
README-j.txt
-------------------------------------------------------------
  NAREGI CA ver2.2 README
-------------------------------------------------------------

  目次

  1. インストール
    1.1 動作環境
    1.2 コンパイルとインストール

  2. CA・RA構築
    2.1 新規CA構築(CAサーバ登録あり)
      2.1.1 HSM利用手順
    2.2 新規CA構築(CAサーバ登録なし)
    2.3 新規RA構築(RAサーバ登録あり) 
    2.4 PKCS#12指定CA構築
    2.5 CA証明書の更新
    2.6 aica.cnfの設定
      2.6.1 general infoの設定
      2.6.2 CAd の設定
      2.6.3 default CAの設定
      2.6.4 CRL Publisher の設定
      2.6.5 RAd の設定
      2.6.6 RAd RegInfo の設定
      2.6.7 default subjectの設定

  3. CA・RAサーバの運用
    3.1 CAサーバの起動と停止
    3.2 CRL Publisherの起動と停止
    3.3 Web Enrollの設定
    3.4 Web Enrollの起動と停止
    3.5 RAサーバの起動と停止
    3.6 更新通知の起動と停止
    3.7 リモートアクセスの設定
    3.8 SSLサーバ証明書自動生成
    3.9 CA・RAデータバックアップ

  4.CA運用
    4.1 証明書要求作成
    4.2 証明書発行
      4.2.1 証明書要求への発行
      4.2.2 証明書の更新
      4.2.3 シリアルナンバ指定発行
      4.2.4 CSVを使用した一括大量発行
    4.3 CRL発行
    4.4 CA 情報の表示
    4.5 CA 情報の更新
      4.5.1 証明書の失効
      4.5.2 証明書、CRLの期間変更
      4.5.3 証明書拡張情報の変更
      4.5.4 証明書プロファイルの追加、削除
    4.6 オペレータの追加と削除

  5. その他のアプリケーション
    5.1 certconv
    5.2 certview

ページ(1)



README-j.txt
    5.3 aistore
    5.4 certvfy
    5.5 asn1view
    5.6 aira オフラインCA用コマンド

-------------------------------------------------------------

1. インストール
  1.1 動作環境
    本アプリケーションはソースファイルにて配布されるため、UNIX上で
    コンパイルが可能ならば、下記のOSで動作します。
    ・現在の所、Turbo Linux6.5, Miracle Linux2.1, RedHat 7.2, 8
      Solaris2.8(x86), FreeBSD4.3(x86) で動作確認済み。
    ・コンパイラはどれも gcc を使用。
    ・WEBエンロール機能を使用するため、GD Graphics Library 2.0以降が
      必要です。

  1.2 コンパイルとインストール
    configure を使用して、コンパイラやインストール先を指定します。
    まず、入手した圧縮ファイルを解凍します。
     例)ファイル名が naregi-ca-2.2.tar.gz の場合
 bash$ gtar zxvf naregi-ca-2.2.tar.gz

    解凍が済んだら、解凍先のディレクトリへ移動して、下記のコマンドを実行し
    ます。
 bash$ ./configure --prefix=/usr/local/naregi-ca --with-lang=jp

    WEBエンロール環境に日本語を使う場合は --with-lang=jp を、英語の場合は
    オプションなしで configure を実行します。
    configure によって、それぞれのディレクトリに Makefile が生成されたら
    make を実行してコンパイルをします。
        bash$ make
        bash$ make install
 bash$ make clean

    上記のように一般的なコンパイル・インストール手順を利用できます。
    インストール先は、configure のオプションである prefix になります。
    すなわち、上記の例の場合、/usr/local/naregi-ca のディレクトリの内部に
    bin lib include store templates ratemplates が自動的に作成されます。

2. CA構築
  2.1 新規CA構築(CAサーバ登録あり)
    インストールが終了すると、CAの構築を行う"aisetup.sh"の実行を勧められます。
    これに従い、新しいCAを構築してください。
    aisetup.sh を実行する場合、引き数にCA名が必要です。下記の例では、"testca"
    がこれにあたります。

    ステップ1では、新たに作成するCAのマスタパスワードを入力します。
        bash$ aisetup.sh -keysize 2048 -days 3650 testca
        ===========================================
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          Registration of Certification Authority
        ===========================================
        Step 1. initialize CA Master Password.
          * this password will be used for CA private key encryption or
          * HSM login password. Also, "CAOperator" private key in the
          * NAREGI CA certificate store will be encrypted with this password.

        Input Master Passwd : （パスワードを入力）
        Verify - Input Master Passwd : （パスワードを入力）

    ステップ2では、秘密鍵の生成と証明書サブジェクトの入力を行います。
    CA証明書の拡張情報を設定する場合は、modify CA certificate extension
    を"y"にします。入力に問題がなければ、ルート証明書を作成します。
        Step 2. create a new Certificate Authority
          * create a new Certificate Authority for the CA server.
          * CA information files are placed in :
          *   /usr/local/naregi-ca/testca

        generate private key (size 2048 bit)
        .....................................o
        ...............................o

        input Distinguished Name (DN).
        select directory tag (input number)
        (1.C, 2.ST, 3.L, 4.O, 5.OU, 6.CN, 7.Email, 8.Quit)[1]:
        Country [JP]: JP
        select directory tag (input number)
        (1.C, 2.ST, 3.L, 4.O, 5.OU, 6.CN, 7.Email, 8.Quit)[4]: 4
        Organization [my organization]:
        select directory tag (input number)
        (1.C, 2.ST, 3.L, 4.O, 5.OU, 6.CN, 7.Email, 8.Quit)[5]: 5
        Organization Unit [business unit]:
        select directory tag (input number)
        (1.C, 2.ST, 3.L, 4.O, 5.OU, 6.CN, 7.Email, 8.Quit)[8]:

        do you modify CA certificate extension ? (y/n)[n]: n

        Certificate DATA:
          serial number : 1
          issuer :
            C=JP, O=my organization, OU=business unit,
          subject:
            C=JP, O=my organization, OU=business unit,
          notBefore: Nov 28 16:00:04 2003
          notAfter : Nov 25 16:00:04 2013

        do you sign here ? (y/n)[y]: y
        now signing ..
        .........oo
        oo
        Update CA information.

    ステップ3では、CAサーバの設定ファイルであるaica.cnfの更新を行います。
    この更新はスクリプトによって自動的に行われ、ユーザに対して入力は要求されません。
        Step 3. CA Server registration
          * new Certificate Authority is created successfully.
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          * now this CA will be registerd into the CA Server.
          * if you want to change default setting, you can do it
          * manually by editing aica.cnf file with text editor.
          * aica.cnf file is placed in :
          *   /usr/local/naregi-ca/lib/aica.cnf

        import a file to the store successfully.
        success to register a CA : testca
        success to register a CRL Publisher : /usr/local/naregi-ca/testca
        success to unregister RAd RegInfo : dummy
        success to register a RAd RegInfo: localhost:testca
        -----------------------------------------------------------------
        CA server registration is finished successfully.

    CAの構築に成功すると、aicad コマンドを入力してCAサーバの動作テストを行うように
    要求されますので、aicad コマンドを実行します。下記のようにCAサーバの起動を確認
    します。
        bash$ aicad
        ## Boot the CA Server : input master password for each CA ##
        read config file.
        port=11411,listen=5
        ssl=1,req=1,vfy=9
        read server certificate : O=yume.dbg.bs1.fc.nec.co.jp, OU=server-8e7de9-8c244, 
                                  CN=caserver0100,
        set certificate request option.
        start aicad daemon process (23667)

    その後、aicaコマンドを入力し、CAサーバへのアクセスが行われるかテストします。
        bash$ aica print -sv localhost:testca -ssl -clid CAOperator001
        trying to connect localhost(11411):testca (ssl)
        Open Private Key: (パスワード入力)
        ------------------------------------
        Certificate Profile : SMIME user
          certificate version  : 3
            : (省略)

  2.1.1. HSM利用手順
    HSMを使用する場合、鍵の管理方法はHSM側に依存します。CAを構築する前に、HSM製品
の
    マニュアルに従い、HSMのセットアップと初期化を行なってください。

    HSMの初期化を行なった後、aisetup.sh からHSMに対しアクセスを行ない、秘密鍵の
    作成を行ないます。この時、製品より提供されるPKCS#11（Cryptoki）ライブラリと
    ラベル名を指定します。

     bash$ aisetup.sh -p11lib /usr/luna/lib/libcryptoki2.so -p11label myhsm
     -days 3650 testca
     ===========================================
       Registration of Certification Authority
     ===========================================
     Step 1. initialize CA Master Password.
       * this password will be used for CA private key encryption or
       * HSM login password. Also, "CAOperator" private key in the
       * NAREGI CA certificate store will be encrypted with this password.

     Input Master Passwd : （パスワードを入力）
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     Verify - Input Master Passwd : （パスワードを入力）

    この時、CAのマスタパスワードを入力するように要求されますが、HSMによっては直接
    HSM側にキーパットでパスワードを入力するものもあり、その場合パスワードは無視され
    ます。なお、CAで使用されない場合でもCAOperator鍵へのアクセス用パスワードとして
    使用されますので、安全なパスワードを設定してください。

    ここから先の手順は、新規CA構築（CAサーバ登録あり）と同様なため、2.1項を参照して
    ください。

  2.2 新規CA構築(CAサーバ登録なし)
    CAサーバに登録することなく、ローカルに CA を構築する場合は、"ainewca.sh" を
    使用します。

     bash$ ainewca.sh -keysize 512 -days 365 testca
     make new Certification Authority.
     generate private key (size 2048 bit)
     ...o
     ...........................................o
     input subject directory.
     select directory tag (input number)
     (1.C, 2.ST, 3.L, 4.O, 5.OU, 6.CN, 7.Email, 8.Quit)[1]:

            : (省略)

    CAの作成手順は、2.1のステップ2の同様であり、ここでの解説は省略します。

    CAの構築に成功するとカレントディレクトリの下に testca ディレクトリを
    作成します。aisetup.sh によってCAを構築すると、NAREGI CAのインストール
    ディレクトリ以下にCAが構成されますが、ainewca.sh ではカレントディレクトリ
    以下に作成されます。

    CAの構成ファイルは ca.p12 ca.cer ca.cai certディレクトリ以下のプロファイル
    により構成されます。
    ・ca.p12 について
       ca.p12 は CA の自己署名証明書と秘密鍵のペアを持つPKCS#12ファイルです。
       CA を起動するたびに必ずこのファイルを読みにいきます。CA 構築時にこの
       ファイルの Export Password を設定し、その Password を CA 起動時に必ず
       入力しなくてはなりません。この時、正しいパスワードならば動作を継続し
       ますが、間違ったパスワードならばプログラムが終了します。

    ・ca.cer について
       microsoft に合わせて上記のような拡張子をしていますが、中見は CA の証
       明書で X.509PEM の形式をしています。 PKCS#12ではユーザが CA の証明書
       を参照することができないので、証明書のみ別に用意しています。

    ・ca.cai と各プロファイルについて
       ca.cai は CA が保持しているプロファイルのリストが含まれます。また、
       cert/*.cpi には各プロファイルの情報が含まれており、そのファイルは、
  - 現在のシリアルナンバ
         - 発行した証明書とその状態（期限切れや失効情報）
         - 証明書やCRLの有効期間設定
         - 証明書やCRLへ付加する拡張情報
       などを保持しています。この情報は aica コマンドのオプションで変更できます。

    各種ファイルが無事作成されれば、CA 構築は完了です。
    なお、CA のキーは RSA 1024bit に固定されていますが、上記の例のように鍵長
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    を変更することができます（2048bitまで）。

  2.3 新規RA構築(RAサーバ登録あり)  
    ユーザエンロール機能を有効にするには、RAの構築が必要です。RAを構築する場合は、
    "ainewra.sh" シェルスクリプトを使います。
    通常、aisetup.shを実行すると、airad 向けと Enroll CGI 向けの設定も行われる
    ため、この操作は必要ありません。新たにRAサービスを立ち上げる場合や、CAサーバと
    RAサーバを分離する場合に、この操作が必要になります。

    ainewra.sh を実行する前に、NAREGI CAの証明書ストアにCA操作用のオペレータ証明書が
    インストールされている必要があります。この操作は以下の手順で行えます。
      ① 接続先のCAからオペレータ証明書を発行します。CA構築時に作成したオペレータ
         証明書もしくは、aica user ?addopにて新規に発行した証明書を使用します。
      ② aica export コマンドでPKCS#12形式のファイルに出力します。
      ③ FTPなどでローカルマシンにコピーして、aistore ?i コマンドでオペレータ証明書を
         ローカル証明書ストアにインポートします。
      ④ インポートした証明書のIDはaistoreコマンドで確認できますので、そのIDを-opで
         指定します。

    RAの構築は以下のように行います。引き数には、有効な証明書IDと接続先CAの名称、
    CAのサーバ名を指定します。
        bash$ ainewra.sh -op CAOperator001 -sv caserv testca
        -------------------------------------------
        setup a Registration Authority (RA)
        -------------------------------------------
        >> copy RA template files to /usr/local/naregi-ca/testca_ra

        >> update aica.cnf (configuration) file
        success to register a RAd RegInfo : caserv:testca

        >> input CA Operator access password
          you need to set access password for CAOperator001 in the
          certificate store.
        Input Operator Passwd : （パスワードを入力）
        Verify - Input Operator Passwd : （パスワード確認入力）

        RA initialization has been finished successfully.

    RAの構築が完了したら、airad を実行します。certreq を使用してリモートからの
    証明書要求や失効要求を受け付けることができます。

    なお、Web Enrollの設定については、後述の「Web Enroll設定」節を参照して
    ください。

  2.4 PKCS#12指定CA構築
    上位のCAに証明書を発行してもらい、それをCA証明書として使用する場合につい
    て説明します。まず、certreq(4.1で説明)コマンドで証明書要求を発行し、それ
    を上位CAに渡します。証明書が発行されたら、certconv (5.1で説明)コマンドで
    PKCS#12ファイルを生成します。そのファイルを以下のように指定して使います。

      bash$ ainewca.sh -p12 myca.p12 testca

    このコマンドで、testcaディレクトリの中に、ca.p12, ca.cer, ca.caiが作成
    されるので後は、新規CAと同様な扱いで使用して下さい。
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  2.5 CA証明書の更新
    CA証明書の有効期限の更新や証明書拡張情報の修正を行う場合、CA証明書の更新
    機能が利用可能です。CAディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行します。
        bash$ aica renew -start 20010101 -end 20080401
        CA PKCS#12 file open
        Input PKCS#12 Password: （パスワードを入力）
        do you modify CA certificate extension ? (y/n)[n]:（リターン）

        Certificate DATA:
          serial number : 1
          issuer :
            C=JP, O=my organization, OU=business unit,
          subject:
            C=JP, O=my organization, OU=business unit,
          notBefore: Jan 01 09:00:00 2001
          notAfter : Apr 01 09:00:00 2008

        do you sign here ? (y/n)[y]: （リターン）
        now signing ..
        Enter master CA password: （パスワードを入力）
        Verifying - Enter master CA password:（パスワードを入力）

    また、サブCA証明書の更新向けに、CA鍵を使用してPKCS#10ファイルを作成する
    ことも可能です。この場合、以下のコマンドを実行します。
        bash$ aica renew -p10
        CA PKCS#12 file open
        Input PKCS#12 Password: （パスワードを入力）
        save a ca pkcs10 file (ca.p10) ... done.

  2.6 aica.cnfの設定
    NAREGI CAをインストールすると、そのインストールディレクトリに libディレクトリ
    が作成されます。この中に、NAREGI CAの動作設定をする aica.cnf があります。

  2.6.1 general infoの設定
    証明書の保存や検証に使用する証明書ストアのディレクトリを設定します。
        [general info]
        store_dir =(インストール先)/store
        salt_val =BsEWeI12dsfFUf14dWBs7EsfaUYs5
        [general info end]

    初期の設定では、インストールディレクトリ以下の store ディレクトリに
    証明書ストアのデータファイルを保存します。特に変更する必要がなければ、
    このままの設定にしてください。
    また、salt_val は aica.cnf 内のパスワード等の暗号化に使用されるソルトに
    なります。この値を変更すると aica.cnf 内の一部の項目が読めなくなります。
    パスワード暗号化には、この値だけでなく、コンパイル時に自動生成される
    airand.h の128byte のランダム値も使用されます。この値は ./configure を
    実行するたびに変わりますので、CA 構築後の再コンパイル実行には注意して
    ください。

  2.6.2 CAd の設定
    CAサーバの動作設定を行います。
        [CAd]

         capath.0 =/usr/local/naregi-ca/testca
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         caname.0 =testca

          capwd.0 =$aicry${l2SrquYkB80fNYU5mBUhJg==}

          sv_id =caserver0100
         sv_id_pwd =$aicry${4gK6liQryPcWoQCG5f16PA==}

          sv_port =11411
         sv_listen =5
         f_ssl_use =true

         f_ssl_reqcert =true
         f_ssl_novfycrl =true

         ssl_timeout =600

         errlog =/usr/local/naregi-ca/logs/cad_error.log
         isslog =/usr/local/naregi-ca/logs/cad_issue.log
         acclog =/usr/local/naregi-ca/logs/cad_access.log

         errlog_rotate =2048
         isslog_rotate =2048
         acclog_rotate =2048

        [CAd end]
    
    CAサーバには、最大64個までのCAを登録することが可能です。capath.X, caname.X,
    capwd.X にてCAを指定します。通常これらの設定は、aisetup.sh にて行われます。

    CAサーバは通常SSL通信を行うため、SSLのサーバ証明書とそのアクセスパスワードの
    設定が必要です。コネクションのタイムアウトを指定するには、ssl_timeout を設定
    します。

    ログの出力については、出力ファイル名とローテートサイズが指定できます。ローテート
    サイズの単位は KB です。

  2.6.3 default CAの設定
    ここで通常使うCAを設定します。
        [default CA]

          ca_dir =.
          ca_port =11411
          #ca_pwd =abcde

         #cl_id =
         #cl_id_pwd =

         #f_ssl_use =false
         #f_ssl_novfycr =true

        [default CA end]

    初期の設定では、カレントディレクトリのCA情報を読みにいきます。もし、特定
    のディレクトリのCA情報をもとに証明書を発行したい場合は、
 ca_dir  =/usr/local/testca

    もしくはリモートCAに接続し、操作を行いたい場合は、
        ca_dir  =testserver:testca

    のように設定して下さい。
    ※注 なお設定文字列は、'='の後すぐから改行までが有効になります。また、デ
         ィレクトリの最後には'/'を記入しないで下さい。
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  2.6.4 CRL Publisher の設定
    CRL Publisher の動作設定を行います。
        [CRL Publisher 0]

         ca_dir =localhost:testca
         ca_port =11411

         ca_uid =caadmin
         #ca_pwd =$aicry${NjkH5y/+x1ALL51Zxh+r/Q==}

          cl_id =CAOperator001_00
         cl_id_pwd =$aicry${yIx4lCqRSvtRmeVSPonzWQ==}

         f_ssl_use =true
         f_ssl_novfycrl =true

        # working interval (seconds)
         interval =3600

         f_exp_mode =true

         tm_start =20030401000000Z
          out_dir =/usr/local/naregi-ca/testca_ra/cgi

         #ldap_host =
         ldap_port =389
         ldap_base =ou=testca,o=test,c=JP
         ldap_bind =cn=ldapAdministrator,c=JP
         ldap_pwd =
         ld_crl_attr =certificateRevocationList;binary
         ld_crl_prof =CRL-All
         ld_arl_attr =authorityRevocationList;binary
         ld_arl_prof =ARL

         errlog =/usr/local/naregi-ca/logs/pub_error.log
         isslog =/usr/local/naregi-ca/logs/pub_issue.log

         errlog_rotate =2048
         isslog_rotate =2048

        [CRL Publisher 0 end]
    
    CRL Publisher のプロセスは同時に複数起動することが可能です。このため、
    それぞれの動作設定を行うために CRL Publisher X のように設定番号を指定する
    ことができます。

    CRL Publisher はリモートアクセスもしくはローカルCAに対して定期的にCRLを
    発行できます。ca_dir には、絶対パスもしくは"CAサーバ名:CA名"を設定します。
    SSLを使用する場合は、f_ssl_use を有効にして、cl_id などクライアント証明書の
    IDを指定します。

    interval は、CRL Publisher の動作間隔を表します。これは、CRLの有効期間と
    同一になります。f_exp_mode は、強制発行もしくは最新のものをエクスポート
    するかを指定します。tm_start は、CRL Publisher の動作開始時間を指定します。

    CRL Publisher は、ローカルファイルもしくはディレクトリサーバ上にCRLを
    公開できます。out_dir には、ローカルファイルとして、out-CRL.crl, out-ARL.crl
    out-CRL-All.crl の出力先ディレクトリを指定します。
    ldap_host を有効にした場合は、ローカルファイルよりもディレクトリサーバへの
    出力を優先します。ldap_bind と ldap_pwd にてLDAPサーバにシンプルバインドを
    実行し、ldap_baseで示されるエントリに対してCRLを出力します。
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    ログの出力については、出力ファイル名とローテートサイズが指定できます。ローテート
    サイズの単位は KB です。

  2.6.5 RAd の設定
    RAサーバの動作設定を行います。RAdの動作設定は、airad, Enroll CGI, aienrollの
    各モジュールによって共有されます。
        [RAd]

          sv_id =caserver0100
         sv_id_pwd =$aicry${4gK6liQryPcWoQCG5f16PA==}

          sv_port =11411
         sv_listen =5

         f_ssl_use =true
         f_ssl_optreq =true

         #f_ssl_reqcert =true

         f_ssl_novfycrl =true

         ssl_timeout =600

         acclog =/usr/local/naregi-ca/logs/enroll_access.log
         errlog =/usr/local/naregi-ca/logs/enroll_error.log
         isslog =/usr/local/naregi-ca/logs/enroll_issue.log

         acclog_rotate =2048
         errlog_rotate =2048
         isslog_rotate =2048

        [RAd end]

    RAdには、airad サーバの動作を設定する各項目と、airad, Enroll CGI, aienrollで
    共有するログファイル出力の設定を行います。

    RAサーバを実行する場合は、通常SSL通信を使用するため、SSLサーバ証明書が必要です。
    sv_id にサーバ証明書のIDを、sv_id_pwd にパスワードを指定します。コネクションの
    タイムアウトを指定するには、ssl_timeout を設定します。

    ログの出力については、出力ファイル名とローテートサイズが指定できます。ローテート
    サイズの単位は KB です。

  2.6.6 RAd RegInfo の設定
    RAサーバの動作設定を行います。RAd RegInfoの動作設定は、airad, Enroll CGI, 
    aienrollの各モジュールによって共有されます。
        [RAd RegInfo 0]

         raname =testca_ra
         rapath =/usr/local/naregi-ca/testca_ra

         ca_dir =localhost:testca
         ca_port =11411

         ca_uid =caadmin
         ca_pwd =

         cl_id =CAOperator001_00
         cl_id_pwd =$aicry${Rkom+NUqRTn19Kwm1oalzg==}

         f_ssl_use =true
         f_ssl_novfycrl =true

ページ(10)



README-j.txt

         interval =60
         post_mode =false

        offline_ca_mode =false

        authmode        =0 
          wwwpwd =/usr/local/naregi-ca/testca_ra/en.passwd

        wwwlicense      =/usr/local/naregi-ca/testca_ra/en.license 
         wwwsessions =/usr/local/naregi-ca/testca_ra/sessions.0

         #ldap_host =
         ldap_port =389
         ldap_base =

         ldap_user_attr =cn

         smtp_host =
         smtp_port =25

         admin_email =
         web_address =http://localhost/aienroll

        # 0:in subject, 1:subjectAltName, 2:no email
        email_sbjfilter=1

        # send notification mail before expiration (hour)
        notice_update =168

         #gridmap =/usr/local/naregi-ca/testca_ra/grid-mapfile

         groupname.0 =SMIME user
         groupprof.0 =SMIME user

         #groupbase.0 =ou=hoge0 unit,o=hoge0,c=JP

         #groupname.1 =testgrp2
         #groupprof.1 =SMIME user2
         #groupbase.1 =o=test,c=JP

        [RAd RegInfo 0 end]

    RAサーバ上には複数のRAを登録することができます。また、Web Enrollの設定も
    RegInfo によって行われ、1つのサーバにて独立した複数のWeb Enroll画面を
    用意することができます。raname はRAの名称を示します。rapath はRAの設定
    ファイルが保存されているディレクトリを指します。Web Enroll CGI は CGI の
    実行時に、カレントディレクトリと各 rapath を比較して自身の設定を判別します。

    RAサーバは必ず CA にリモート接続を行います。接続先の"CAサーバ名:CA名"の
    設定や接続に必要なクライアント証明書のIDとパスワードを指定します。

    interval は aienroll プロセス(エンロールチェック)の動作間隔を表します。
    CA運用者確認発行を行っている場合、運用者が証明書発行を行ったかを確認する
    必要があります。aienroll プロセスは定期的に発行状況を確認し、証明書の
    発行許可もしくは拒否が行われた場合に、ユーザにこれを通知します。
    なお、post_mode が false ならば即時発行、true ならば運用者確認発行にて
    動作します。

    authmode は、証明書発行ユーザの認証レベルを表します。整数値にて指定され、
    以下のモードが存在します。
        0 ... 匿名ユーザに証明書の発行を許可します。

ページ(11)



README-j.txt
        1 ... ID/Passwordによるユーザ認証を行います。
        2 ... License ID（One Timeライセンス）によるユーザ認証を行います。
        4 ... License ID / Challenge PIN によるユーザ認証を行います(LDAP必須)

    authmode にて ID/Password 認証を行う場合は、wwwpwd で指定されるパスワード
    ファイルか、ldap にて示されるディレクトリサーバを使用してユーザの認証を
    行います。

    License ID 方式を選択した場合は、wwwlicense で示されるライセンスIDリスト
    ファイルを使用してユーザのライセンス(One Time)をチェックします。
    License ID は一度しか使えず、2度目以降の使用はエラーになります。

    authmode で、1もしくは2を選択した場合、各ユーザの証明書発行状況を保存する
    レコードファイルが必要になります。このファイルが wwwsessions で示される
    セッション情報ファイルになります。このファイルは非常に重要なファイルですので
    必ず定期的にバックアップしてください。

    post_mode が有効な場合、CA運用者は証明書発行要求を受け付けたことをメールにて
    知ることができます。smtp_host を有効にすることで、メール送信が可能です。
    web_address はメール返信時に含まれる証明書取得用の URL の"ベース"を示します。

    offline_ca_mode が有効な場合、CSRを受け付けると管理者にメールで通知を行い、
    CSRをRAサーバ上に保管します。post_mode では、CAサーバにてCSRをキューに保管
    しますが、このモードではRA上にファイルとしてCSRを配置するため、オフラインCAを
    運用する場合に有効なモードです。aira コマンドを使用して、CSRの表示や発行した
    証明書を配置します。

    email_sbjfilter は airad / CGI を経由してCSRから証明書を発行する場合に、
    EMAILを証明書のどこに入れるか設定します。オリジナルのCSRを変更するため、
    この設定はオフラインモードでは使用できません。

    notice_update は更新通知メール送信の送信時間を設定します。証明書の有効期限が
    切れる何時間前にメールを送信するかを指定します。

    gridmap は、グリッドミドルウェアの Globus マップファイルを自動生成するモード
    です。指定のファイル名で、ID - Subject DN のマップファイルを作成します。

    LDAPにてユーザ認証を行う場合に、検索ベースを変更したり、適用する証明書プロファイル
    を変更したい場合があります。こうした用途に対して、グループが適用できます。
    groupname にグループ名を、groupprof に使用プロファイル名を、groupbase に
    検索ベースを入れることで、LDAPサーバとの連携を容易にします。

  2.6.7 default subjectの設定
    certreq(3.1で説明)で入力する、ディレクトリ情報のデフォルト値を設定します。
 [subject DIR]
 C       =JP
 ST      =aichi
 #L      =location
 O       =nitech.ac.jp
 #OU     =unit
 CN      =test
 EMAIL   =test@localhost
        [subject DN end]

    標準では上記のようになっていますが、それぞれの項目を設定し直して下さい。
    また、先頭を'#'の文字にしておくとその行は無視されます。
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    aisetup.sh などで使用される CA のデフォルトサブジェクト情報は、subject DIR 1
    のセクションにて設定されます。

3. CA・RAサーバの運用
  3.1 CAサーバの起動と停止

    * CAサーバ起動
    CAサーバを起動する場合、aicad コマンドを直接実行してください。aica.cnfの設定や
    CA構築が正しく行われている場合は、下記のようにCAサーバの起動を確認できます。
 bash$ aicad
 ## Boot the CA Server : input master password for each CA ##
 read config file.
 port=11411,listen=5
 ssl=1,req=1,vfy=9
 read server certificate : O=test.caserver.jp, OU=server-c7f914-97aa76,
                                  CN=caserver0100,
 set certificate request option.
 start aicad daemon process (5398)

    aicadコマンドを実行すると、aica.cnfの"CAd" セクションの設定に従って、リモート
    操作可能なCAの登録を行います。この時、"capwd.X=" にパスワード文字列が指定して
    ある場合は、自動的にCAの起動と登録が行われます。この文字列が空欄の場合は、起動時に
    そのCAのマスタパスワードの入力が要求されます。

    また、標準の設定ではCAサーバへの接続にはSSLのクライアント認証を要求します。
    このため、CAサーバ側にはSSLサーバ証明書が必要であり、NAREGI CAのインストール時に
SSL
    サーバ証明書を自動的に生成しています。このサーバ証明書は、NAREGI CAの証明書ストア
に
    インストールされ、既定のパスワードで暗号化されています。aica.cnfのsv_idにはSSL
    サーバ証明書のIDが、sv_id_pwdにはパスワードが設定されており、CA起動時には自動的に
    SSLサーバ証明書を取り込むようになっています。SSLサーバ証明書については、後述の
    「SSLサーバ証明書自動生成」の項目を参照してください。

    CAの登録が無事完了すると、デーモンプロセスが起動されます。デーモンプロセスの
    プロセスIDは上記の例では5398と表示されています。このプロセスにて、設定した
    ポート（標準は11411）への接続を待ちうけ、接続をacceptすると子プロセスを起動し、
    子プロセスにてSSL Handshakeとそれに続くCA操作が実行されます。CAサーバは設定した
    ポートを占拠するため、2つ以上のデーモンプロセスを立ち上げることはできません。

    * CAサーバ停止
    CAサーバを停止する場合、killコマンドにて直接プロセスを停止してください。
        bash$ kill 5398

    ここでプロセスが停止するのは親プロセスのみとなります。もし、何らかの
    CAオペレーションが行われており、その操作を実行する子プロセスが存在する場合、
    子プロセスにはシグナルは送られず、操作が終了するまで子プロセスは生きています。

    * 実行アクセス権
    CAサーバは、aicadを実行したユーザ権限を引き継いで実行されます。もし、aicadを
    一般ユーザにて実行した場合、aicadの実行ユーザが /tmp/aica/ や証明書ストア、
    CAディレクトリにアクセス可能でなければなりません。

    また、aicadをrootで実行することも可能ですが、一般的なネットワークセキュリティを
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    考えた場合、好ましい方法とは言えません。CAサーバ用のユーザを作成し、そのユーザ
    によるCAの構築や、CAサーバの起動が望まれます。

    * リモート操作に対するアクセス制御
    CAに対しては、ローカルファイルアクセスとリモートアクセスの2通りが可能です。
    ローカルファイルアクセスを行う場合は、アクセス制御は特になく、パスワード入力が
    正しければ全てのCA操作が行えます。リモートアクセスの場合は、ca.passwd に従った
    ユーザ認証とアクセス制御が行われます。

    通常、CAオペレータ証明書が発行され、オペレータはこれを使用してSSLクライアント
    認証でCAサーバに接続します。その後、LCMPプロトコルの操作系統によってアクセス制御が
    施されます。LCMPにより行える操作とアクセス制御は以下の通りです。
        bindRequest ... 接続要求。常にアクセスONの必要あり。
        signRequest ... （即時）発行要求
        listRequest ... 発行一覧取得要求
        profRequest ... プロファイル操作（一般情報、拡張情報）要求
        certRequest ... ユーザ証明書操作（更新、失効、出力、鍵保管、鍵出力）要求
        csrRequest ... CSRキュー操作（CSR提出、CSR承認・拒否）要求
        crlRequest ... CRL操作要求
        servOpRequest ... サーバオペレーション要求
        extendedReq ... 拡張操作要求　　

    このため、CAの管理を行う場合は、CAサーバの起動や一般CAオペレータ権限を指定できる
    CA のマスタオペレータと、上記のアクセス制御内で限られた操作が可能な、一般 CA 
    オペレータに分けられます。（Web Enroll CGIといったモジュールもこの一般オペレータに
    含まれます）

    * ログファイル出力
    CAサーバは、aica.cnfの"CAd"セクションに設定されたログファイルを出力します。
    通常は、アクセスログ、発行ログ、エラーログの3種類を出力し、それぞれ cad_access.log,
    cad_issue.log, cad_error.log の名称で指定のディレクトリに出力されます。
    それぞれのログの出力内容は以下の通りです。

    アクセスログ  CAサーバへの全ての操作要求とその結果をログに出力します。ログには、
                  日時、セッションID、接続元ホスト名、CAユーザ、CA名、操作内容が
                  記述されます。
    発行ログ      証明書の発行や更新、CRLの発行が行われた場合にログを出力します。
                  ログには、日時、セッションID、接続元ホスト名、CAユーザ、CA名、
                  操作内容が記述されます。
    エラーログ    CAサーバにて発生した、全ての操作エラーやシステムエラーをログに出力
                  します。ログには、日時、セッションID、接続元ホスト名、CAユーザ、CA名、
                  操作内容の他、暗号ライブラリのエラー番号も表示されます。

    また、ログファイルはファイルサイズでのローテートが可能であり、ローテートが行われると、
    cad_access.log.20031127111008 のようにローテート実行時の日付が付加されます。
    これらのファイルをテープ等に保管することをお勧めします。

  3.2 CRL Publisherの起動と停止
    * CRL Publisher概要
    CRLPublisherは、1プロセスで1セクションの設定をベースとして動作します。
    通常、1セクションに1つのCAのCRL出力設定が記述されるため、CRL Publisherを
    実行する場合は、登録されている全てのCAに対してプロセスの起動が必要になります。

    * CRL Publisher起動
    CRL Publisherを起動する場合、aicrlpub コマンドを直接実行してください。
    aica.cnfの設定やCA構築が正しく行われている場合は、下記のようにCRL Publisherの
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    起動を確認できます。
        bash$ aicrlpub -s 1
        CA PKCS#12 file open
        start aicrlpub daemon process (5496)

    aicrlpubコマンドを実行すると、aica.cnfの"CRL Publisher X"セクションの設定に
    従って、CRL Publisherを起動します。この時、"ca_pwd.X="にパスワード文字列が
    指定してある場合は、自動的にCRL Publisherの起動が行われます。この文字列が
    空欄の場合は、起動時にアクセス先CAのマスタパスワードまたは、CAオペレータ
    秘密鍵のパスワード入力が要求されます。CRL Publisherは、1つのセクションに
    対して１プロセスとなるため、複数のプロセスを起動することが可能です。

    CRL Publisherは定期的にCAにアクセスし、証明書状態をチェックしてCRLの発行を
    行います。または、リモートCAにアクセスし、CRLの発行要求を行います。停止中は
    sleepにて待ち状態になり、CPU負荷をかけることはありません。
    このため、CRL Publisherは外部からの入力を受け付けることはなく、停止用の
    シグナルを受け取るまで、または指定した終了時間まで動作しつづけます。

    * CRL Publisher停止
    CRL Publisherを停止する場合、killコマンドにて直接プロセスを停止してください。
        bash$ kill 5496

    CRL Publisherは子プロセスの生成などは一切行いませんが、複数のCRL Publisherを
    起動することは可能であるため、ps等でプロセスを見るとaicrlpubが多数動作している
    状態もありえます。この場合は、それぞれのCRL Publisherを手動でkillしてください。

    * 実行アクセス権
    CRL Publisherは、aicrlpubを実行したユーザ権限を引き継いで実行されます。
    もし、aicrlpubを一般ユーザにて実行した場合、aicrlpubの実行ユーザが
    /tmp/aica/ や証明書ストア、CAディレクトリにアクセス可能でなければなりません。

    また、aicrlpubをrootで実行することも可能ですが、一般的なネットワークセキュリティを
    考えた場合、好ましい方法とは言えません。CAサーバ用のユーザを作成し、そのユーザ
    によるCAの構築や、CRL Publisherの起動が望まれます。

    * ログファイル出力
    CRL Publisherは、aica.cnfの"CRL Publisher X"セクションに設定されたログファイルを
    出力します。通常は、発行ログ、エラーログの2種類を出力し、それぞれpub_issue.log,
    pub_error.logの名称で指定のディレクトリに出力されます。
    それぞれのログの出力内容は以下の通りです。

        発行ログ    CRLの発行が行われた場合にログを出力します。ログには、日時、
                    セッションID、CA名、出力先CRLが記述されます。

        エラーログ  CA Publisherで発生した、全ての操作エラーやシステムエラーをログに
                    出力します。ログには、日時、セッションID、CA名、エラー内容の他、
                    暗号ライブラリのエラー番号も表示されます。

    また、ログファイルはファイルサイズでのローテートが可能であり、ローテートが行われると、
    pub_access.log.20031127111008 のようにローテート実行時の日付が付加されます。
    これらのファイルをテープ等に保管することをお勧めします。

  3.3 Web Enrollの設定
    * Web Enroll概要
    NAREGI CAには、Webサーバ経由でユーザ証明書の発行や失効を行う、証明書ライフサイク
ル
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    管理用のWeb Enroll機能があります。Web Enrollを実現するために、NAREGI CAは複数の
    モジュールが用意されています。1つはaienroll.cgiで、通常、このモジュールは
    rapath/cgi/aienroll としてインストールされます。ApacheなどのWebサーバから
    このCGIを呼び出すことで、ユーザは証明書の発行や失効、更新といった操作が行えます。

    また、ChallengePIN/LicenseID認証モード（authmode=4）で使用されるRAオペレーション
    CGIモジュール提供されています。提供されるCGIは以下の通りです。

    airaadmin.cgi       https://～/CA名_ra/airaadmin
        RAアドミニストレータ向けの管理画面。RAオペレータのリスト表示や申請一覧、
        各種操作を行う。
    airaregist.cgi      https://～/CA名_ra/airaregist
        RAオペレータ向けの申請画面を提供。
    airaenroll.cgi      https://～/CA名_ra/airaenroll
        RAオペレータ向けの証明書発行画面を提供。
    airaop.cgi          https://～/CA名_ra/airaop
        RAオペレータ向けの管理画面。ユーザのリスト表示や申請一覧、各種操作を行う。
    airegist.cgi        https://～/CA名_ra/airegist
        ユーザ向けの申請画面を提供。
    aienroll.cgi        https://～/CA名_ra/aienroll
        ユーザ向けの証明書発行画面を提供。他の認証モードでも証明書発行用に使用。

    もう1つのモジュールとして、POSTモードやオフラインCAモード、更新通知を行うための
    エンロールチェック（bin/aienroll）が用意されており、これはCAサーバに定期的に
    アクセスし、失効状態のチェックやユーザへの各種通知を行います。エンロールチェックの
    詳細については「更新通知の起動と停止」をご参照ください。

    Web Enrollには、3つの証明書発行モードと5つの認証レベルが用意されています。
    これらの発行モードと認証レベルを組み合わせることで、柔軟な証明書ライフサイクル
    管理が行えます。
    証明書発行モードは以下の通りです。

    即時発行
        ユーザはWeb Enroll CGIにアクセスし、ユーザ情報を入力します。入力された情報を
        元に証明書要求（CSR）を作成し、CGIにPOSTします。即時発行モードでは、CGIはCAに
        発行申請を行い、証明書を即時に発行しユーザマシンにインストールできます。
    運用者確認発行
        ユーザはWeb Enroll CGIにアクセスし、ユーザ情報を入力します。入力された情報を
        元に証明書要求（CSR）を作成し、CGIにPOSTします。運用者確認発行では、CGIはCSRを
        CAのCSRキューにPOSTし、AcceptIDを受け取りいったん処理を終了します。
        CA運用者は、CSRキューにある証明書要求に対し、証明書発行許可または拒否の操作を
        行います。操作結果は、aienrollによりチェックされ、ユーザにemailが送信されます。
        証明書が発行された場合は、証明書取得URLがemailに記載されていますので、ユーザは
        Web Enroll CGIにアクセスし証明書をユーザマシンにインストールします。
    オフラインCA発行
        ユーザはWeb Enroll CGIにアクセスし、ユーザ情報を入力します。入力された情報を元に
        証明書要求（CSR）を作成し、CGIにPOSTします。オフラインCA発行では、CSRをRAサーバ
上に
        保管し、運用者がCAに手動でCSRをコピーして証明書を発行します。
        証明書発行後、運用者がRAサーバ上に証明書を配置することで、aienrollによりチェックさ
れ、
        ユーザにemailが送信されます。
        証明書が発行された場合は、証明書取得URLがemailに記載されていますので、ユーザは
        Web Enroll CGIにアクセスし証明書をユーザマシンにインストールします。

    認証レベルは以下の通りです。
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    匿名認証 (authmode=0)
        ユーザに対して認証を行わずに証明書を発行します。この認証レベルでは、証明書は
        即時に発行されます。また、更新や失効操作は行えません。
    ID/Password認証 (authmode=1)
        証明書を発行する場合、ユーザはIDとパスワードの入力が必要です。この認証レベルで
は、
        即時発行、運用者確認発行の2つのモードが利用できます。また、更新や失効操作は
        ID/Password認証またはSSLクライアント認証によって行えます。この認証レベルを設定する
        場合、testca_ra/en.passwdといったローカルファイルにID/Passwordを設定する方法と、
        LDAPサーバなど外部の認証サービスと連携する方法があります。
    License ID認証(One Time ライセンス方式) (authmode=2)
        証明書を発行する場合、ユーザはLicense IDの入力が必要です。1つのLicense IDは
        1枚の証明書発行にのみ使用できます。この認証レベルでは、即時発行、運用者確認発行
の
        2つのモードが利用できます。また、更新や失効操作はSSLクライアント認証によって
        行えます。この認証レベルを設定する場合、testca_ra/en.licenseといったローカル
        ファイルにLicense IDのリストを設定します。
    SSLクライアント認証 (authmode=1/2)
        この認証レベルは証明書が発行された後にのみ有効です。この認証が行われた場合、
        使用したクライアント証明書の更新や失効操作が可能になります。なお、失効操作を
        行った場合はクライアント証明書が利用できなくなるため、再度証明書発行から
        やり直す必要があります。
    Challenge PIN / License ID認証 (UPKIモード) (authmode=4)
        LicenseID認証では、ユーザからの証明書申請を対面で受け取り、ライセンスIDを
        直接ユーザに通知する必要がありました。
        このモードでは、ユーザはWEBで証明書を申請し（ここでChallengePINを設定）、
        inetOrgPersonの各属性値を含む申請情報をLDAPサーバに保管できます。その後、
        RAオペレータによって証明書の発行が許可され、ユーザはWEBもしくはコマンドラインで
        ChallengePINを入力して証明書を取得します。LicenseIDは動的に生成・削除され、
        いわゆるセッション情報として扱われます。
        証明書の更新や失効にもChallengePINが使用され、authmode=1 /2 で使用される
        SSLクライアント認証による更新・失効は行いません。
        このモードでは、RAのロールが定義されています。
        ・ RAアドミニストレータ　… CAオペレータにより任命され、新規のRAオペレータの
           審査・証明書を行う。
        ・ RAオペレータ … RAアドミニストレータにより任命され、ユーザの審査・証明書
           発行を行う。
        このモードでは、基本的に即時発行モードを利用してください。また、必ずLDAPサーバと
        メールサーバの設定を行ってください。

    * Web Enroll設定
    Web Enrollを使用するためには、CGIの設定が必要です。Apache向けのサンプル設定
    ファイルが lib/httpd.conf に用意されています。ApacheでEnroll CGIを利用する
    場合は、この内容を参考に httpd.conf を書き換えてください。
        Alias /testca_ra/img "/usr/local/naregi-ca/testca_ra/img"
        <Directory "/usr/local/naregi-ca/testca_ra/img">
            Options Indexes MultiViews
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>

        ScriptAlias /testca_ra “/usr/local/naregi-ca/testca_ra/cgi"
        <Directory "/usr/local/naregi-ca/testca_ra/cgi">
            AllowOverride None
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            Options None
            SSLOptions +ExportCertData +StdEnvVars
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>

        Alias /aicomponents "/usr/local/naregi-ca/ratemplate/components"
        <Directory "/usr/local/naregi-ca/ratemplate/components">
            Options Indexes MultiViews
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>

    Apache 1.3系では、上記の内容を<IfModule mod_alias.c>セクション内に記述します。
    （上記の例では、NAREGI CAは/usr/local/naregi-caにインストールされています）
    また、Apache2系では<IfModule mod_alias.c>がありませんので、他のScriptAliasが
    設定されている付近に記述します。

    testca_raディレクトリには、テンプレートHTMLファイルや、en.passwd、セッション
    管理ファイル（sessions.0）などの設定ファイルが配置されます。これらのデータに
    対してアクセスされないように、testca_ra/imgとtestca_ra/cgiのみをアクセス
    可能にします。
    CGIモジュールであるaienroll.cgiはtestca_ra/cgi/aienrollとして配置されます。
    Web Enroll CGIにアクセスする場合は、http://localhost/testca_ra/aienroll のURLに
    対してアクセスします。Web Enrollの設定により、証明書申請画面または認証画面が
    表示されます。

    * xenroll.dll配置
    Web Enroll CGIを使用するためには、クライアント側のInternet Explorerで秘密鍵の
    生成が行えなければなりません。この時、証明書エンロール用のActiveXコンポーネント
    であるxenroll.dllを使用します。

    xenroll.dllを使用する場合は、最新のバージョンでなければなりません。
    クライアント側のInternet ExplorerのバージョンやWindows のバージョンにより
    含まれているxenroll.dllのバージョンが異なるため、NAREGI CA のWeb Enroll CGIで
    鍵の生成が行えないことがあります。これを防ぐために、xenroll.dllのバージョンが
    違う場合にユーザ側で動的にダウンロードできるようratemplate/components/
    ディレクトリに最新の xenroll.dll を配置してください。

    なお、最新のxenroll.dllは下記のサイトよりパッチとして提供されています。
        http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;323172

    xenroll.dllはマイクロソフト社の製品に含まれるため、Windowsライセンスを保持し、
    なおかつ、ユーザへのパッチ配布としてratemplate/components/にDLLを配置してください。
    もしくは、ユーザ側にてMS02-04のパッチを適用してもらい、クライアントマシンの
    xenroll.dll の更新を行った上で、Web Enrollを利用することも可能です。

    * mod_ssl設定
    Web EnrollにてSSLクライアント認証を行う場合は、mod_sslの設定が必要です。
    mod_sslの設定を行う場合、SSLサーバ証明書の発行や、CA証明書の配置、httpd.conf の
    設定が必要です。mod_ssl のドキュメントを良く読み、設定を行ってください。

  3.4 Web Enrollの起動と停止

    * Web Enroll起動
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    Web Enroll CGIはWebサーバより実行されるため、とくに手動で起動する必要はありません。
    また、エンロールチェックは「運用者確認発行」や「オフラインCA」モードを有効にした
    場合や、更新通知を利用したい場合にのみ起動します。

    * Web Enroll停止
    Web Enroll CGIは常駐サービスではないため、とくに手動で停止する必要はありません。
    また、エンロールチェックは「運用者確認発行」や「オフラインCA」モードを有効にした
    場合や、更新通知を利用したい場合にのみ起動するため、これ以外では停止操作は必要は
    ありません。

    * 実行アクセス権
    Web Enroll CGIは、httpdから起動されるためnobodyユーザ権限を持っています。
    このためnobodyユーザに対して、/tmp/aicaはrw権限や証明書ストアにはr権限が
    必要です。また、"testca_ra" 以下に対するr権限とratemplate/cgi/aienrollに対する
    rx権限を持たなければなりません。

    * ログファイル出力
    Web Enrollはaica.cnfの”RAd”セクションに設定されたログファイルを出力します。
    通常は、アクセスログ、発行ログ、エラーログの3種類を出力し、それぞれ
    enroll_access.log, enroll_issue.log, enroll_error.log の名称で指定の
    ディレクトリに出力されます。それぞれのログの出力内容は以下の通りです。
        アクセスログ  Webサーバ経由の全ての操作要求とその結果をログに出力します。
                      主にWeb Enroll CGIにより出力されます。ログには、日時、CAユーザ、
                      CA名、操作内容が記述されます。
        発行ログ      エンロールチェックにより確認した証明書発行記録や失効記録をログに
                      出力します。ログには、日時、CAユーザ、CA名、操作内容が記述されます。
        エラーログ    Web Enroll CGIまたはエンロールチェックにより発生した操作エラーを
                      ログに出力します。ログには、日時、CAユーザ、CA名、操作エラーの他、
                      暗号ライブラリのエラー番号も表示されます。

    また、ログファイルはファイルサイズでのローテートが可能であり、ローテートが行われると
    enroll_access.log.20031127111008 のようにローテート実行時の日付が付加されます。
    これらのファイルをテープ等に保管することをお勧めします。

  3.5 RAサーバの起動と停止

    * RAサーバ起動
    RA サーバを起動する場合、airad コマンドを直接実行してください。aica.cnfの設定や
    RA 構築が正しく行われている場合は、下記のようにRAサーバの起動を確認できます。
        bash$ airad
        starting RA server ... read config file.
        port=11412,listen=5
        ssl=1,req=48,vfy=9
        read server certificate : O=test.caserver.jp, OU=server-69dc86-4d8bea,
                                  CN=caserver0100,
        set certificate request option (mode=48)
        start airad daemon process (23293)

    airad コマンドを実行すると、aica.cnfの"RAd"セクションの設定に従って、リモート
    操作可能なRAの登録を行います。RAは構築時にパスワード入力を行い、常に自動起動
    するようになっていますが、入力したパスワードに間違いがあると、Web Enrollなどで
    証明書が発行できなくなります。この場合は、aiconftoolを使って、パスワードを設定して
    ください。

    certreqといったリモートコマンドから証明書を申請する場合、RAサーバへの接続にSSLが
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    使用されます。このため、RAサーバ側にはSSLサーバ証明書が必要であり、NAREGI CAの
    インストール時にSSLサーバ証明書を自動的に生成しています。CAとRAを同一のサーバで
    運用する場合は、SSLサーバ証明書を共有しますが、別サーバの場合は、それぞれ別の
    サーバCA、サーバ証明書を持ちます。このサーバ証明書は、NAREGI CAの証明書ストアに
    インストールされ、既定のパスワードで暗号化されています。aica.cnf の "RAd"
    セクションのsv_idにはSSLサーバ証明書のIDが、sv_id_pwdにはパスワードが設定
    されており、RA起動時には自動的にSSLサーバ証明書を取り込むようになっています。
    SSLサーバ証明書については、後述の「SSLサーバ証明書自動生成」の項目を参照して
    ください。

    RA の登録が無事完了すると、デーモンプロセスが起動されます。デーモンプロセスの
    プロセスIDは上記の例では23293と表示されています。このプロセスにて、設定した
    ポート（標準は11412）への接続を待ちうけ、接続をacceptすると子プロセスを起動し、
    子プロセスにてSSL Handshakeとそれに続くRA操作が実行されます。RAサーバは設定した
    ポートを占拠するため、2つ以上のデーモンプロセスを立ち上げることはできません。

    * RAサーバ停止
    RA サーバを停止する場合、killコマンドにて直接プロセスを停止してください。
        bash$ kill 23293

    ここでプロセスが停止するのは親プロセスのみとなります。もし、何らかの RA
    オペレーションが行われており、その操作を実行する子プロセスが存在する場合、
    子プロセスにはシグナルは送られず、操作が終了するまで子プロセスは生きています。

    * 実行アクセス権
    RA サーバは、airadを実行したユーザ権限を引き継いで実行されます。
    もし、airad を一般ユーザにて実行した場合、airadの実行ユーザが /tmp/aica/ や
    証明書ストア、RAディレクトリにアクセス可能でなければなりません。
    また、airadをrootで実行することも可能ですが、一般的なネットワークセキュリティを
    考えた場合、好ましい方法とは言えません。RAサーバ用（もしくはCAサーバ用と同一の）
    ユーザを作成し、そのユーザによるRAの構築や、RAサーバの起動が望まれます。

    * RA のユーザ認証
    RA サーバの認証や動作モードは、Web Enrollと共通です。「3.3 Web Enrollの設定」を
    参照してください。

    * ログファイル出力
    RAサーバのログ出力は、Web Enrollと共通です。「3.3 Web Enrollの設定」を参照して
    ください。

  3.6 更新通知の起動と停止
    * エンロールチェックコマンド概要
    エンロールチェック（bin/aienroll）によりPOSTチェックや更新通知メールの送信が
    行われます。また、オフラインCAモード時には必ず起動します。コマンドの形式は
    次のとおりです。

        aienroll [オプション]
        オプション:
            -s section : aica.cnf [RAd RegInfo]の設定番号(標準 0).

    * エンロールチェックの起動
    エンロールチェックの起動を行う場合、aienroll コマンドを直接実行してください。
    aica.cnfの設定やCA構築が正しく行われている場合は、下記のようにエンロールチェックの
    起動を確認できます。

        bash$ aienroll -s 0
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        start aienroll daemon process (5496)

    aienrollコマンドを実行すると、aica.cnfの”RAd RegInfo X”セクションの設定に従って、
    エンロールチェックを起動します。この時、”ca_pwd.X=”にパスワード文字列が指定して
    ある場合は、自動的にエンロールチェックの起動が行われます。この文字列が空欄の場合は、
    起動時にアクセス先CAのマスタパスワードまたは、CAオペレータ秘密鍵のパスワード入力が
    要求されます。エンロールチェックは、1つのセクションに対して１プロセスとなるため、
    複数のプロセスを起動することが可能です。

    * エンロールチェックの停止
    エンロールチェックを停止する場合、killコマンドにて直接プロセスを停止してください。
        bash$ kill 5496

    エンロールチェックは子プロセスの生成などは一切行いませんが、複数のエンロールチェックを
    起動することは可能であるため、ps等でプロセスを見るとaienrollが多数動作している状態も
    ありえます。この場合は、それぞれのエンロールチェックを手動でkillしてください。

    * 実行アクセス権
    エンロールチェックは、aienrollを実行したユーザ権限を引き継いで実行されます。もし、
    aienrollを一般ユーザにて実行した場合、aienrollの実行ユーザが /Install_DIR/aica/lock/ や
    証明書ストア、”testca_ra” 以下にアクセス可能でなければなりません。
    また、aienrollをrootで実行することも可能ですが、一般的なネットワークセキュリティを考えた場
合、
    好ましい方法とは言えません。CAサーバ用のユーザを作成し、そのユーザによるCA構築や、
    エンロールチェック起動が望まれます。

    * ログファイル出力
    エンロールチェックのログ出力は、Web Enrollと共通です。「3.3 Web Enrollの設定」を
    参照してください。

  3.7 リモートアクセスの設定

    CAサーバにアクセスする場合、SSLクライアント認証が行われるため、RAサーバや
    CAオペレータマシン側にSSLサーバのCA証明書と、CAオペレータ証明書＋秘密鍵が
    必要です。ここでは、これらのファイルの取得と配置手順を解説します。

    (1) SSLサーバ証明書はNAREGI CAのインストール時に自動的に生成されます。自動生成に
        ついては、次節の「SSLサーバ証明書自動生成」を参照してください。SSLサーバ
        証明書のCA証明書は証明書ストアの"root"に登録されています。

        bash$ aistore -st root
        [unique-id]             subject             serialNumber
        ----------------------------------------------------------------------
        [business unit] C=JP, O=my hoge2, OU=business unit, 1
        [server-a9bec5-d95c8d] O=hostname, OU=server-a9bec5-d95c8d, 1

        上記の例では、証明書IDの"server-a9bec5-d95c8d"が、SSLサーバ用のCA証明書です。
        "O=hostname, OU=server-******-******"のサブジェクトを持つ証明書がCA証明書を
        表わしています。

    (2) 証明書IDを指定してCA証明書を取り出します。
        bash$ aistore -st root -id server-a9bec5-d95c8d -e sslca.cer
        export a store data successfully. 

    (3) 同様にCAオペレータ証明書も証明書ストアの"my"に登録されています。証明書IDを
        チェックし、PKCS#12の形式で取り出します。
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        bash$ aistore -id CAOperator001 -ef pk12 -e caop.p12
        Access Private Key: （パスワードを入力）
        Input Export Password: （パスワードを入力）
        Verifying - Input Export Password: （パスワードを入力）
        export a store data successfully.

    (4) 取り出したcaop.p12とsslca.cerファイルを、CAリモートアクセスを行うために、
        別の管理用マシンに移動します。

    (5) それぞれのファイルを証明書ストアにインストールします。それぞれ、自動的に
        myストアやrootストアに配置されます。証明書IDは自動的に付加されますが、
        オプションで明示的に指定することも可能です。

        myhost % aistore -i sslca.cer
        import a file to the store successfully.
        myhost % aistore -i caop.p12
        Input PKCS#12 Password: （パスワードを入力）
        Save Access Password : （パスワードを入力）
        Verifying - Save Access Password : （パスワードを入力）
        import a file to the store successfully.

    (6) CAサーバへのアクセスを行い、証明書ストアへの配置が正しく行われたか確認します。

        myhost % aica print -sv caserv:testca -ssl -clid CAOperator001
        trying to connect caserv(11411):testca (ssl)
        Open Private Key: （パスワードを入力）
        ------------------------------------
        Certificate Profile : SMIME user
          certificate version  : 3
          current serial number: 1
          signature algorithm  : md5WithRSAEncryption
        …(省略)…

  3.8 SSLサーバ証明書自動生成

    NAREGI CAでは、インストール時にinitsslcert.shシェルスクリプトを実行しています。
    このシェルスクリプトは、CAサーバが使用するSSLサーバ用のCAの構築と、SSLサーバ
    証明書の発行を行っています。

    SSLサーバ用のCAは、"NAREGI CAインストールディレクトリ/serv-ssl/"に配置されており、
    aicaコマンドにより操作が可能です。このCAのパスワードは、"1234567890sslca" と
    なっており、サーバ証明書は"SSL server"プロファイルに作成されます。CA証明書と
    SSLサーバ証明書は共にインストール時点から10年の有効期限を持っています。

    自動生成される証明書の有効期限は無限ではないため、証明書の更新または新規にSSL
    サーバ証明書の発行が必要になります。CAサーバは、自動生成されたCAだけではなく、
    別のCAから発行されたSSLサーバ証明書も利用可能であるため、証明書の更新時期が
    近づいた場合は新たにSSL用のCAを構築し、SSLサーバ証明書の発行を行ってください。

  3.9 CA・RAデータバックアップ

    NAREGI CAでバックアップ対象となるいくつかの重要なデータを説明します。基本的には、
    各CAディレクトリと各RAディレクトリ、NAREGI CAインストールディレクトリがバックアップ
    されていれば、これをそのままリストアすることで、バックアップ時点のデータに復元
    できます。個々のデータ項目については以下を参照してください。
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    * CAデータ
    NAREGI CAでは1つのマシン上にいくつものCAを構成することができます。それぞれのCA
は、
    CAディレクトリ以下にデータが構成されており、aicaコマンドによって操作できます。
    個々のCAディレクトリには、CAの秘密鍵やプロファイル管理情報、ユーザ証明書、
    ユーザ秘密鍵などが含まれており、下記のようなファイルで構成されます。
        CA_Name/
        CA_Name/ca.cer ... CAの証明書
        CA_Name/ca.p12 ... CAの証明書＋秘密鍵
        CA_Name/ca.cai ... CA管理情報（プロファイルリスト等）
        CA_Name/ca.passwd ... CAのオペレータ情報（認証・アクセス権）
        CA_Name/ca.group ... CAのオペレータグループ情報
        CA_Name/cert/ProfileName.cpi ... 証明書プロファイル情報
        CA_Name/cert/ProfileName.cts ... ユーザ証明書
        CA_Name/cert/ProfileName.kys ... ユーザ秘密鍵
        CA_Name/cert/CRL.lpi ... CRLプロファイル情報
        CA_Name/req/csr.rpi ... CSRキュー情報

    CAのバックアップは、上記のディレクトリを保存することで行えます。リストアは
    データをそのまま展開することでCA情報を復元することができます。

    * RAデータ
    NAREGI CAでは1つのマシン上にいくつものRAを構成することができます。それぞれのRAは、
    RAディレクトリ以下にデータが構成されており、Enroll CGIやairad, aienrollなどの
    プロセスにより利用されます。個々のRAディレクトリには、ユーザセッションファイル
    （sessions.0）の他、パスワードファイル（en.passwd）、ライセンスファイル（en.license）
    が配置されます。エンロール機能を使用する場合は、必ずそれぞれのRAディレクトリの
    バックアップが必要です。

    * 証明書ストア
    証明書ストアはSSLサーバ証明書の取得や、SSLクライアント認証時の検証に使用するなど、
    使用頻度の高いデータの1つです。通常、このデータは"NAREGI CAインストールディレクトリ
    /store/" に配置されます。

    * aica.cnf
    CAサーバやRAサーバ、CRL Publisherなどの動作設定ファイルです。NAREGI CAのほぼ全て
の
    コマンドで参照する必要があり非常に使用頻度の高いデータの1つです。通常、このデータは
    "NAREGI CAインストールディレクトリ/lib/aica.cnf"に配置されます。

    * ログファイル
    CAサーバやRAサーバ、CRL Publisherのログファイルです。必要であればログを保存します。
    通常、このデータは"NAREGI CAインストールディレクトリ/logs/"に配置されます。

4.CA運用
  4.1 証明書要求作成
    証明書要求(CSR)とは、CAに対し証明書を発行してもらうために使用するものです。
    この証明書要求を作成するには、以下のコマンドを実行して作成します。
 bash$ certreq
 generate private key (size 512 bit)
 ooo
 ...ooo
 input subject directory.
 select directory tag (input number)
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 (1.C, 2.ST, 3.L, 4.O, 5.OU, 6.CN, 7.Email, 8.Quit)[1]:
 Country [JP]: 
         : (省略)
 Input PASS Phrase: 
 Verifying - Input PASS Phrase: 
    上記のような流れにそって、秘密鍵の生成、証明書のサブジェクト入力、秘密鍵
    のパスフレーズの入力を行ないます。この操作で、newreq.p10 newkey.key が作
    成されます。ファイル形式は X.509 DER 形式、すなわち PKCS#10 と同様なもの
    を作成します。
    鍵長は標準で RSA 512bit に設定してあります。もし、鍵長を変更したければ、
 bash$ certreq -size 1024 -req a.p10 -key a.key

    のように指定すれば、設定の変更が可能です。また、
        O=nitech.ac.jp
 OU=Nagoya Institute of Technology AiLAB (C)1999
 OU=Sample Class 1 CA.
    のような変則的なサブジェクトの作成が可能です。ただし、VeriSign 等でも、
 O=VeriSign, Inc. 
 OU=VeriSign Trust Network
 OU=www.verisign.com/repository/RPA Incorp. By Ref.,LIAB.LTD(c)98
 CN=VeriSign Class 1 CA Individual Subscriber-Persona Not Validated
    といったサブジェクトなので、必ずしも変則的とはいえません。

  4.2 証明書発行
    aica.cnf の ca_dir 項目で設定してある CA を使用して証明書を発行します。
    証明書を発行した場合は、"ca_dir"/certs/*.cerの形で保存されます。

  4.2.1 証明書要求への発行
    まず、証明書要求に対する証明書発行は、以下のようになります。
 bash$ aica sign newreq.p10 -o a.cer
 CA PKCS#12 file open.
 Input Import Password: 
 Certificate Request signature ok.
 Certificate DATA:
  : (省略)
 do you sign here ? (y/n)[y]: 
 now signing ..
 Update CA information.
 output certificate .. done.

    NAREGI CAでは、まず最初にca.p12を開きます。ここで、間違ったImport Passwordが
    入力された場合は、その場で終了します。
    正しく起動し、また読み込んだ証明書要求の署名が正しかった場合は、発行する
    証明書の情報を表示し、署名するか否かを待ちます。ここで、'y'かリターンを
    入力すれば、証明書の発行を行ないます。標準では、newcert.cer を出力します
    が、-o オプションにてファイル名を指定可能です。また入力ファイルは、
    PKCS#10でも、そのPEM形式のどちらの形式でも構いません。

  4.2.2 証明書の更新
    証明書のシリアルナンバや公開鍵をそのままにして日付のみ更新を行なえます。
 bash$ aica resign a.cer

    resign オペレーションの後に証明書ファイルを指定すれば再署名を行なうことが
    可能です。ただし、その証明書が失効されていた場合は、再署名できません。

  4.2.3 シリアルナンバ指定発行
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    証明書のシリアルナンバを指定して署名することが可能です。
    シリアルナンバの範囲で、証明書の種類を分ける等に有効です。
 bash$ aica sign newreq.p10 -sn 4023

    上記の例では、4023 番のシリアルナンバに署名します。また、すでにその番号を
    使っていた場合は、エラーの後プログラムが終了します。
    逆に、番号が使用されていても証明書の期限が切れていた場合、その番号を使用
    して発行が可能になります。

  4.2.4 CSVを使用した一括大量発行
    指定したフォーマットに従ったCSVを利用することで、証明書の一括発行が可能
    です。更に、作成した証明書に対しPKCS#12ファイルも自動的に生成可能です。
 bash$ aica csv sample.csv

    上記の例により、指定したCSVに従って証明書を作成します。なお、作成過程に
    おいて生成される各種ファイルは、./cert ./req ./key ./p12 以下にファイ
    ルとして残されます。
    CSV フォーマット :
 "プロファイル名",シリアルナンバ,"サブジェクト","SubjectAltName",
     暗号,鍵サイズ,P12作成フラグ,"p12 and key パスワード"
    CSV 例 :
 "SMIME user",10010,"C=JP/OU=sample ou/CN=name10","email:name10@localhost",
     rsa,1024,1,"abcde"
    ・各々の項目は ',' で区切りスペースを入れないで下さい。
    ・プロファイル名とサブジェクト、パスワードはダブルクォーテーション '"' で
      挟んで下さい。
    ・サブジェクトのタグ C,O,OU,… 等は必ず大文字にして下さい。
    ・サブジェクトのタグの先頭以外は必ず'/'で区切り、スペースを入れないで下さい。
    ・サブジェクトの項目は必ず'='の後にスペースなしで入力して下さい。
    ・暗号は rsa, dsa, ecdsa を入力して下さい。
    ・鍵サイズは RSA で 512 ～ 2048bit が推奨されます。
    ・P12作成フラグはPKCS#12ファイルを、0 が未作成、1 が作成です。
    ・パスワードは秘密鍵とp12ファイルで同様のものを使います。
    なお、既にシリアルナンバやサブジェクトが使用されていた場合は、エラーを
    表示後、次の処理へ移行します。
    PII 700MHz, Solaris2.6, Gcc2.8.1 上で行なった10980枚のテスト発行では、
    約5時間で全ての証明書の作成を終え、1枚あたり 1.674 秒で作成を完了して
    います。(AiCA v0.70.2)

  4.3 CRL発行
    CRLの発行は以下の通りです。証明書の失効については 4.5.1 を参照のこと。
 bash$ aica crl
 CA PKCS#12 file open.
 Input Import Password: 
 output ARL .. done.
 output CRL .. done.
 output CRL-All .. done.

  4.4 CA 情報の表示
    プロファイルが保持している一般的な情報の表示は以下の通りです。
    （プロファイル名を指定しない場合は、"SMIME user"となります）
 bash$ aica print
 CA PKCS#12 file open.
 Input Import Password: 
 Issuer  :
   C=JP, ST=aichi, O=nitech.ac.jp, CN=test, /Email=test@localhost
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 Subject :
   C=JP, ST=aichi, O=nitech.ac.jp, CN=test, /Email=test@localhost
        ------------------------------------
        Certificate Profile : SMIME user
          certificate version  : 3
          current serial number: 4141
          signature algorithm  : SHA1WithRSAEncryption
          certificate begin    : at signing time
          certificate end      : Aug 21 15:00:00 2004
            X509v3 extensions:
              x509 Basic Constraints:[critical]
                CA:FALSE
                PathLenConstraint:NULL
              x509 Key Usage:
                digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment,
                dataEncipherment, key Agreement, (0xf8)
              x509 Authority Key Identifier:
                90:66:80:c3:a6:49:5b:65:65:ee:83:84:38:b0:37:…
              x509 Subject Key Identifier:
                90:66:80:c3:a6:49:5b:65:65:ee:83:84:38:b0:37:…

    発行済みの証明書のリストを表示するときは以下のとおりです。
        bash$ aica list
        certificate list [profile : SMIME user]
         state  serial    subject             notBefore      notAfter      revokedDate
          --RK,    100, "C=JP, O=org, CN=name100", 01/03/06 06:56, 02/03/06 06:56, 
02/06/03 07:32
          C---,      2, "C=JP, O=org, CN=sample sub CA", 01/06/03 06:52, 02/06/02 06:52,
          ---K,      1, "C=JP, O=org, CN=sample input", 01/06/03 06:52, 02/06/02 06:52,
    上記のように、プロファイルが保持している情報を表示します。これらの情報を変更
    する場合は、4.5 の各項目を参照して下さい。
    なお、state は、'C'が CA証明書、'R'が失効証明書、'E'が期限切れ、'K'が秘密鍵保管を
    表します。
    また、表示時刻の形式は、"year/month/day hour:minute" となっています。

  4.5 CA 情報の更新
  4.5.1 証明書の失効
    証明書の失効は以下の通り。失効する証明書のシリアルナンバを指定するが、無
    効なシリアルナンバが指定された場合は無視します。
 bash$ aica revoke 35
    この例では、35番のシリアルナンバを持つ証明書に失効のマークをつけます。

  4.5.2 証明書、CRLの期間変更
    証明書やCRLの有効期間を設定します。なお、数値は日数です。
        bash$ aica pfset -days 130
        bash$ aica pfset -pf CRL -days 7
        bash$ aica pfset -pf CRL-All -days 7
    上記の例では、デフォルトプロファイル"SMIME user"を使用して発行する証明書
    を 130日間有効にします。また、発行するCRL,CRL-Allの有効期限を7日にします。
    
  4.5.3 証明書拡張情報の変更
    証明書発行時に付加される拡張情報はプロファイルごとに指定することができま
    す。このプロファイルの拡張情報変更を行なう場合、"aica pfext [option]" に
    よって指定を行います。
    変更を行なう拡張情報を指定してコマンドを実行すると、以下のようにプロファ
    イルに拡張情報を追加するのか、削除するのか、またはキャンセルするのかを選
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    択することができます。

     bash$ aica pfext -bscons
        ...
        Add or delete X.509 extension for profile.
        Select operation (a..add/d..delete/c..cancel)[a]:

    なお、現在サポートされている拡張情報は以下のとおりです。
        aica pfext [options] : set certificate or CRL extensions.

           -bscons : Basic Constraints 拡張情報を設定します
           -keyusage : Key Usage拡張情報を設定します

           -extkeyusage : Extended Key Usage拡張情報を設定します
           -authkeyid : Authority Key Identifier拡張情報を設定します

           -sbjkeyid : Subject Key Identifier拡張情報を設定します
           -issaltname : Issuer Alt Name拡張情報を設定します
           -sbjaltname : Subject Alt Name拡張情報を設定します

           -certpol : Certificate Policy拡張情報を設定します
           -polmap : Policy Mapping拡張情報を設定します

           -crldp : CRL Distribution Point拡張情報を設定します
           -authinfo : Authority Info Access拡張情報を設定します

           -ocspnochk : OCSP no check拡張情報を設定します
           -nscrl : Netscape CRL URL拡張情報を設定します

           -nscomm : Netscape comment拡張情報を設定します
           -nstype : Netscape cert type拡張情報を設定します
           -crlnum : CRL Number拡張情報を設定します

           -issdp : Issuing Distribution Point拡張情報を設定します
           -crlreason : CRL ReasonCode entry拡張情報を設定します

    設定する拡張情報ごとに入力情報が異なっていますので、それぞれの手順にそっ
    て入力を行なってください。なお、BasicConstraints の例は下記のとおりです。
        ------
        Configure detail information for BasicConstraints extension.
        set critical flag (y/n)[y]: y
        set CA flag  (y/n)[n]: n
        set pathLength (-1 means 'NULL') [-1]: -1
        'BasicConstraints' extension is added to 'SMIME user' profile.
        Update CA information.

  4.5.4 証明書プロファイルの追加、削除
    証明書プロファイルの追加や削除を行います。
        bash$ aica prof -add
        bash$ aica prof -del
    プロファイルの追加操作では、最初にプロファイルテンプレートの一覧が表示され
    オペレータがその１つを選択できます。次に、プロファイル名を入力することで、
    プロファイルを CA に追加します。
    プロファイルの削除操作では、CA が現在持っているプロファイルの一覧を表示し
    ます。オペレータはその1つを選択し、プロファイルの削除を行います。

  4.6 オペレータの追加と削除
    CAをローカルマシンにて起動し、直接操作を行う場合はCAのマスタパスワードを
    入力することでCAの操作が可能ですが、リモートコンソールからCAサーバに接続して
    使用する場合は、必ずユーザ（オペレータ）の認証が必要です。このCAサーバに
    接続可能なオペレータ証明書の発行、アクセス権限の設定が可能です。
        bash$ aica user -addop
        CA PKCS#12 file open
        Input PKCS#12 Password:
        -------
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        Add a new Operator to this CA.

        .oo
        ........................................................oo
        Input PASS Phrase:
        Verifying - Input PASS Phrase:
        success to modify CA user.

5. その他のアプリケーション
  5.1 certconv
    証明書、CRL、秘密鍵のファイル形式の相互変換を行ないます。
    * 証明書, 証明書要求, CRL, PKCS#7, PKCS#8 の
      PEM <-> DER 形式変換 :
        bash$ certconv -der -cert out.cer in.cer
 bash$ certconv -pem -p7b out.p7b in.p7b
      "-der" オプションで DER 形式の出力を行います。
      "-pem" オプションで PEM 形式の出力を行います(標準)。

    * チェイン有り証明書やCRL -> PKCS#7 (*.p7b) :
 bash$ certconv -p7b out.p7b in.cer in.crl ca.cer
      入力は in.cer, in.crl, ca.cer で出力が out.p7b です。

    * PKCS#7 -> 任意の深さの証明書 :
 bash$ certconv -depth 0 -cert out.cer -crl out.crl in.p7b
      この例では、深さ0 (即ちチェインの最上位) の証明書とCRLを in.p7b 
      ファイルから取り出しています。

    * チェイン有り証明書 + 秘密鍵 -> PKCS#12 (*.p12) :
 bash$ certconv -p12 out.p12 in.key in.cer ca.cer
 bash$ certconv -p12 out.p12 in.key in.cer ca.cer upca.cer
      入力は in.key, in.cer, ca.cer であり出力は out.p12 です。
      出力の PKCS#12 ファイルは Netscape互換の形をしています。

    * PKCS#12 -> 任意の深さの証明書、秘密鍵 :
        bash$ certconv -key out.key -cert out.cer in.p12
 bash$ certconv -depth 1 -cert out.cer in.p12
      入力は in.p12 であり出力は out.cer と out.key です。
      PKCS#12 (PFX) ファイルは MicrosoftとNetscape の両方の形式が読み込み可能
      です。なお、1番目の例では出力する証明書の深さを指定していませんが、この
      場合は最も深い階層、即ちユーザの証明書が出力されます。

    * PKCS#8 <-> PEM 秘密鍵 :
 bash$ certconv -noenc -p8 out.crtx in.key
 bash$ certconv -p8 out.crtx in.p12
      入力は in.key や in.p12 等の秘密鍵を含む形式となり、出力はPKCS#8の
      out.crtx となります。この例に有るように、"-noenc" オプションによって暗
      号化せずに出力することが可能です。

  5.2 certview
    certview コマンドは下記のファイルを自動的に識別しテキスト形式で表示を行い
    ます。
 証明書:         *.cer, *.pem, *.p7b
 相互認証証明書: *.ccp
 秘密鍵:         *.key, *.pem
 CRL:            *.crl, *.pem, *.p7b
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 証明書要求:     *.req, *.pem, *.p10
 PKCS#12:        *.p12, *.pfx
 PKCS#8:         *.crtx, *.pem
    使い方.
 bash$ certview abc.p12

  5.3 aistore
    証明書の検証などで使用する証明書ストアの操作を行ないます。証明書ストアの構
    成は、ROOT,SUB,OTHER,MY の四つのカテゴリに分けられ、ROOT,SUB,OTHER には、
    証明書とCRLを保管することができます。なお、ROOTはルートCA証明書が保管され、
    SUBには中間CA証明書、MYには本人向けのユーザ証明書、OTHERには他人のユーザ証
    明書が保管されます。
    * 証明書、CRLのリスト表示
      MYストアの証明書をリスト表示する場合は、下記のように指定します。
        bash$ aistore -l
      ROOTストアのCRLをリスト表示する場合は、下記のように指定します。
        bash$ aistore -l -st root -tp crl

    * 証明書、CRLのインポート
      証明書の種類を自動的に判別し適当なストアへインポートすることができます。
      "-id" オプションによって、明示的にストア内部でのユニークな名称を指定する
      ことができます。このとき指定できるファイル形式は、X.509 DER,PEM証明書と
      PKCS#7,PKCS#12ファイルです。
        bash$ aistore -i myca.cer -id myca
      CRLをインポートする場合は、CRLを発行したCA証明書を先にインポートしてから
      操作を行なってください。
        bash$ aistore -i myca.crl

    * 証明書、CRLの表示
      MYストアに保管されている任意の証明書を表示する場合は、下記のように指定し
      ます。
        bash$ aistore -p -id mycert01
      ROOTストアに保管されている任意のCRLを表示する場合は、下記のように指定し
      ます。
        bash$ aistore -p -id cacrl01 -st root -tp crl

    * 証明書、CRLのエクスポート
      MYストアに保管されている任意の証明書をエクスポートする場合は、下記のよう
      に指定します。
        bash$ aistore -e out.cer -id mycert01
      ROOTストアに保管されている任意のCRLをエクスポートする場合は、下記のよう
      に指定します。
        bash$ aistore -e out.crl -id cacrl01 -st root -tp crl

    * 証明書、CRLの削除
      MYストアに保管されている任意の証明書を削除する場合は、下記のように指定し
      ます。
        bash$ aistore -d -id mycert01
      ROOTストアに保管されている任意のCRLを削除する場合は、下記のように指定し
      ます。
        bash$ aistore -d -id cacrl01 -st root -tp crl

  5.4 certvfy
    証明書の検証を行ないます。検証にに必要な CA証明書やCRLなどは、証明書ストア
    にインポートしておく必要があります。そして、X.509PEM, X.509DERの証明書ファ
    イルを指定して検証を行ないます。
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    使い方.
        bash$ certvfy 05.cer
        [0:ok ] C=JP, ST=aichi, O=nitech.ac.jp, CN=test,
        [1:err] C=JP, ST=aichi, O=nitech.ac.jp, CN=hoge, /Email=hoge@localhost
        05.cer : CERT Verify Failed (CRL not found) : 1
    オプションを何もつけない場合、証明書の完全な検証を行ないます。上記の場合、
    depth=1 (自分より1つ上のchain)で証明書の失効状態を検証できなかった（CRLを
    証明書ストアから発見できなかった）ため、検証エラーが起きて終了しています。
        bash$ certvfy 05.cer　-ifcrl
        [0:ok ] C=JP, ST=aichi, O=nitech.ac.jp, CN=test,
        [1:ok ] C=JP, ST=aichi, O=nitech.ac.jp, CN=hoge, /Email=hoge@localhost
        05.cer : CERT Verify OK
    -ifcrlオプションを付けると、CRLが存在する場合のみ失効状態を検証します。CRL
    がない場合は、証明書は失効されていないものとして検証を行い、上記のように
    検証が成功します。また、CRLが存在しても、-nocrlオプションによって失効状態
    の検証を行なわないように指定することもできます。

  5.5 asn1view
    DER 形式のファイルを、文法解析し表示します。X.509PEM 形式や P7b,P12 の暗号
    化された部分を復号し表示することができます。
    使い方.
 bash$ asn1view abc.p12

  5.6 aira オフラインCA用コマンド
    オフラインCAモードで使用する aira コマンドについて説明します。

    * CSR の表示
      メールにて通知を受けた後、番号を指定して、CSRを表示します。
        bash$ aira csr -show 3
        >>>>>>>>>>>>>>> CSR information >>>>>>>>>>>>>>>
        Certificate Request:
          Data:
            Version: 1 (0x0)
            Subject: C=JP, O=TEST, OU=GRID, CN=mariri,
            Subject Public Key Info:
              Public Key Algorithm: rsaEncryption
              ...
        >>>>>>>>>>>>>>>>  CSR PEM  >>>>>>>>>>>>>>
        -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
        
MIIDRDCCAq0CAQAwZzELMAkGA1UEBhMCSlAxDTALBgNVBAoTBFRFU1QxDTALBgNV
        ...
        -----END CERTIFICATE REQUEST-----

    * CSR の破棄
      CSR を破棄するには以下のコマンドを入力します。
        bash$ aira csr -reject 3
        >>>>>>>>>>>>>>> CSR information >>>>>>>>>>>>>>>
        Certificate Request:
          Data:
            Version: 1 (0x0)
            Subject: C=JP, O=TEST, OU=GRID, CN=mariri,
            Subject Public Key Info:
              Public Key Algorithm: rsaEncryption
              ...
        do you really reject this CSR ? (y/n)[y]:
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    * 証明書の配置
      CSR を -show コマンドにて取り出し、CAにて証明書を発行します。
      その後、証明書をRAサーバに配置して、ユーザから取得可能な状態にします。
        bash$ aira csr -cert newcert.pem
        locate a certificate (accID=0000003) ... done.
      
      aienroll デーモンプロセスにより、ユーザに証明書が配置されたことが
      メールにて通知されます。
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