が行われていることの検証)
(ハ) ルート CA の自己署名証明書から TSA 証明書までの証明書チェーンの
検証(CRL などを利用した失効検証も含む)
なお、RFC 3161 では明確には規定されていないものの、タイムスタンプ・クラ
イアントが(イ)(ロ)の機能を有するべきであることは自明である。また、(ハ)につ
いては、RFC 3161 の「2.2. TSA Transactions」において、クライアントが CRL
などを用いて証明書の有効性を検証すべき(SHOULD)と書かれている。
6.2.2 調査対象
調査の対象としたテストサイトは以下の通りである。
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(a) Fst
Ricerca(http://ricerca.fst.it/englishVersion/progetti/firmaDigitale/firmaDigitale.a
sp)
(b) OpenTSA(http://www.opentsa.org/)
(c) EdelWeb(http://www.edelweb.fr/tsa.html)
(d) TORSEC(http://security.polito.it/ts/)
(e) C&A(http://www.com-and.com/products/TSA_atest.html)
(f) AEC TrustPort TimeStamp
Authority(http://www.trustport.cz/?content=tsa)
(g) SII タイムスタンプ体験サイト(http://www.sii.co.jp/ni/tss/trial/TSA.html)

なお、次のいずれかに該当するテストサイトは、テスト対象から除外した。
有料である
テスト TSA もしくはテストクライアントに、回数や時間などの利用制
限がある
ホームページ等の各種情報が日本語もしくは英語で提供されていない
テストを行うための十分な情報が提供されていない
TCP もしくは HTTP ベースのタイムスタンプ・プロトコルをサポート
していない
テスト対象の候補に挙がったものの、テストの対象とならなかったサイトを以
下に示す。

(h) ChronoStamp(http://www.chronostamp.com/)
ChronoStamp 社の運用するテストサイト。専用のクライアント(図 6.2-1)
を用いて接続する。

205

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

図 6.2-1ChronoStamp Client

(i) PGP Digital Timestamping
Service(http://www.itconsult.co.uk/stamper.htm)
英国の I.T. Consultancy 社が 1995 年から運用しているテストサイト。PGP
を用い、e-mail を介したタイムスタンプ・サービスを行っている。

(j) The Internet Timestamping
Service(http://www.mit.edu/~jis/timestamp.html)
MIT の Jeffrey Schiller 氏らが運用しているテストサイト。PGP を用い、
e-mail を介したタイムスタンプ・サービスを行っている。

(k) DigiStamp(http://www.digistamp.com/t3start.htm)
米国(テキサス州)にある DigiStamp 社の運用するテストサイト。IP
Protector と呼ばれるテストクライアント(図 6.2-2)をダウンロードすること
ができるが、試用回数に制限がある。ホームページからは、開発用のツール
キットもダウンロードできる。
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図 6.2-2DigiStamp IP Protector

(l) Cybernetica(http://www.timestamp.cyber.ee/users/software.html)
エストニアにある Cybernetica 社の運用するテストサイト。テストクライ
アント(Fig.cybernetica)だけではなく、タイムスタンプ・クライアント開発用
のライブラリも公開している。現在は無料で利用できるが、2003 年から月額
5〜190 ユーロ(約 650〜25,000 円)の課金が検討されている。
専用のクライアント(図 6.2-3)とサーバーは RFC 3161 には準拠しておらず、
Cybernetica 社独自の仕様を元に実装されている。
特徴として、元のデジタル文書の内容が、そのままタイムスタンプ・トー
クンの中に含まれることが挙げられる。

図 6.2-3Cybernetica のクライアント

207

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

6.2.3 調査結果と考察
付録 A に、各テストサイトの調査結果を示す。また表 6.2-1 に、各サンプルク
ライアントから各テストサイトへの相互接続性を調査した結果を示す。相互接続
性の調査は、以下の手順で行った。

1. テストクライアントで TSQ を作成し、テストサイトへ送出する
2. テストサイトが応答した TSR もしくは TST をファイルへ保存する
3. テストクライアントを用い、TSR もしくは TST のファイルを検証する

なお、テストクライアントによっては、決められたテストサイトに対してのみ
TSQ を送出できるものがあった。その場合は、1 及び 2 の工程を他のテストクラ
イアント(例えば OpenTSA の tsget コマンド等)で代用し、保存されたファイルを
元に検証を行った。
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表 6.2-1 クライアントの相互接続性
クライア

サーバー

ント

Fst Ricerca

OpenTSA

EdelWeb

TORSEC

C&A

AEC

SII

Fst Ricerca SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS

-

OpenTSA

SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS

SUCESS

SUCCESS

※

※

SUCCESS

-

SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS

※

※

※

SUCCESS

-

FAIL※

FAIL※

FAIL※

FAIL※

SUCCESS

AEC
SII

FAIL
FAIL※

SUCCESS
※
FAIL※

記号

説明

SUCCESS

検証成功

FAIL

検証失敗

-

テスト不能

表中の※印は、クライアントからはリクエストを送出せず、予め用意した TSR
もしくは TST ファイルをオフラインで検証したことを示す。また、
SUCCESS/FAIL とは、TSR もしくは TST 検証に成功/失敗したことを示すもので
あり、そのクライアントと TSA との相互運用性を示唆するものではない。
なお、SII の体験サイトから入手できるクライアントソフトウェアは、SII のテ
ストサイト専用に設計されており、他のサーバーには対応していない。また、SII
の TST には属性証明書が付与されているため、専用クライアント以外からは検証
できない。
以下では各サイトごとに、テストサイトの運用団体等に関する概説、タイムス
タンプ・トークン及び証明書のプロファイルに関する考察、及びサンプルクライ
アントに関する調査結果を示す。
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(a) Fst Ricerca
イタリアの Fabbrica Servizi Telematici 社の R&D 部門である Fst
Research & Development が運営するテストサイト。同社は RFC 3161 が発
行された直後から、テストサーバーの公開などを積極的に行っていた。Fst
Ricerca では現在、以下の研究開発を行っている。
−
−
−
−

電子署名と暗号技術
ネットワークセキュリティと認証
データマイニングと知識探索データベース
ソフトウェア開発手法

Fst Ricerca のホームページからは、Windows 版のタイムスタンプ・クラ
イアントを無償でダウンロードできる(図 6.2-4)。

図 6.2-4Fst Ricerca のクライアント

このクライアントは、TCP と HTTP 両方のプロトコルに対応しており、
nonce、certReq あるいは reqPolicy などの様々なリクエストパラメータをユ
ーザーが自由に指定できる設計になっている。また、タイムスタンプ・トー
クンのビューアも付属している。
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クライアントの実験結果(表 6.2-1)から、このクライアントは他の全てのテ
スト TSA が発行するレスポンスの検証に成功していることがわかる。また、
このクライアントは 6.2.1 節に示す(イ)(ロ)の検証機能を有している。
続いて、テスト TSA についての実験結果を付録 A に示す。Fst Ricerca の
テスト TSA は、クライアント同様、TCP と HTTP 両方のプロトコルに対応
している。今回のテスト対象サイトの中で、ハッシュアルゴリズムとして
SHA1、MD5、RIPEMD160 及び MD2 の全てをサポートしているのは、こ
の Fst Ricerca と後述の AEC のみであった。
Fst Ricerca のタイムスタンプ・レスポンスやトークン(証明書を除く)に関
して、RFC 3161 の記述に違反する部分は認められない。なお、ordering が
TRUE であることから、ETSI の Time-Stamping Profile には準拠しない。
TST に付与されている証明書のプロファイルをみると、Fst Ricerca では
TSA の CA 証明書のみを付与していることがわかる。この証明書の
extendedKeyUsage 拡張は PKIX-IDKP-TimeStamp に設定されており、こ
の拡張は critical となっている。しかしながら、この証明書には keyUsage
拡張が無い。KeyUsage 拡張に関しては、RFC 3280[PKIX]では、次の通りに
書かれている。
If a certificate contains both a key usage extension and an extended key
usage extension, then both extensions MUST be processed independently
and the certificate MUST only be used for a purpose consistent with both
extensions. If there is no purpose consistent with both extensions, then
the certificate MUST NOT be used for any purpose.
(訳：keyUsage と extKeyUsage の両方の拡張があるときは、両者と合致す
る目的のためだけに証明書を使うべき(MUST)であり、両者と合致する目的が
ない場合は、その証明書を使ってはならない(MUST)。)
ただし上記は、あくまでも keyUsage と extKeyUsage の両方の拡張がある
ことを前提とした規定である。またその先に、
id-kp-timeStamping
OBJECT IDENTIFIER ::= { id-kp 8 }
-- Binding the hash of an object to a time
-- Key usage bits that may be consistent: digitalSignature
-- and/or nonRepudiation
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という記述があるものの、keyUsage に digitalSignature and/or
nonRepudiation を設定するべき(MUST もしくは SHOULD)とは書かれてい
ない。
従って厳密に解釈すれば、Fst Ricerca の証明書は RFC3280 に準拠してい
るといわざるを得ない。しかし、extendedKeyUsage 拡張に
PKIX-IDKP-TimeStamp を設定しておきながら keyUsage 拡張を用いないこ
とに明確な意図があるとは考えにくく、また、少なくとも相互運用性を考え
る上では、keyUsage 拡張に digitalSignature and/or nonRepudiation を設定
することが強く推奨される
Fst Ricerca のテスト TSA は、TSA 証明書の keyUsage 拡張に関する設定
を見直すべきだと考えられる。
(b) OpenTSA
オープンソース・プロジェクトである「OpenTSA プロジェクト」が運用し
ているテストサイトで、OpenTSA プロジェクト RFC 3161 に準拠したフリ
ーなソフトウェア開発を目的としている。 OpenTSA プロジェクト及び
OpenTSA のアプリケーションについては、5.1 節で詳しく説明する。
表 6.2-1 より、OpenTSA のテストクライアントは、Fst Ricerca と同様、
全てのテスト TSA が生成するレスポンスの検証に成功していることがわかる。
tsget コマンドを用いることで、全てのサイトからタイムスタンプ・レスポン
スを受け取ることができ、ts コマンドを用いて、全てのタイムスタンプを検
証できた。なお、TORSEC と AEC については、検証時に複数の証明書をク
ライアントに渡す必要がある。これを行うためには事前に c_rehash コマンド
を用いて、各証明書へのシンボリック・リンクを作成しておかなくてはなら
ない。
OpenTSA のクライアントは、6.2.1 節に示す(イ)(ロ)の検証機能を有してい
る。また、CRL などを用いた失効検証を行っていないものの、(ハ)の機能を
有している。
続いて、OpenTSA のテスト TSA についての実験結果を、付録 A に示す。
OpenTSA プロジェクトでは、HTTP 及び HTTPS に対応した TSA を運用し
ており、それらのアドレスを一般に公開している。
タイムスタンプ・トークンに含まれる TSTInfo に関しては、RFC 3161 に
違反する部分は認められない。しかし、トークンを構成する CMS Signed
Data 構造の version フィールドが 1 となっている。CMS の version に関し
ては RFC 3161 では特に規定されていないが、RFC3369 の「5.1 SignedData
Type」では、
IF (certificates is present) AND
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(any version 2 attribute certificates are present)
THEN version MUST be 4
ELSE
IF ((certificates is present) AND
(any version 1 attribute certificates are present)) OR
(encapContentInfo eContentType is other than id-data) OR
(any SignerInfo structures are version 3)
THEN version MUST be 3
ELSE version MUST be 1
と書かれている。RFC 3161 では、eContentType を id-ct-TSTInfo と定義
している。従って TST については、CMS の version フィールドを 3 とする
べき(MUST)であることがわかる。
タイムスタンプ・トークンでは eContentType が id-ct-TSTInfo すなわち、
id-data(RFC3369 の 4 節で定義)以外の値である。従って、version は 3 でな
くてはならず(MUST)、OpenTSA のテストサイトが返答したトークンは
RFC3369 に違反していることになる42。
また、accuracy が 3600[sec]と、一般的な基準よりも大幅に長い時間に設
定されていることと、さらに ordering が TRUE となっていることから、こ
の TSA を実運用に適用することは難しい。なお、OpenTSA の TSA サーバー
は ordering を TRUE に設定することはできても、実際にタイムスタンプ・
トークンの順序関係を保証する機能は有していない。
TST に付与されている証明書のプロファイルを、Fig.OpenTSA に示す。
OpenTSA では、ルート CA の証明書と、テスト TSA の CA 証明書の 2 種類
の証明書を付与している。どちらの証明書についても、RFC 3161 に違反す
る箇所は認められない。
今後、OpenTSA のテスト TSA では、ordering や accuracy に関する考慮
と CMS のバージョンに関する実装ミスへの対策が必要だと考えられる。
(c) EdelWeb
フランスの EdelWeb 社が運用するテストサイト。同社では 2000 年から、
TSP に関する実験を行っている。EdelWeb のテスト TSA で用いられている
ソフトウェアは、将来的には OpenEvidence プロジェクトの一部として公開
される予定である。OpenEvidence プロジェクト及び OpenEvidence ソフト

本件について OpenTSA プロジェクトに対してバグレポートを提出したところ、同プロジェク
トメンバーの Zoltan Glozik 氏によって CMS のバージョンが修正されたパッチ
「ts-20031112-0_9_7c-patch.gz」が作成・公開された(2003 年 11 月 12 日)。
42
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ウェアについては、5.2 節で詳しく説明する。テストクライアントは提供され
ていない。
EdelWeb は RFC 3161 発行当初からテストサイトの運用を行っており、現
在では HTTP 及び HTTPS に対応したテスト TSA を公開している。EdelWeb
についての実験結果を、付録 A に示す。
EdelWeb のテスト TSA は、タイムスタンプ・リクエストとして EdelWeb
のポリシー(1.3.6.1.4.1.5309.1.2.2)以外のポリシー(例えば 1.2.3)を指定する
と、そのポリシーを policy フィールドに含んだタイムスタンプ・トークンが
返答される。RFC 3161 の「2.4.2. Response Format」によれば、policy フィ
ールドは TSA のポリシーを示す内容でなくてはならない(MUST)とされてい
る。クライアントが示したポリシーをそのまま policy フィールドに付与した
のでは、必ずしも policy フィールドが EdelWeb のポリシーを示すものでは無
くなってしまう。従って EdelWeb のこの実装は、適切ではないと考えられる。
また、タイムスタンプ・リクエストの messageImprint 領域に、EdelWeb
ではサポートしていない MD5、RIPEMD160 あるいは MD2 などのアルゴリ
ズム識別子を付与した場合、テスト TSA の HTTP 応答に含まれる MIME オ
ブジェクトが、「Content-Type: application/timestamp-reply」ではなく、
「Content-Type: application/timestamp-response」となる。RFC 3161 の「3.4.
Time-Stamp Protocol over HTTP」では、「Content-Type:
application/timestamp-reply」と書くべきところを、「Content-Type:
application/timestamp-response」と書き間違えている箇所がある。EdelWeb
は、このタイプミスが原因で、HTTP 応答の実装を誤ったものと予測できる。
EdelWeb ではルート CA とテスト TSA の、2 種類の証明書を付与している。
TSA 証明書の extendedKeyUsage 拡張は PKIX-IDKP-TimeStamp に設定さ
れており、この拡張は critical となっている。しかしながら、Fst Ricerca の
TSA 証明書と同様に、この証明書には keyUsage 拡張が無い。
EdelWeb のテスト TSA では今後、ポリシーに関する処理とタイプミスに
起因する実装ミスを解決する必要がある。また、keyUsage 拡張の設定内容を
見直すべきだと考えられる。
(d) TORSEC
イタリア・トリノ工科大学のグループが中心となって運用しているテスト
サイトで、テスト TSA は Pure TCP での接続にのみ対応している。テストク
ライアントは提供されていない。TORSEC についての実験結果を、付録 A に
示す。
トークンに含まれるテスト TSA のポリシーは「0.0」となっているが、こ
れは正しい OID であるとは考えられない。また、タイムスタンプ・リクエス
トの reqPolicy フィールドに他のポリシー(例えば 1.2.3)を指定すると、タイ
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ムスタンプ・レスポンスに含まれる PKIStatusInfo フィールドの値が、RFC
3161 で規定された「unacceptedPolicy」ではなく、
「badDataFormat」とな
る。
さらに、タイムスタンプ・リクエストの messageImprint 領域に、TORSEC
ではサポートしていない MD2 のアルゴリズム識別子を指定した場合、タイム
スタンプ・レスポンスの PKIFailureInfo フィールドに、RFC 3161 で規定さ
れた「badAlg(0)」ではなく、NULL が付与される。
TSA 証明書は、非営利団体である EuroPKI(http://www.europki.org/)から
テスト用の証明書が発行されている。タイムスタンプ・トークンには、以下
に示す 4 つの証明書が付与される。
EuroPKI のルート証明書
ItalianCA の CA 証明書
polito(トリノ工科大学)の CA 証明書
TestTSA の CA 証明書
これらの証明書チェーンは、タイムスタンプ・リクエストの certReq フィ
ールドが TRUE となっていなくても、常にトークンに付与される。RFC 3161
では、certReq フィールドが無いか、あるいは値が FALSE となっている場合
は、証明書は付与してはならない(MUST)としており、TORSEC の実装は
RFC 3161 に準拠していないと考えられる43。なお、証明書のプロファイルに
ついては、特に問題は認められない。
以上より、TORSEC のテスト TSA は、ステータスコードやポリシーに関
係した実装が、まだ未熟であると予想できる。
(e) C&A
イタリアの C&A 社が運用するテストサイトで、EdelWeb と同じく、
OpenEvidence プロジェクトの一員である。RFC 3161 発行当初からテストサ
ービスを運用していた。C&A 社の発売している TSA 製品については、5.5.2
節に書かれている。なお、テストクライアントは提供されていない。
テスト TSA は、TCP と HTTP の両方に対応している。この他に、Web ベ
ースのタンムスタンプ・サービスも行っている(図 6.2-5)。

ステータスコードやポリシーに関するバグ・レポートを TORSEC に送ったところ、Gianluca
Ramunno 氏より、これらのバグは次のバージョン(TSA v0.9.0)で修正されるとの回答を得た
(2003 年 11 月 14 日)。
43
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http://www.com-and.com/products/TSA_btest.html
図 6.2-5C&A のテストサイト

C&A についての実験結果を、付録 A に示す。なお、上記 Web ベースのタ
ンムスタンプ・サービスについては実験の対象としていない。
タイムスタンプ・レスポンス及び付与されている証明書に関して、RFC
3161 の記述と矛盾する箇所は認められない。
テスト TSA は ETSI の Time-Stamping Profile で規定された SHA1、MD5
及び RIPEMD160 の 3 つのハッシュアルゴリズム全てをサポートしている。
タイムスタンプ・トークンには、ルート証明書とテスト TSA の CA 証明書
の、2 つの証明書が付与されている。どちらの証明書についても、問題は認
められない。
以上から、C&A のテスト TSA は RFC 3161 に準拠した実装がなされてい
ることがわかった。
(f) AEC TrustPort TimeStamp Authority
チェコ共和国の AEC 社が運用するテストサイト。ホームページは全てチェ
コ語で書かれているが、英語版のテストクライアントをダウンロードするこ
とができる(図 6.2-6)。テストクライアントには、TST や TSA 証明書のビュ
アーが組み込まれているが、証明書ビュアーは AEC の TSA 証明書チェーン
しか見ることができない。
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このクライアントは、6.2.1 節に示す(イ)(ロ)の検証機能を有している。ま
た、失効検証の機能を除き、(ハ)の機能も有している。
また、このクライアントは AEC のテスト TSA のみにタイムスタンプ・リ
クエストを送ることができる。他のテスト TSA への接続を行うことができな
いため、テストでは、他のクライアントを使って取得したタイムスタンプ・
トークンを元に、タイムスタンプの検証を行った。

図 6.2-6AEC TS Client

表 6.2-1 より、このテストクライアントは、比較的高い相互運用性を有し
ていることがわかる。TORSEC のテスト TSA が発行したタイムスタンプ・
トークンを検証できていないのは、TORSEC が付与している 4 つの証明書を
処理できなかったためではないかと考えられる。
続いてテスト TSA の実験結果を、付録 A に示す。AEC のテスト TSA は、
HTTP のみに対応している。AEC のタイムスタンプ・トークンには accuracy、
ordering 及び tsa フィールドが含まれず、非常にシンプルな構成となってい
る。ハッシュアルゴリズムとしては、Fst Ricerca と同様に、SHA1、MD5、
RIPEMD160 及び MD2 をサポートしている。
TORSEC の場合と同様に、タイムスタンプ・リクエストの reqPolicy フィ
ールドに AEC 以外のポリシー(例えば 1.2.3)を指定すると、タイムスタンプ・
レスポンスに含まれる PKIStatusInfo フィールドの値が、RFC 3161 で規定
された「unacceptedPolicy」ではなく、「badDataFormat」となる。このス
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テータスの問題を除き、AEC のテスト TSA が生成するタイムスタンプ・レ
スポンスにおいて、RFC 3161 の規定と矛盾する箇所は認められない。
AEC のタイムスタンプ・トークンには、テスト TSA の CA 証明書が付与
される。この証明書についても、特に問題は認められない。
(g) SII タイムスタンプ体験サイト
セイコーインスツルメンツ株式会社が提供しているクロノトラスト時刻認
証サービスを使用して運用されているテストサイト。専用クライアント(図
6.2-7)からのみ、テストサイトに接続することが許されている。

図 6.2-7SII のクライアント

このテストクライアントは SII 以外のテスト CA が発行するタイムスタン
プ・トークンの内容を表示することができなかった(表 6.2-1)。従ってこのテ
ストクライアントは、SII のテスト TSA が発行するタイムスタンプ・レスポ
ンスのみを想定してつくられたものであると考えられる。
このクライアントは、6.2.1 節に示す(イ)(ロ)(ハ)の検証機能を有している。
なお、TSA 証明書の検証(失効検証を含む)は、Windows 標準の機能を使って
行なわれる。
続いて SII のテスト TSA に関する実験結果を、付録 A に示す。テスト TSA
は HTTP 及び TCP での接続を許可しているが、専用クライアント以外から
は接続してはならない規約となっている。そのため、タイムスタンプ・リク
エストのパラメータ設定に制約があり、例えば certReq や reqPolicy などの
パラメータを自由に設定することができなかった。
専用クライアントを使った限りでは、タイムスタンプ・レスポンスに関し
て、RFC 3161 と矛盾する箇所は認められない。
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タイムスタンプ・トークンには、TSA の CA 証明書と、時刻監査証明書(属
性証明書)の 2 つの証明書が付与されている。時刻監査証明書の示す内容は、
専用クライアントからみることができる(図 6.2-8)。

図 6.2-8SII のクライアントによる時刻監査証明書閲覧画面

TSA の CA 証明書では、extendedKeyUsage が PKIX-IDKP-TimeStamp
となっているものの、このフィールドが critical ではない。RFC 3161 の「2.3.
Identification of the TSA」では、extendedKeyUsage フィールドを critical
にしなくてはならない(MUST)としている。SII 以外のクライアントから SII
のタイムスタンプ・トークンを検証するときの相互運用性を確保するために
は、このフィールドを critical とするべきだといえる44。
6.2.4 まとめ
今回調査した 7 カ所のテストサイトのうち、RFC 3161(及び関連する規定)と矛
盾しない TSR プロファイルを有するものは C&A のみであった。タイムスタン
プ・プロトコルは、その仕様として RFC 3161(及び関連する規定)が広く公開され
てはいるものの、残る 6 カ所のテストサイトで運用されている TSA は、それらの
規定に十分に準拠しているとはいいがたい。
また表 6.2-1 より、全てのテスト TSA のレスポンス検証に成功したのは、Fst
Ricerca と OpenTSA のクライアントのみであった。これら 2 つのクライアントが

44

SIIによれば、この問題に関しては既に対応済みであり、2003年12月にはTSA証明書を変更す

る予定とのことである。(2003年11月25日)
219

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

高い相互運用性を示したからといって、両者が実用上十分な相互運用性を有して
いると断言することはできない。なぜなら前節の考察から、テスト TSA の発行す
るレスポンスには次の問題があることが明らかとなっているからである。
(a) Fst Ricerca
TSA 証明書に keyUsage 拡張が無い。
(b) OpenTSA
タイムスタンプ・トークンを構成する CMS Signed Data のバージョンが
不正。
(c) TORSEC
タイムスタンプ・リクエストの certReq フィールドが TRUE となっていな
くても、常にトークンに証明書チェーンが付与。
(d) EdelWeb
TSA 証明書に keyUsage 拡張が無い。
これらの問題は、テスト TSA の実装が、RFC 3161 をはじめとする標準に準拠
していないか、あるいは準拠はしているものの、相互運用性を考える上で不適切
なものであることを意味している。表 6.2-1 をみると、Fst Ricerca と OpenTSA
のクライアントは、このような問題のあるテスト TSA が発行したレスポンスの検
証に成功している。すなわち、検証が成功したからといって、これらのクライア
ントが相互運用性を考える上で適切な実装がなされているとはいえない。むしろ
これらのクライアントは、不正もしくは不適切なレスポンスの検証に成功してい
るため、相互運用性上問題があると考えることもできる。
以上の考察から、タイムスタンプ・クライアントの相互運用性を評価するため
には、正常なタイムスタンプ・レスポンスだけではなく、不正もしくは不適切な
レスポンスを検証する必要があることがわかる。ここでいう「不適切な」レスポ
ンスとは、 RFC 3161 をはじめとする標準には準拠しているものの、相互運用性
上は適切ではないと考えられるプロファイルを有するレスポンスを意味する。不
適切なレスポンスがどういったものであるかを議論することも、相互運用性を評
価する上で重要である。
今後、タイムスタンプ・プロトコルを利用した様々なアプリケーション開発が
活性化し、タイムスタンプが広く利用されるようになるためには、そのアプリケ
ーションが RFC 3161 を始めとする規定に準拠し、かつ相互運用性が十分に確保
された「適切な」実装がなされていることを確認できるツールが必要となる。次
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節以降では、このためのツールとして、TSP の相互運用性を評価する TSP テスト
スィートを検討し、このテストスィートに含まれるテストケースの設計を行う。

6.3 TSP テストスィート
本節では、タイムスタンプ・プロトコルの相互運用性を確保するために、TSP
相互運用テストスィート(TSP Interoperability Test Suite)を検討する。
6.3.1 はじめに
前節の調査結果より、ほとんどのテストサイトで運用されている TSA やクライ
アントは、RFC 3161 及び関連する規定に十分に準拠しているとはいえないことが
わかった。このような仕様への準拠性の欠如は、アプリケーション間の相互運用
性を阻害する要因となる。
タイムスタンプ・プロトコルを利用した様々なアプリケーション開発が活性化
し、タイムスタンプが広く利用されるようになるためには、そのアプリケーショ
ンが RFC 3161 を始めとする規定に準拠し、相互運用性が十分に確保されている
ことを確認できるツールが必要だと考えられる。
そこで本プロジェクトでは、タイムスタンプ・プロトコルの相互運用性を確保
するために、TSP テストスィートを検討した。一般に、TSP のテストは以下の立
場の人々によって利用されると考えられる。
1. タイムスタンプサーバー(TA や TSA など)の実装者
2. TSP を利用したクライアントアプリケーションの実装者
本テストスィートは、主に 2 に該当する人々を主な対象としてつくられている。
テストスィートを広く公開することで、RFC 3161 に準拠し、相互運用性の確保さ
れた TSP アプリケーション開発を促進することを目的とする。
6.3.2 設計方針
テストスィートへの要求を、以下にまとめる。
TSA の動作をシミュレートでき、TSP over HTTP をサポートすること
テストケースに基づいて、以下のタイムスタンプ・レスポンス及びト
ークンを任意に生成できること
RFC 3161 をはじめとする仕様に準拠するもの
RFC 3161 をはじめとする仕様に準拠しないもの
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テストケースを自由に閲覧・編集できる機能を有すること
将来のタイムスタンプ・プロトコルの拡張・仕様変更に極力対応でき
ること
テストスィートは、RFC 3161 をはじめとする仕様に準拠したレスポンスやトー
クンを生成することで、テスト対象とするクライアントが正常に通信・検証など
の処理を行えるかどうかを評価することができる。
さらに、これらの仕様に準拠しないものをあえて生成することで、不適切なデ
ータに対して、適切なエラーメッセージを示すことができるかどうかを評価する
こともできる。一般に、TSA は適切なデータを生成することを目的として設計さ
れており、任意に不適切なデータを生成することは困難である。本プロジェクト
では、不適切なデータに対する処理や例外的な処理も、相互運用性を確保する上
で重要と考える。
テストスィートは、6.1 節で紹介した PKIX TSP Interoperability Testing と同
様に、RFC 3161 の中で MAY、SHALL、SHOULD、MUST もしくは REQUIRED
として明示された全ての項目を表現できる仕組みとなっている。さらに、将来 RFC
3161 が拡張されたり、TSP に関する新たな仕様が発行されても、極力それらの仕
様を吸収できるよう、汎用的な設計とする。
6.3.3 構成要素と動作概要
テストスィートは、以下の要素から構成する。
テスト DB
テスト管理 cgi
テストドライバー
TSA レスポンダシミュレータ CGI
汎用 TSR/TST 生成プログラム
汎用証明書生成プログラム
TSQ 設定ファイル生成プログラム
テスト対象クライアント
テスト DB とは、テストケース及びテスト結果を格納するための DB である。
テスト管理 cgi とは、Web ブラウザを用いて、テスト DB に納められているテス
トケースの閲覧・編集及び、テスト結果の閲覧・分析を行う機能を有する cgi プロ
グラムである。
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テストドライバーとは、テストを実行するために必要な各種プログラム群の総
称をいう。テストドライバーに含まれる各プログラムと、RFC 3161 におけるプロ
トコル・レイヤとの対応関係を図 6.3-1 に示す。
また、テスト対象クライアントとは、テストスィートを用いて相互運用性評価
を行う対象となる TSP クライアントを指す。 テストスィートのユーザー(テスト
実施者)が操作するのは、テスト対象クライアントと、テスト管理 CGI のみである。

タイムスタンプ応答 via HTTP
TSR
TST
(CMS Signed Data)
PKIStatus
Info

MIME
ヘッダ

Certificate(s)

TSTInfo

TSAレスポンダ
シミュレータCGI

汎用TSR生成
プログラム

汎用TST生成
プログラム

汎用証明書生成
プログラム

tsa.cgi

tsrgen

tstgen

certgen

図 6.3-1 プロトコル・レイヤとテストドライバーとの関係

6.4 テストケースの概要
本節では、テストケースの種別(以下、テスト種別)について説明する。テストス
ィートは、次の 3 種類のテストケースをサポートする。

−
−
−

TSR テスト
TST テスト
Accuracy&Ordering テスト
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TSR テストを実行する際のテストスィートの動作概要を以下に示す。

<TSAシミュレーション環境>

テスト
ドライバー

TSQ

テスト
ＤＢ

閲覧・編集

TSR

ダウンロード

TSQ設定ファイル

テスト対象クライアント

テストの実行

操作

テスト実施者

テスト管理CGI

図 6.4-1 テストスィートの動作概要(TSR テスト)
1 つの TSR テストは、以下の順序で実行される。
まず、テスト対象クライアントは、TSQ 設定ファイル生成プログラムによって
生成された TSQ 設定ファイルに基づいて、TSA レスポンダシミュレータに対して
TSQ を送出する。従って、テスト対象クライアントは本テストスィートで定める
TSQ 設定ファイルの書式を理解できなくてはならない。このため、任意の TSP ク
ライアント(例えば OpenTSA の ts コマンドなど)をテスト対象クライアントとし
て評価する場合には、その TSP クライアント専用に、何らかのラップ用プログラ
ムをつくる必要がある。
テストドライバーは、テスト対象クライアントから送られてきたこの TSQ に対
し、テストケースで規定された通りの TSR を作成し、これを返送する。最後にテ
スト対象クライアントがこの TSR を受信し、検証を行う。
テスト対象クライアントが示した検証結果が、テストケースの期待した通りの
ものであったなら、そのテスト結果は「成功(OK)」となり、そうでない場合は「失
敗(NG)」となる。テスト結果や、テスト対象クライアントの標準出力・標準エラ
ー出力などは、テスト DB に格納することもできる。

224

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

以上が、最も一般的なテストの流れである。このように、テスト対象クライア
ントが TSR を検証するテストを、TSR テストと呼ぶ。テストケースによっては、
TSR を用いずに、テスト対象クライアントが直接 TST ファイルを検証するものも
ある。これを、TST テストと呼ぶ。TST テストの構成を、 図 6.4-2 に示す。
さらに、テストケースによっては、TST に含まれる ordering フラグや accuracy
の値によって、2 つの TST 間の前後関係を比較する必要のあるものも考えられる。
これを、Accuracy&Ordering テストと呼ぶ。Accuracy&Ordering テストの構成を、
図 6.4-3 に示す。

<TSAシミュレーション環境>

テスト
ドライバー

テスト
ＤＢ

閲覧・編集

通信しない

ダウンロード

TSTファイル

テスト対象クライアント

テストの実行

操作

テスト実施者

図 6.4-2 テストスィートの動作概要(TST テスト)
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<TSAシミュレーション環境>

テスト
ドライバー

テスト
ＤＢ

閲覧・編集

通信しない

ダウンロード

TSTファイル

テスト対象クライアント

テストの実行

操作

テスト管理CGI

テスト実施者

図 6.4-3 テストスィートの動作概要(Accuracy&Ordering テスト)

TSR、TST 及び Accuracy&Ordering テストの特徴を以下にまとめる。

表 6.4-1TSR テスト・TST テスト・Accuracy&Ordering テストの比較
TSPトランザクショ

テスト対象クライアント

テスト対象クライアント

ン

に与えるもの

の出力

TSR

有り

TSQ設定ファイル

TSRの検証結果

TST

無し

TSTファイル(1つ)

TSTの検証結果

無し

TSTファイル(2つ)

TSTの前後関係

テスト種別

Accuracy&
Ordering

6.5 まとめ
本章では 7 つのテストサイトについて、タイムスタンプ・トークンや証明書の
プロファイルを調査した上で、相互運用性の視点から調査・分析した。その上で、

226

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

タイムスタンプ・クライアントの標準への準拠性や、相互運用性をテストするた
めの、「TSP テストスィート」を提案した。
テストスィートにおけるテストケースの詳細な設計内容については別冊「テス
トケース設計書」で示す。本節では、テストケースを設計する上で、実際のテス
トサイトの調査等から浮き彫りとなった標準化の問題に関する知見や、今後の検
討課題についてまとめる。
テストケースの設計において、期待値(ACCEPT あるいは REJECT)は、RFC
3161 をはじめとする標準をもとに決定した。ほとんどのテストケースにおいては、
期待値は自明であり、一意に決定できる。しかし、標準の曖昧さや言及不足、あ
るいは複数の標準がからみあう複雑性などが原因で、期待値を一意に決定するこ
とが困難な場合がある。
以下では、期待値の設定について、特に考察や今後の議論が必要と考えられる
問題をまとめる。
6.5.1 TSR の正常ステータスコードに関する考察
RFC 3161 によれば、TSR の status が 0 または 1 のとき、その応答は正常であ
るとされている。

PKIStatus ::= INTEGER {
granted
(0),
-- when the PKIStatus contains the value zero a TimeStampToken,
as requested, is present.
grantedWithMods
(1),
-- when the PKIStatus contains the value one a TimeStampToken,
with modifications, is present.
rejection
(2),
waiting
(3),

ところが、status が 1 のときのが状況が明確に定義されていないため、両者の
使い分けが困難となっている。この問題に関して、PKIX のメーリングリストでは、
次の見解が示された。
「クライアントから拡張要求が求められたにも関わらず、TSA サーバーがその
拡張を処理できず、なおかつ TSA サーバーが TST を生成した場合、TSR の status
を 1 とする。」
しかし、クライアントが拡張要求をしていないにも関わらず、TSR の status と
して 1 が返されたときのクライアントの振る舞いに関しては、RFC 3161 において
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は曖昧なままであり、今後検討する必要があると考えられる。本テストケースで
の期待値は、REJECT とする明確な理由が無いため、 ACCEPT とした。
6.5.2 CMS signedData.version に関する考察
RFC3369 の「5.1 SignedData Type」では，次の通りに書かれている．
IF (certificates is present) AND
(any version 2 attribute certificates are present)
THEN version MUST be 4
ELSE
IF ((certificates is present) AND
(any version 1 attribute certificates are present)) OR
(encapContentInfo eContentType is other than id-data) OR
(any SignerInfo structures are version 3)
THEN version MUST be 3
ELSE version MUST be 1

RFC 3161 では，eContentType を id-ct-TSTInfo と定義している．従って TST
については，上記の「(encapContentInfo eContentType is other than id-data)」
が該当し，CMS の version フィールドは 3 としなければならない(MUST)ことが
わかる．version フィールドを作成するのは TSA であるから，この「version フィ
ールドは 3 とする」というのは TSA についての要件である．クライアントが CMS
の version が 3 以外である TST を検証しようとした場合，その TST を生成した
TSA は当該要件を満たしていないと考えられ、厳密にいえば、REJECT すべきか
もしれない。
OpenTSA では version フィールドを 1 とした実装がなされていたが、テストケ
ース設計時に問い合わせたところ修正された。
CMS の version フィールドについては、RFC 3161 では触れられていない。
version フィールドが 3 以外であった場合、クライアントの要件としてそれを許容
するべきかどうかについては、今後議論が必要である。なお、本テストケースで
の期待値は、RFC 3161 からは明確に REJECT とする理由が見つからないため、
ACCEPT とした。
6.5.3 1 秒より大きい accuracy に関する考察
RFC 3161 では、accuracy の値について制約を設けていない。しかし、ETSI
プロファイルにおいては、accuracy は 1 秒以下であることが求められている。本
テストケースでは、タイムスタンプ・クライアントの RFC 3161 への準拠性を確
認するのが目的であるため、本テストケースの期待値を ACCEPT とした。
タイムスタンプに関して複数の標準が存在する現状を考慮し、将来的な相互運
用性の観点からみれば、テストケースの期待値として ACCEPT と REJECT のみ
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ではなく、例えば「RFC 3161 では ACCEPT だが、ETSI プロファイルでは
REJECT」といった柔軟な表現が可能となることが望ましい。
6.5.4 TSA 証明書を要求しないのに含まれる場合の考察
RFC 3161 によれば、certReq が false の場合、証明書を応答に含めてはならな
い(MUST)。しかし、これはサーバー側への要求である。certReq に false をセッ
トして要求を出したにもかかわらず、応答に証明書が含まれていた場合にクライ
アントはどう振る舞うべきなのかについては、RFC 3161 には書かれていない。
TORSEC の実装では certReq が false でも常に証明書が含まれた応答が返され
ていたが、問い合わせに対し修正したという返答をもらっている。
例えば、標準に従っていないサーバーは信用できない、不要なデータが付加さ
れることによって余分なリソースを割く必要があるという点からも REJECT すべ
きであるという意見も考えられるし、受け取ったデータに不備がなければ
ACCEPT すべきだという意見も考えられる。certReq に関するクライアントの挙
動については、今後議論する必要がある。
本テストケースでの期待値は、現状では REJECT とすべき明確な理由が無いた
め、ACCEPT とした。
6.5.5 TSA 証明書に keyUsage がない
keyUsage 及び extendedKeyUsage に設定する値については、RFC3280 におい
て以下の通りに規定されている(以下引用)。

If a certificate contains both a key usage extension and an extended key
usage extension, then both extensions MUST be processed independently and
the certificate MUST only be used for a purpose consistent with both
extensions. If there is no purpose consistent with both extensions, then the
certificate MUST NOT be used for any purpose.

(訳：keyUsage と extKeyUsage の両方の拡張があるときは、両者と合致する目
的のためだけに証明書を使うべき(MUST)であり、両者と合致する目的がない場合
は、その証明書を使ってはならない(MUST)。)
ただし上記は、あくまでも keyUsage と extKeyUsage の両方の拡張があること
を前提とした規定である。またその先に、
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id-kp-timeStamping
OBJECT IDENTIFIER ::= { id-kp 8 }
-- Binding the hash of an object to a time
-- Key usage bits that may be consistent: digitalSignature
-- and/or nonRepudiation

という記述があるものの、keyUsage に digitalSignature and/or
nonRepudiation を設定するべき(MUST もしくは SHOULD)とは書かれていない。
Fst Ricerca と EdelWeb のサービスでは keyUsage に値がない証明書を使用し
ていた。現在 PKIX メーリングリストで議論が続けられている。
従って RFC3280 の文面を厳密に解釈すれば、TSA 証明書に keyUsage 拡張を
設定しなくとも、RFC3280 に準拠しているといわざるを得ない。しかし
extendedKeyUsage に値が設定されていて、かつ keyUsage に値がないという状
態は、相互運用性の阻害要因となり得る。本プロジェクトでは、TSA 証明書の
extendedKeyUsage を id-kp-timeStamping とした場合は、keyUsage 拡張に
digitalSignature and/or nonRepudiation を設定することを強く推奨する。
なお、本テストケースでの期待値は、TSA 証明書の keyUsage 拡張に
digitalSignature and/or nonRepudiation を設定することを強く推奨しているこ
とから、REJECT とした。
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7 まとめ
本報告書「タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査」は、RFC 3161 デジ
タル署名に基づくタイムスタンプのプロトコルを中心に、タイムスタンプの基本
技術、タイムスタンプ・プロトコルに関連した標準、タイムスタンプ・プロトコ
ルの実装、開発ツールキット、相互運用テスト、そして、タイムスタンンプを利
用したサービスまで、幅広く調査を行い作成した。
タイムスタンプの必要性は、1 章において記述しているが、2003 年 8 月に首相
官邸の IT 戦略本部より発表された「e-Japan 重点計画 2003」においても「2005
年度までに、暗号技術、電子署名等の暗号技術、タイムスタンプ・プラットフォ
ーム技術、デジタル・アナログ・ハイブリッド保存技術等、電子文書の長期保存
に必要となる基礎技術の研究開発を行う」とされており、タイムスタンプの必要
性は、徐々に理解されつつある。
タイムスタンプ技術は非常に適用範囲が広く、IT 社会における信頼の基盤とな
るべき技術である。そして IT 社会の基盤する過程においては、タイムスタンプの
標準化の促進、TSA などの基盤の整備と共にタイムスタンプ・アプリケーション
を広く展開するまでのプロセスなども検討する必要がある。タイムスタンプを IT
社会の基盤とすることを考える場合、本報告書にある TSA などの整備が重要であ
ると考えられるかもしれないが、それ以上に、タイムスタンプを利用するアプリ
ケーションの普及、また、アプリケーションが開発できる環境を整えることも重
要な課題である。実際、タイムスタンプに関連した多くの開発は、タイムスタン
プを利用するアプリケーション側にある。タイムスタンプを利用したより多くの
アプリケーションが開発され利用されることが、真の IT 社会の基盤につながると
言える。
加えてタイムスタンプが IT 社会の基盤となるためには、相互運用性の確保に関
する努力が欠かせない。そして、この相互運用性の中心となるのが、RFC 3161
Time-Stamp Protocol (TSP)ということになる。RFC 3161 は、2001 年 8 月に発
行され、これまでに RFC 3161 に準拠した製品が数多く開発されている。
RFC 3161
自体は、比較的シンプルなプロトコルであり、一見したところ相互運用性の問題
は、少ないように思われるかもしれない。しかし、実際には、RFC 3161 に関連す
る一連の技術を理解することは容易ではなく、多くの製品での相互運用性には、
まだ課題が多い。タイムスタンプがクローズドな環境で使われるだけならば、相
互運用性の問題はクローズアップされることはないが、広く IT 社会の基盤として
使われるためには、相互運用性の確保に関する地道な努力は欠かせない。
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タイムスタンプの標準化は、IETF や、ISO/IEC JTC1 SC27、それから OASIS
等の標準化団体において行われている。このタイムスタンプ、及び、タイムスタ
ンプ・プロトコルは、国を超えて使われるべきものであり国内だけの標準は考え
にくい。十分な技術力を発揮しつつ相互運用性を確保するためには、IETF のよう
な国際的な標準化活動に積極的に参加することも重要であると考えられる。
現在のところ、タイムスタンプを積極的に、電子政府など利用していく動きは、
米国よりも欧州において見られる。欧州では、IT 社会の安全性を重視し、技術標
準のレベルを上げ、それを政府が推奨するといったアプローチが政策レベルで行
われており、その一環として、EU の電子署名指令および電子署名法がある。そし
て電子署名のフレームワーク中の重要なコンポーネントとしてタイムスタンプが
考えられている。欧州の一連に電子署名の動きは、法的な意味を持つ署名という
ことで、欧州における、電子商取引、電子政府などと密接に関係している。例え
ば、医療データの扱いのようなセキュリティ等で利用されるためには、欧州に見
られるように、EU 電子署名指令に基づいたような法制度の整備と連動した標準化
が欠かせない。コンプライアンスが要求される分野においては、技術的な検討以
上に、その運用との関係や法制度との整合性が要求される。
本報告書の調査を通して、もうひとつ重要であると認識したことにセキュリテ
ィフレームワークや、フレームワークを実現するためのミドルウェアの重要性が
ある。セキュリティのミドルウェアは、最終的には、業務アプリケーションなど
から、セキュリティプロトコルなどの複雑さを隠蔽し、実行時のネットワークの
信頼と複雑な相互運用の問題を吸収する。RFC 3161 のクライアントの実装も、決
して簡単ではなく、PKI のフレームワークとしてミドルウェアに取り込まれるべ
きである。昨今のセキュリティ技術は単独で完結するものは少なく、相互に密接
に関係するものが多く、このような開発を行うのは容易ではない。このような傾
向の下で十分に相互運用性の高いミドルウェアを開発して行くには、積極的に標
準化活動に参加することや、相互運用性仕様書や相互運用テストスィートなどを
整備することなどが重要であると考えられる。
タイムスタンプに関する技術を広く伝えていくためには、オープンソースプロ
ジェクトも有効かもしれない。報告書にもある OpenEvidence は、欧州における
研究開発のための資金提供を受けたオープンソースプロジェクトである。オープ
ンソースプロジェクトによる実装が伴った標準化、そして、相互運用可能性確保
の促進は、今後のネットワークセキュリティ分野の標準化のあるべき姿のひとつ
であると考えられる。
冒頭の「2005 年度までに、暗号技術、電子署名等の暗号技術、タイムスタンプ・
プラットフォーム技術、デジタル・アナログ・ハイブリッド保存技術等、電子文
書の長期保存に必要となる基礎技術の研究開発を行う」は、IT 社会の基盤となる
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べき技術の研究開発を行うのが目的であると考えられる。このような研究開発は、
IT 社会の安全を広く確保するため、オープンスタンダードな技術を用い、幅広い
相互運用性の確保を目指すべきである。そうした中で、タイムスタンプが、IT 社
会の安全の一翼を担うために幅広く活用されることが望まれる。
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付録 A

各テストサイトにおける TST のプロファイル比較
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(e) Fst
Ricerca(http://ricerca.fst.it/englishVersion/progetti/firmaDigitale/firmaDigitale.a
sp)

テストサイトの情報
運用団体

Fabbrica Servizi Telematici社(イタリア)

URL

http://ricerca.fst.it/englishVersion/progetti/firmaDigitale/firmaDigitale.asp

運用ポリシー

TCP

ricerca3.fst.it:318

HTTP

http://ricerca3.fst.it:8080/servlet/httptsp.tsa

TSAのアドレス
テストクライアント名

Time-Stamp Client 2.0

TST
Field

Value

version

1

policy

1.3.6.1.4.1.11127.1.1.1
SHA-1

SUPPORTED

MD5

SUPPORTED

RIPEMD

SUPPORTED

MD2

SUPPORTED

messageImprint

serialNumber

16bit以上

genTime
accuracy

*.???Z
seconds

0

millis

500

micros

0

ordering

TRUE

nonce

SUPPORTED

tsa

NONE

extensions

NONE
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TSTに付与される証明書
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

1

signature

sha1WithRSAEncryption
C=IT, ST=Sardegna, L=Cagliari, O=Fst s.r.l., OU=Fst Reserch

issuer

Department, CN=Certification Authority, /Email=orlando.murru@fst.it
notBefore : Dec 12 23:13:14 2001

validity
notAfter

: Dec 10 23:13:14 2011

C=IT, ST=Sardegna, L=Cagliari, O=Fst s.r.l., OU=Fst Reserch

subject

Department, CN=Time Stamp Authority, /Email=orlando.murru@fst.it

subjectPublicKeyInfo

rsaEncryption(1024 bit)

basicConstraints

CA:FALSE

subjectAltName
issuerAltName
Netscape Cert Type
Netscape Comment

OpenSSL Generated Certificate

keyUsage
extendedKeyUsage
subjectKeyIdentifier

TRUE

PKIX-IDKP-TimeStamp
58:d3:f7:72:91:c9:5b:55:82:af:00:1f:16:47:15:63:de:2e:3a:2a:
91:14:de:2a:ab:de:07:59:46:87:aa:2b:7c:f3:44:de:02:ce:26:b5:

authorityKeyIdentifier

[4] C=IT, ST=Sardegna, L=Cagliari, O=Fst s.r.l., OU=Fst Reserch
Department, CN=Certification Authority, /Email=orlando.murru@fst.it
SerialNum : 00

certificatePolicies
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cRLDistributionPoints
authorityInfoAccess
subjectInfoAccess

(f) OpenTSA(http://www.opentsa.org/)

テストサイトの情報
運用団体

OpenTSAプロジェクト

URL

http://www.opentsa.org/

運用ポリシー

TCP

NOT SUPPORTED

TSAのアドレス

http://info.szikszi.hu:8080/tsa

HTTP

https://info.szikszi.hu:8443/tsa

テストクライアント名

tsget

TST
Field

Value

version

1

policy

1.3.6.1.4.1.3029.54.11940.54
SHA-1

SUPPORTED

MD5

SUPPORTED

messageImprint
RIPEMD

NOT SUPPORTED

MD2

NOT SUPPORTED

serialNumber

12bit以上

genTime
accuracy

*Z
seconds

3600

millis

0
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micros

0

ordering

TRUE

nonce

SUPPORTED

tsa

NONE

extensions

NONE

TSTに付与される証明書(その1)
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

9

signature
issuer

sha1WithRSAEncryption
C=IE, ST=Co. Dublin, L=Dublin, O=OpenTSA, CN=OpenTSA
Root CA, /Email=info@opentsa.org
notBefore : Jun 05 04:18:43 2003

validity
notAfter
subject

: Jun 04 04:18:43 2005

C=HU, ST=Co. Bekes, L=Bekescsaba, O=OpenTSA,
CN=OpenTSA Test Service, /Email=info@opentsa.org

subjectPublicKeyInfo

rsaEncryption(1536 bit)

basicConstraints

CA:FALSE

subjectAltName

[1] info@opentsa.org

issuerAltName
Netscape Cert Type
Netscape Comment
keyUsage

digitalSignature, nonRepudiation, (0xc0)
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extendedKeyUsage

TRUE

subjectKeyIdentifier

PKIX-IDKP-TimeStamp
3a:9f:9f:80:d8:6d:4f:a7:95:1b:0f:fd:c2:eb:32:c1:e8:57:f3:cf:
2d:9d:f7:1d:7e:65:77:9a:f4:d9:b4:99:b1:17:3b:c4:2f:c8:ad:a5:
[4] C=IE, ST=Co. Dublin, L=Dublin, O=OpenTSA,

authorityKeyIdentifier

CN=OpenTSA Root CA, /Email=info@opentsa.org
SerialNum : 00
certificatePolicies
cRLDistributionPoints
authorityInfoAccess
subjectInfoAccess

TSTに付与される証明書(その2)
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

0

signature
issuer

sha1WithRSAEncryption
C=IE, ST=Co. Dublin, L=Dublin, O=OpenTSA, CN=OpenTSA
Root CA, /Email=info@opentsa.org
notBefore : Oct 18 05:51:34 2002

validity
notAfter
subject

: Oct 17 05:51:34 2006

C=IE, ST=Co. Dublin, L=Dublin, O=OpenTSA, CN=OpenTSA
Root CA, /Email=info@opentsa.org

subjectPublicKeyInfo

rsaEncryption(2048 bit)

basicConstraints

CA:TRUE

subjectAltName

[1] info@opentsa.org
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issuerAltName
Netscape Cert Type

SSL CA, S/MIME CA, (0x06)

Netscape Comment
keyUsage

keyCertSign, cRLSign (0x06)

extendedKeyUsage
subjectKeyIdentifier

2d:9d:f7:1d:7e:65:77:9a:f4:d9:b4:99:b1:17:3b:c4:2f:c8:ad:a5:
2d:9d:f7:1d:7e:65:77:9a:f4:d9:b4:99:b1:17:3b:c4:2f:c8:ad:a5:
[4] C=IE, ST=Co. Dublin, L=Dublin, O=OpenTSA,

authorityKeyIdentifier

CN=OpenTSA Root CA, /Email=info@opentsa.org
SerialNum : 00
certificatePolicies
cRLDistributionPoints
authorityInfoAccess
subjectInfoAccess

(g) EdelWeb(http://www.edelweb.fr/tsa.html)

テストサイトの情報
運用団体

EdelWeb社(フランス)

URL

http://www.edelweb.fr/tsa.html

運用ポリシー

TCP

TSAのアドレス
HTTP

http://www.edelweb.fr/cgi-bin/service-tsp
https://clepsydre.edelweb.fr/dvcs/service-tsp

テストクライアント名

-

TST
Field

Value
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version

1

policy

1.3.6.1.4.1.5309.1.2.2
SHA-1

SUPPORTED

MD5

NOT SUPPORTED

RIPEMD

NOT SUPPORTED

MD2

NOT SUPPORTED

messageImprint

serialNumber

52bit以上

genTime

*Z

accuracy

seconds

0

millis

0

micros

0

ordering

FALSE

nonce

SUPPORTED

tsa

http://timestamping.edelweb.fr/

extensions

NONE

TSTに付与される証明書(その1)
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

01:02:37:26:03:55:28:15:

signature

Md5WithRSAEncryption

issuer

C=FR, O=EdelWeb S.A., OU=Clepsydre Demonstration Service,
CN=Time Stamping
notBefore : Jun 11 01:20:41 2002

validity
notAfter
subject

: Jun 06 01:20:41 2022

C=FR, O=EdelWeb S.A., OU=Project K7 Illidium Ultraspace
Gas Factory, CN=Experimental Time Stamping Service,

subjectPublicKeyInfo

rsaEncryption(2048 bit)
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basicConstraints
subjectAltName

[6] http://timestamping.edelweb.fr/

issuerAltName
Netscape Cert Type
Netscape Comment
keyUsage
extendedKeyUsage

TRUE

PKIX-IDKP-TimeStamp

subjectKeyIdentifier
authorityKeyIdentifier
certificatePolicies
cRLDistributionPoints
authorityInfoAccess
subjectInfoAccess

http://timestamping.edelweb.fr/cgi-bin/service-tsp

TSTに付与される証明書(その2)
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

01:02:37:24:46:65:11:78:

signature

sha1WithRSAEncryption

issuer

C=FR, O=EdelWeb S.A., OU=Clepsydre Demonstration Service,
CN=Time Stamping
notBefore : Jun 11 00:54:32 2002

validity
notAfter
subject

: Jun 06 00:54:32 2022

C=FR, O=EdelWeb S.A., OU=Clepsydre Demonstration Service,
CN=Time Stamping Authority,

subjectPublicKeyInfo

rsaEncryption(2048 bit)

basicConstraints
subjectAltName
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issuerAltName
Netscape Cert Type
Netscape Comment
keyUsage
extendedKeyUsage
subjectKeyIdentifier
authorityKeyIdentifier
certificatePolicies
cRLDistributionPoints
authorityInfoAccess
subjectInfoAccess

(h) TORSEC(http://security.polito.it/ts/)

テストサイトの情報
運用団体

トリノ工科大学(イタリア)

URL

http://security.polito.it/ts/

運用ポリシー

TCP

tsp.test.polito.it:318

TSAのアドレス
HTTP

-

テストクライアント名

-

TST
Field

Value

version

1

policy

0.0

messageImprint

SHA-1

SUPPORTED
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MD5

SUPPORTED

RIPEMD

SUPPORTED

MD2

NOT SUPPORTED

serialNumber

16bit以上

genTime

*Z

accuracy

seconds

NONE

millis

NONE

micros

NONE

ordering

TRUE

nonce

SUPPORTED

tsa

cn=Test TSA, o=Politecnico di Torino, cn=IT

extensions

NONE

TSTに付与される証明書(その１)
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

0

signature

md5WithRSAEncryption

issuer

O=EuroPKI, CN=EuroPKI Root Certification Authority,
notBefore : Dec 30 02:30:39 1999

validity
notAfter
subject

O=EuroPKI, CN=EuroPKI Root Certification Authority,

subjectPublicKeyInfo
basicConstraints

: Dec 31 21:00:00 2010

rsaEncryption(2048 bit)
TRUE

CA:TRUE

subjectAltName
issuerAltName
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Netscape Cert Type
Netscape Comment
keyUsage

TRUE

digitalSignature, nonRepudiation, keyCertSign, cRLSign (0xc6)

extendedKeyUsage
subjectKeyIdentifier

8c:dc:8b:b1:a5:4a:90:e7:4e:88:73:18:3c:9d:d5:5e:7e:e4:b2:cd:

authorityKeyIdentifier

8c:dc:8b:b1:a5:4a:90:e7:4e:88:73:18:3c:9d:d5:5e:7e:e4:b2:cd:

certificatePolicies
cRLDistributionPoints
authorityInfoAccess
subjectInfoAccess

TSTに付与される証明書(その2)
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

11

signature
issuer

sha1WithRSAEncryption
O=EuroPKI, CN=EuroPKI Root Certification Authority,
notBefore : Dec 12 19:00:00 2001

validity
notAfter
subject

: Dec 31 19:00:00 2006

C=IT, O=EuroPKI, CN=EuroPKI Italian Certification Authority,

subjectPublicKeyInfo

rsaEncryption(2048 bit)

basicConstraints

CA:TRUE

subjectAltName
issuerAltName
Netscape Cert Type
Netscape Comment
keyUsage

Issued under policy: http://www.europki.org/ca/root/cps/1.1/
digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment,
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dataEncipherment, keyCertSign, cRLSign (0xf6)
extendedKeyUsage
subjectKeyIdentifier

aa:3c:13:c9:49:0b:5c:cd:b8:d3:20:e0:c5:95:97:33:33:5d:24:13:

authorityKeyIdentifier

8c:dc:8b:b1:a5:4a:90:e7:4e:88:73:18:3c:9d:d5:5e:7e:e4:b2:cd:
policyID = 1.3.6.1.4.1.5255.1.1.1
qualifierID = pkix-id-qt CPSurl

certificatePolicies

qualifier =
http://www.europki.org/ca/root/cps/1.1//ca/root/crl/crl.der

cRLDistributionPoints

[6] http://www.europki.org/ca/root/crl/crl.der
accessMethod : id-ad ocsp

authorityInfoAccess

[6] http://ocsp.europki.org:8026

subjectInfoAccess

TSTに付与される証明書(その3)
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber
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signature

sha1WithRSAEncryption
C=IT, O=Politecnico di Torino, CN=Politecnico di Torino

issuer

Certification Authority,
notBefore : May 16 20:00:00 2002
validity
notAfter
subject

C=IT, O=Politecnico di Torino, CN=Test TSA,

subjectPublicKeyInfo
basicConstraints

: Dec 31 18:00:00 2003

rsaEncryption(1024 bit)
TRUE

CA:FALSE

subjectAltName

[2] tsp.test.polito.it

issuerAltName
Netscape Cert Type
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Netscape Comment
keyUsage

nonRepudiation, (0x40)

extendedKeyUsage

TRUE

PKIX-IDKP-TimeStamp

subjectKeyIdentifier

2a:97:f9:ef:b8:df:08:a2:32:9f:0a:ec:82:ee:5f:89:87:79:ce:21:

authorityKeyIdentifier

f4:0c:6d:6d:9e:5f:4c:62:56:39:81:e0:de:f9:8f:2f:37:a0:84:c5:
policyID = 1.3.6.1.4.1.5255.1.1.1
qualifierID = pkix-id-qt CPSurl
qualifier = http://www.europki.org/ca/root/cps/1.1/
policyID = 1.3.6.1.4.1.5255.2.1.1

certificatePolicies

qualifierID = pkix-id-qt CPSurl
qualifier = http://www.europki.org/ca/it/cps/1.1/
policyID = 1.3.6.1.4.1.2786.1.2.1
qualifierID = pkix-id-qt CPSurl
qualifier = http://ca.polito.it/cps/2.1/

cRLDistributionPoints

[6] http://ca.polito.it/crl02/crl.der
accessMethod : id-ad ocsp
accessLocation : [6] http://ocsp.europki.org:8026

authorityInfoAccess

accessMethod : id-ad caIssuers
accessLocation : [6] http://www.europki.org/ca/it/
subjectInfoAccess

TSTに付与される証明書(その4)
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

360

signature
issuer

sha1WithRSAEncryption
C=IT, O=EuroPKI, CN=EuroPKI Italian Certification Authority,
notBefore : Dec 14 19:00:00 2001

validity
notAfter
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C=IT, O=Politecnico di Torino, CN=Politecnico di Torino

subject

Certification Authority,

subjectPublicKeyInfo
basicConstraints

rsaEncryption(2048 bit)
TRUE

CA:TRUE

subjectAltName
issuerAltName
Netscape Cert Type
Issued under policies:
Netscape Comment

http://www.europki.org/ca/root/cps/1.1/
http://www.europki.org/ca/it/cps/1.1/

keyUsage

digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment,
dataEncipherment, keyCertSign, cRLSign (0xf6)

extendedKeyUsage
subjectKeyIdentifier
authorityKeyIdentifier

f4:0c:6d:6d:9e:5f:4c:62:56:39:81:e0:de:f9:8f:2f:37:a0:84:c5:
aa:3c:13:c9:49:0b:5c:cd:b8:d3:20:e0:c5:95:97:33:33:5d:24:13:
policyID = 1.3.6.1.4.1.5255.1.1.1
qualifierID = pkix-id-qt CPSurl

certificatePolicies

qualifier = http://www.europki.org/ca/root/cps/1.1/
policyID = 1.3.6.1.4.1.5255.2.1.1
qualifierID = pkix-id-qt CPSurl
qualifier = http://www.europki.org/ca/it/cps/1.1/

cRLDistributionPoints

[6] http://www.europki.org/ca/it/crl02/crl.der
accessMethod : id-ad ocsp

authorityInfoAccess

accessLocation : [6] http://ocsp.europki.org:8026
accessMethod : id-ad caIssuers
accessLocation : [6] http://www.europki.org

subjectInfoAccess

(i) C&A(http://www.com-and.com/products/TSA_atest.html)

テストサイトの情報
運用団体

C&A社(イタリア)
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URL

http://www.com-and.com/products/TSA_atest.html

運用ポリシー

TCP

195.223.2.6:3318

TSAのアドレス
HTTP
テストクライアント名

http://195.223.2.6:8080/timestamp
-

TST
Field

Value

version

1

policy

0.4.0.1.1.1
SHA-1

SUPPORTED

MD5

SUPPORTED

RIPEMD

SUPPORTED

messageImprint
MD2

NOT SUPPORTED

serialNumber

16bit以上

genTime

*.???Z

accuracy

seconds

0

millis

500

micros

0

ordering

FALSE

nonce

SUPPORTED

tsa

NONE

extensions

NONE

TSTに付与される証明書(その1)
Field

Critical

Value

252

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

version

v3

serialNumber

1

signature

sha1WithRSAEncryption
C=IT, ST=Milano, L=Cinisello Balsamo, O=C&A, OU=Devel,

issuer

CN=TSA Root,
notBefore : Jul 22 02:08:07 2003
validity
notAfter
subject

: May 17 02:08:07 2004

C=IT, ST=Milano, O=C&A, OU=Devel, CN=Interop Test TSA,

subjectPublicKeyInfo

rsaEncryption(1024 bit)

basicConstraints

CA:FALSE

subjectAltName
issuerAltName
Netscape Cert Type
Netscape Comment
keyUsage
extendedKeyUsage
subjectKeyIdentifier

digitalSignature, nonRepudiation, (0xc0)
TRUE

PKIX-IDKP-TimeStamp
07:ad:c3:13:cf:28:9d:b1:e1:68:73:24:16:c7:a4:55:de:5a:d1:09:
4d:0a:ef:52:5a:a2:e1:c7:91:45:9d:95:f1:6f:aa:a9:e1:fa:ee:6d:

authorityKeyIdentifier

[4] C=IT, ST=Milano, L=Cinisello Balsamo, O=C&A,
OU=Devel, CN=TSA Root,
SerialNum : 00

certificatePolicies
cRLDistributionPoints
authorityInfoAccess
subjectInfoAccess

253

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

TSTに付与される証明書(その2)
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

0

signature

sha1WithRSAEncryption
C=IT, ST=Milano, L=Cinisello Balsamo, O=C&A, OU=Devel,

issuer

CN=TSA Root,
notBefore : Jul 22 02:06:20 2003

validity
notAfter

C=IT, ST=Milano, L=Cinisello Balsamo, O=C&A, OU=Devel,

subject

CN=TSA Root,

subjectPublicKeyInfo
basicConstraints

: Jul 21 02:06:20 2004

rsaEncryption(2048 bit)
TRUE

CA:TRUE

subjectAltName
issuerAltName
Netscape Cert Type
Netscape Comment
keyUsage

keyCertSign, cRLSign (0x06)

extendedKeyUsage
subjectKeyIdentifier

4d:0a:ef:52:5a:a2:e1:c7:91:45:9d:95:f1:6f:aa:a9:e1:fa:ee:6d:
4d:0a:ef:52:5a:a2:e1:c7:91:45:9d:95:f1:6f:aa:a9:e1:fa:ee:6d:

authorityKeyIdentifier

[4] C=IT, ST=Milano, L=Cinisello Balsamo, O=C&A,
OU=Devel, CN=TSA Root,
SerialNum : 00

certificatePolicies
cRLDistributionPoints
authorityInfoAccess
subjectInfoAccess
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(j) AEC TrustPort TimeStamp
Authority(http://www.trustport.cz/?content=tsa)

テストサイトの情報
運用団体

AEC社(チェコ共和国)

URL

http://www.trustport.cz/?content=tsa

運用ポリシー

http://www.trustport.cz/pub/TSA_policy.pdf
TCP

-

TSAのアドレス
HTTP

http://time.trustport.cz:8000/

テストクライアント名

AEC TS Client

TST
Field

Value

version

1

policy

1.3.6.1.4.1.4022.1.2.2.1
SHA-1

SUPPORTED

MD5

SUPPORTED

RIPEMD

SUPPORTED

MD2

SUPPORTED

messageImprint

serialNumber

72bit以上

genTime
accuracy

*Z
seconds

NONE

millis

NONE

micros

NONE
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ordering

FALSE

nonce

SUPPORTED

tsa

NONE

extensions

NONE

TSTに付与される証明書
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

02:54:1c:ac:e3:

signature

sha1WithRSAEncryption
CN=AEC TP TSA Certificate, Phone=00420541235466,

issuer

2.5.4.16=Bayerova 799/30, Brno, 602 00, C=CZ,
/Email=info@aec.czO=AEC, spol. s r.o., OU=Certification
Authority,
notBefore : Mar 03 21:38:13 2003

validity
notAfter

: Mar 02 21:38:12 2007

CN=time.trustport.cz, OU=TimeStamp Authority, O=AEC, spol.
subject

s r.o., /Email=info@aec.cz, STREET=Bayerova 799/30, L=Brno,
C=CZ,

subjectPublicKeyInfo

rsaEncryption(1024 bit)

basicConstraints
subjectAltName
issuerAltName
Netscape Cert Type
Netscape Comment
keyUsage

digitalSignature, nonRepudiation, (0xc0)
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extendedKeyUsage

TRUE

PKIX-IDKP-TimeStamp

subjectKeyIdentifier

df:9b:57:a5:c0:58:0f:e1:dc:fc:0b:52:b8:91:e2:65:

authorityKeyIdentifier

37:02:ad:59:1a:2d:19:fd:79:7e:6f:6b:35:4c:65:d8:
policyID = 1.3.6.1.4.1.4022.1.0

certificatePolicies

qualifierID = pkix-id-qt CPSurl
qualifier = https://www.trustport.cz/cp/cptrustport.pdf

cRLDistributionPoints

http://www.trustport.cz/crl/10001.crl

authorityInfoAccess
subjectInfoAccess

(k) SII タイムスタンプ体験サイト(http://www.sii.co.jp/ni/tss/trial/TSA.html)

テストサイトの情報
運用団体

セイコーインスツルメンツ株式会社(日本)

URL

http://www.sii.co.jp/ni/tss/trial/TSA.html

運用ポリシー

http://www.sii.co.jp/ni/repository/chronoTA_kitei_1_2.pdf
TCP

非公開

HTTP

非公開

TSAのアドレス
テストクライアント名

タイムスタンプ体験サイト・クライアントプログラム

TST
Field

Value

version

1

policy

0.2.440.200125.1.3.2

messageImprint

SHA-1

SUPPORTED
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MD5

NOT SUPPORTED

RIPEMD

NOT SUPPORTED

MD2

NOT SUPPORTED

serialNumber

20bit以上

genTime

*.???Z

accuracy

seconds

0

millis

500

micros

0

ordering

FALSE

nonce

SUPPORTED
cn=DemoTSSonSII, ou=Chronotrust, o=SeikoInstrumentsInc,

tsa

c=JP
extensions

NONE

TSTに付与される証明書(その１)
Field

Critical

Value

version

v3

serialNumber

3d:39:03:45:

signature
issuer

sha1WithRSAEncryption
CN=SIIChronotrustCA, OU=Chronotrust,
O=SeikoInstrumentsInc, C=JP
notBefore : Jul 29 15:07:19 2002

validity
notAfter
subject

: Jul 29 15:37:19 2006

CN=DemoTSSonSII, OU=Chronotrust, O=SeikoInstrumentsInc,
C=JP

subjectPublicKeyInfo

rsaEncryption(1024 bit)
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basicConstraints

CA:FALSE

subjectAltName
issuerAltName
Netscape Cert Type
Netscape Comment
keyUsage

digitalSignature (80)

extendedKeyUsage

PKIX-IDKP-TimeStamp

subjectKeyIdentifier

ae:e9:eb:0f:eb:12:70:e5:cd:f3:68:c6:b9:fa:d4:f9:ea:89:30:44:

authorityKeyIdentifier

77:73:78:ab:b7:e2:a4:3a:96:41:ef:cf:3a:f2:e8:a2:07:72:b0:71:

certificatePolicies
cRLDistributionPoints

policyID = 0.2.440.200125.1.1.2
CN=CRL1, CN=SIIChronotrustCA, OU=Chronotrust,
O=SeikoInstrumentsInc, C=JP

authorityInfoAccess
subjectInfoAccess
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付録 B

PKIX TSP Interoperability Testing Draft
※本資料は、2002 年 2 月に Denis Pinkas 氏によって作成されたものである。このドラフトでは、
RFC 3161 の中で MAY、SHALL、SHOULD、MUST もしくは REQUIRED として明示された
77 項目の仕様・要求が列挙されている。

260

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

Extract from:

RFC 2026 Internet Standards Process (Best Current Practice) October 1996

4.1.2

Draft Standard

A specification from which at least two independent and interoperable
implementations from different code bases have been developed, and
for which sufficient successful operational experience has been
obtained, may be elevated to the "Draft Standard" level.

For the

purposes of this section, "interoperable" means to be functionally
equivalent or interchangeable components of the system or process in
which they are used.

If patented or otherwise controlled technology

is required for implementation, the separate implementations must
also have resulted from separate exercise of the licensing process.
Elevation to Draft Standard is a major advance in status, indicating
a strong belief that the specification is mature and will be useful.

The requirement for at least two independent and interoperable
implementations applies to all of the options and features of the
specification.

In cases in which one or more options or features

have not been demonstrated in at least two interoperable
implementations, the specification may advance to the Draft Standard
level only if those options or features are removed.

The Working Group chair is responsible for documenting the specific
implementations which qualify the specification for Draft or Internet
Standard status along with documentation about testing of the
interoperation of these implementations.

The documentation must

include information about the support of each of the individual
options and features.

This documentation should be submitted to the

Area Director with the protocol action request. (see Section 6)

A Draft Standard must be well-understood and known to be quite
stable, both in its semantics and as a basis for developing an
implementation.

A Draft Standard may still require additional or

more widespread field experience, since it is possible for
implementations based on Draft Standard specifications to demonstrate

261

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

unforeseen behavior when subjected to large-scale use in production
environments.

A Draft Standard is normally considered to be a final specification,
and changes are likely to be made only to solve specific problems
encountered.

In most circumstances, it is reasonable for vendors to

deploy implementations of Draft Standards into a disruption sensitive
environment.

========================================================================

Internet X.509 Public Key Infrastructure
Time-Stamp Protocol (TSP)
Interoperability testing

CLIENT

Upon receiving the response (which is or includes a TimeStampResp
that normally contains a TimeStampToken (TST), as defined below),
[1]

the requesting entity SHALL verify the status error returned in the

[2]

response and if no error is present it SHALL verify the various
fields contained in the TimeStampToken and the validity of the

[3]

digital signature of the TimeStampToken.

[4]

In particular, it SHALL verify that what was time-stamped
corresponds to what was requested to be time-stamped.

[5]

The requester SHALL verify that the TimeStampToken contains the
correct certificate identifier of the TSA,

[6]

the correct data imprint

[7]

and the correct hash algorithm OID.

[8]

It SHALL then verify the timeliness of the response by verifying either
the time included in the response against a local trusted time

[9]

reference, if one is available, or the value of the nonce (large
random number with a high probability that it is generated by the
client only once) included in the response against the value included
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in the request.

[10] If any of the verifications above fails, the TimeStampToken SHALL be
rejected.

[11] Then, the client application SHOULD check the policy field to
determine whether or not the policy under which the token was issued
is acceptable for the application.

2.4.1. Request Format

A time-stamping request is as follows:

TimeStampReq ::= SEQUENCE
version

{
INTEGER

messageImprint

{ v1(1) },

MessageImprint,

--a hash algorithm OID and the hash value of the data to be
--time-stamped
reqPolicy

TSAPolicyId

OPTIONAL,

nonce

INTEGER

OPTIONAL,

certReq

BOOLEAN

DEFAULT FALSE,

extensions

[0] IMPLICIT Extensions

OPTIONAL

}

The version field (currently v1) describes the version of the TimeStamp request.

[12] The messageImprint field SHOULD contain the hash of the datum to be
time-stamped.

The hash is represented as an OCTET STRING.

Its

length MUST match the length of the hash value for that algorithm
(e.g., 20 bytes for SHA-1 or 16 bytes for MD5).

MessageImprint ::= SEQUENCE

{

hashAlgorithm

AlgorithmIdentifier,

hashedMessage

OCTET STRING

}

[13] The hash algorithm indicated in the hashAlgorithm field SHOULD be a
known hash algorithm (one-way and collision resistant).
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[14]

The reqPolicy field, if included, indicates the TSA policy under
which the TimeStampToken SHOULD be provided.

TSAPolicyId is defined

as follows:

TSAPolicyId ::= OBJECT IDENTIFIER

The nonce, if included, allows the client to verify the timeliness of
the response when no local clock is available.

The nonce is a large

random number with a high probability that the client generates it
only once (e.g., a 64 bit integer).

In such a case the same nonce

value MUST be included in the response by the server, otherwise the
[15] response SHALL be rejected by the client.

The extensions field is a generic way to add additional information
to the request in the future.

Extensions is defined in [RFC 2459].

If an extension, whether it is marked critical or not critical, is
used by a requester but is not recognized by a time-stamping server,
[16] the server SHALL not issue a token and
[17] SHALL return a failure (unacceptedExtension).

[18] Conforming time-stamping requesters MUST be able to recognize
[19] version 1 time-stamp tokens with all the optional fields present,
but are not mandated to understand the semantics of any extension,
if present.

[20] Compliant clients MUST generate an error if [PKIStatus] values it
does not understand are present.

[21] Compliant clients MUST generate an error if [PKIFailureInfo] values
it does not understand are present.

SERVER

2.1. Requirements of the TSA

The TSA is REQUIRED:
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[22] 1. to use a trustworthy source of time.

[23] 2. to include a trustworthy time value for each time-stamp token.

[24] 3. to include a unique integer for each newly generated time-stamp
token.

[25] 4. to produce a time-stamp token upon receiving a valid request
from the requester, when it is possible.

[26] 5. to include within each time-stamp token an identifier to
uniquely indicate the security policy under which the token was
created.

[27] 6. to only time-stamp a hash representation of the datum, i.e., a
data imprint associated with a one-way collision resistant
hash-function uniquely identified by an OID.

[28] 7. to examine the OID of the one-way collision resistant hashfunction and to verify that the hash value length is consistent
with the hash algorithm.

[29] 8. not to examine the imprint being time-stamped in any way (other
than to check its length, as specified in the previous bullet).

[30] 9. not to include any identification of the requesting entity in
the time-stamp tokens.

[31] 10. to sign each time-stamp token using a key generated exclusively
for this purpose and have this property of the key indicated on
the corresponding certificate.

[32] 11. to include additional information in the time-stamp token, if
asked by the requester using the extensions field, only for the
extensions that are supported by the TSA.

If this is not

possible, the TSA SHALL respond with an error message.

2.3. Identification of the TSA
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[33] The TSA MUST sign each time-stamp message with a key reserved
specifically for that purpose.

[34] The corresponding certificate MUST contain only one instance of the
extended key usage field extension as defined in [RFC2459] Section
4.2.1.13 with KeyPurposeID having value:

[35] id-kp-timeStamping.

This extension MUST be critical.

2.4.2. Response Format

A time-stamping response is as follows:

TimeStampResp ::= SEQUENCE
status

{

PKIStatusInfo,

timeStampToken

TimeStampToken

OPTIONAL

}

The status is based on the definition of status in section 3.2.3
of [RFC2510] as follows:

PKIStatusInfo ::= SEQUENCE {
status
statusString
failInfo

PKIStatus,
PKIFreeText
PKIFailureInfo

OPTIONAL,
OPTIONAL

}

[36] When the status contains the value zero or one, a TimeStampToken MUST
be present.

When status contains a value other than zero or one, a

[37] TimeStampToken MUST NOT be present.

One of the following values

[38] MUST be contained in status:

PKIStatus ::= INTEGER {
granted

(0),

-- when the PKIStatus contains the value zero a TimeStampToken, as
requested, is present.
grantedWithMods

(1),

-- when the PKIStatus contains the value one a TimeStampToken,
with modifications, is present.
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rejection

(2),

waiting

(3),

revocationWarning

(4),

-- this message contains a warning that a revocation is
-- imminent
revocationNotification (5)
-- notification that a revocation has occurred

}

[39] Compliant servers SHOULD NOT produce any other values.

When the TimeStampToken is not present, the failInfo indicates the
[40] reason why the time-stamp request was rejected and MUST be one of the
following values.

PKIFailureInfo ::= BIT STRING {
badAlg

(0),

-- unrecognized or unsupported Algorithm Identifier
badRequest

(2),

-- transaction not permitted or supported
badDataFormat

(5),

-- the data submitted has the wrong format
timeNotAvailable

(14),

-- the TSA's time source is not available
unacceptedPolicy

(15),

-- the requested TSA policy is not supported by the TSA
unacceptedExtension (16),
-- the requested extension is not supported by the TSA
addInfoNotAvailable (17)
-- the additional information requested could not be understood
-- or is not available
systemFailure

(25)

-- the request cannot be handled due to system failure

}

These are the only values of PKIFailureInfo that SHALL be supported.

[41] Compliant servers SHOULD NOT produce any other values.

[42] The statusString field of PKIStatusInfo MAY be used to include reason

267

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

text such as "messageImprint field is not correctly formatted".

A TimeStampToken is as follows.

It is defined as a ContentInfo

[43] ([CMS]) and SHALL encapsulate a signed data content type.

TimeStampToken ::= ContentInfo
-- contentType is id-signedData ([CMS])
-- content is SignedData ([CMS])

The fields of type EncapsulatedContentInfo of the SignedData
construct have the following meanings:

eContentType is an object identifier that uniquely specifies the
content type.

For a time-stamp token it is defined as:

id-ct-TSTInfo

OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2)

us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-9(9) smime(16) ct(1) 4}

eContent is the content itself, carried as an octet string.
[44] The eContent SHALL be the DER-encoded value of TSTInfo.

[45] The time-stamp token MUST NOT contain any signatures other than the
signature of the TSA.

The certificate identifier (ESSCertID) of the

[46] TSA certificate MUST be included as a signerInfo attribute inside a
SigningCertificate attribute.

TSTInfo ::= SEQUENCE

{

version

INTEGER

policy

TSAPolicyId,

messageImprint

{ v1(1) },

MessageImprint,

-- MUST have the same value as the similar field in
-- TimeStampReq
serialNumber

INTEGER,

-- Time-Stamping users MUST be ready to accommodate integers
-- up to 160 bits.
genTime

GeneralizedTime,

accuracy

Accuracy

ordering

BOOLEAN

OPTIONAL,
DEFAULT FALSE,
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nonce

INTEGER

OPTIONAL,

-- MUST be present if the similar field was present
-- in TimeStampReq.

In that case it MUST have the same value.

tsa

[0] GeneralName

extensions

OPTIONAL,

[1] IMPLICIT Extensions

OPTIONAL

}

The version field (currently v1) describes the version of the timestamp token.

[47] Conforming time-stamping servers MUST be able to provide version 1
time-stamp tokens.

[48] Among the optional fields, only the nonce field MUST be supported.

[49] The policy field MUST indicate the TSA's policy under which the
response was produced.

If a similar field was present in the

[50] TimeStampReq, then it MUST have the same value, otherwise an error
[51] (unacceptedPolicy) MUST be returned.

[52] The messageImprint MUST have the same value as the similar field in
TimeStampReq, provided that the size of the hash value matches the
expected size of the hash algorithm identified in hashAlgorithm.

[53] The Time Stamp Authority SHOULD check whether or not the given
hash algorithm is known to be "sufficient" (based on the current
state of knowledge in cryptanalysis and the current state of the
art in computational resources, for example).

If the TSA does not

recognize the hash algorithm or knows that the hash algorithm is
weak (a decision left to the discretion of each individual TSA),
[54] then the TSA SHOULD refuse to provide the time-stamp token by
returning a pkiStatusInfo of 'bad_alg'.

The serialNumber field is an integer assigned by the TSA to each
[55] TimeStampToken.

It MUST be unique for each TimeStampToken issued by

a given TSA (i.e., the TSA name and serial number identify a unique
[56] TimeStampToken).

It should be noticed that the property MUST be

preserved even after a possible interruption (e.g., crash) of the
service.

269

タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査

[57] GeneralizedTime values MUST include seconds.

However, when there is

no need to have a precision better than the second, then
[58] GeneralizedTime with a precision limited to one second SHOULD be used
(as in [RFC 2459]).

[59] The encoding MUST terminate with a "Z" (which means "Zulu" time). The
[60] decimal point element, if present, MUST be the point option ".". The
[61] fractional-seconds elements, if present, MUST omit all trailing 0's;
[62] if the elements correspond to 0, they MUST be wholly omitted, and the
[63] decimal point element also MUST be omitted.

accuracy represents the time deviation around the UTC time contained
in GeneralizedTime.

Accuracy ::= SEQUENCE {
seconds

INTEGER

OPTIONAL,

millis

[0] INTEGER

(1..999)

OPTIONAL,

micros

[1] INTEGER

(1..999)

OPTIONAL

}

If either seconds, millis or micros is missing, then a value of zero
[64] MUST be taken for the missing field.

[65] When the accuracy optional field is not present, then the accuracy
may be available through other means, e.g., the TSAPolicyId.

[66] If the ordering field is missing, or
[67] if the ordering field is present and set to false, then the genTime
field only indicates the time at which the time-stamp token has been
created by the TSA.

[68] If the ordering field is present and set to true, every time-stamp
token from the same TSA can always be ordered based on the genTime
field, regardless of the genTime accuracy.

[69] The nonce field MUST be present if it was present in the
[70] TimeStampReq. In such a case it MUST equal the value provided in the
TimeStampReq structure.
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The purpose of the tsa field is to give a hint in identifying the
[71] name of the TSA.

If present, it MUST correspond to one of the

subject names included in the certificate that is to be used to
verify the token.

If the certReq field is present and set to true, the TSA's public key
certificate that is referenced by the ESSCertID identifier inside a
[72] SigningCertificate attribute in the response MUST be provided by the
TSA in the certificates field from the SignedData structure in that
response.

[73] If the certReq field is missing or if the certReq field is present
and set to false then the certificates field from the SignedData
structure MUST not be present in the response.

3. Transports

There is no mandatory transport mechanism for TSA messages in this
document.

The mechanisms described below are optional;

[74] 3.1. Time-Stamp Protocol Using E-mail
[75] 3.2. File Based Protocol
[76] 3.3. Socket Based Protocol
[77] 3.4. Time-Stamp Protocol via HTTP

[Note at least one much be supported !]

271

