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はじめに 
 
本書は、Adobe PDF 製品を用いて弊社タイムスタンプサービス（セイコータイムスタン

プサービス）からタイムスタンプを取得し、PDF ファイルへ付与する手順と PDF ファイル

に付与されたタイムスタンプの内容を検証、確認する手順について記載した説明書です。 
 本書では、Adobe Acrobat Reader DC と Adobe Reader Ⅺ での使用方法について説明し

ます。(Adobe Acrobat X および Adobe Reader X 以前のバージョンについては動作を保証

致しておりません) 
 なお、検証、確認については、弊社が提供しておりました「かんたんタイムスタンプ」

サービスを用いてタイムスタンプの取得・付与を行った PDF データの場合も記載しており

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他社商標について 
・ Adobe® 、 Adobe® Acrobat Reader® 、 Adobe® Reader® は Adobe Systems 
Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標または商標です。 
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1 章 タイムスタンプ局（TSA）の設定 
 

Adobe Reader XI および Adobe Acrobat Reader DC を用いてタイムスタンプの取得と付

与を行うためには、まず、使用するタイムスタンプサービスの設定が必要です。 
 設定は以下の手順で実施してください。 
 
手順１：環境設定画面の表示 

メニューバーから「編集」→「環境設定」と選択し、“環境設定”画面を表示させる。 

 
＜環境設定画面＞ 
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手順２：セキュリティー設定の表示 

環境設定画面の「分類」から”セキュリティ“を選択し表示させます。 
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手順３：サーバー設定の表示 

「サーバーの設定」にある「詳細」を選択し、さらに“タイムスタンプサーバー”を

選択し、登録されているタイムスタンプサーバーの一覧を表示させます。 

 
 
＜タイムスタンプサーバーの一覧＞ 
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手順４：使用するタイムスタンプサーバーの設定 

“新規”を選択し“新しいタイムスタンプサーバー”の入力画面を表示させます。 

 

 
 

 
 
 
  



4PAS_DM16001_01   

セイコーソリューションズ株式会社  - 5 - 
 

 
手順５：タイムスタンプサーバーの選択 

「名前」と「サーバーの URL」に必要事項を入力し、“OK”ボタンを押します。 

 
 

※「名前」には任意のわかりやすい名前をご入力ください。 
「サーバーの URL」には弊社よりご案内する URL をご入力ください。 
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手順６：使用するタイムスタンプサーバーの選択 

タイムスタンプサーバーの一覧に手順５で入力した新しいタイムスタンプサー

バーの情報が追加されますので、そこを選択し、“デフォルトに設定”を押すと、使

用するタイムスタンプサーバーとして登録が実施されます。 
 

 
 

使用したいタイムスタンプサーバーに星印がついていることを確認してください。 

 

 
これで設定は終了で、設定したタイムスタンプサーバーを使用できるようになり

ます。 
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2 章 タイムスタンプの付与方法 
 タイムスタンプの付与は使用する Adobe PDF のバージョンにより違いがあるので、それ

ぞれの方法を説明します。 
 
2-1 Adobe Acrobat Reader DC 

 Adobe Acrobat Reader DC を用いる場合には下記の方法を実施してください。 
手順１：タイムスタンプを付与したいファイルを開きます。 
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手順２：メニューバーから「ツール」を選択し、さらに「証明書」を選択すると、“タ

イムスタンプ”というタブが現れるので、そこを押してください。 
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手順３：“名前を付けて保存”の画面が表示されますので、タイムスタンプの付与後の

ファイル名を付けて保存をします。 

 
 
 

手順４：タイムスタンプサービスに接続するための“ユーザー名”と“パスワード”

の入力を求める画面が表示されますので、弊社より提供されているユー

ザー名とパスワードを入力します。 

 

※ユーザー名とパスワードは、弊社よりあらかじめご連絡されたものを 
入力してください。 

 
これで、タイムスタンプが対象のデータに付与されます。 
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※タイムスタンプの取得時に下記の様なメッセージが表示されることがあります

ので、その場合は必ず「許可」を押してタイムスタンプ局との通信を許可して

ください。（ここで「ブロック」を押した場合にはタイムスタンプが実施されま

せん） 

 

 
 
  



4PAS_DM16001_01   

セイコーソリューションズ株式会社  - 11 - 
 

 
2-2 Adobe Reader XI 

 Adobe Reader XI を用いる場合には下記の方法を実施してください。 
手順１：タイムスタンプを付与したいファイルを開きます。 

 

 
手順２：「入力と署名」のタブを選択し、さらに「電子署名」を選択する。プルダウ

ンメニューに表示される“文書にタイムスタンプを付与”を実行します。 
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手順３：“名前を付けて保存”の画面が表示されますので、タイムスタンプの付与後

のファイル名を付けて保存をします。 

 
 

手順４：タイムスタンプサービスに接続するための“ユーザー名”と“パスワード”

の入力を求める画面が表示されますので、弊社より提供されているユー

ザー名とパスワードを入力します。 
 

 
 

※ユーザー名とパスワードは、弊社よりあらかじめご連絡されたものを 
入力してください。 

 
これで、タイムスタンプが目的のデータに付与されます。 

 
※引き続きでタイムスタンプを参照するためには、PDF ファイルを一度閉じ

て、開きなおす必要があります。 
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※タイムスタンプの取得時に下記の様なメッセージが表示されることがありま

すので、その場合は必ず「許可」を押してタイムスタンプ局との通信を許可

してください。（ここで「ブロック」を押した場合にはタイムスタンプが実施

されません） 
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3 章 タイムスタンプの検証と確認 
3-1 Adobe Acrobat Reader DC 

   タイムスタンプの付与を行った方法によって、タイムスタンプ（付与の実施日時）

の参照方法に若干の違いがあります。それぞれにあった参照方法を行ってください。 
 

3-1-1 Adobe PDF でタイムスタンプを付与した場合 

     タイムスタンプ付与時に Adobe PDF を用いた場合は以下のようになります。 
 

手順１：検証したい PDF ファイルを開きます。 

 
 
      ファイルを開くと自動的に検証が実施されて、検証結果が青枠の所に表示さ

れます。 
※上の図は、検証に異常がなかった時で青い色になります。 
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    手順２：署名パネルのボタンを押すと左側に「署名パネル」が表示されます。 

 

 
    手順３：署名パネルの中にある「バージョン１：・・・・」の部分を右クリック

すると、ポップアップメニューが表示されますので、“署名のプロパティ

を表示”を選択します。 
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    手順４：署名のプロパティが表示されます。 
        赤枠でくくった部分に表示されている日時がPDFデータ内に含まれるタ

イムスタンプトークンから読みだされた（タイムスタンプを実施、付与

した）日時です。 

 
 

     手順５：署名のプロパティにある「署名者の証明書を表示」を押すと証明書ビュー

アが表示されます。 
        「詳細」タブを選択し、「サブジェクト」を選択すると、タイムスタンプ

サーバーの情報が青枠の領域に表示されます。 
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3-1-2 かんたんタイムスタンプでタイムスタンプを付与した場合 

     タイムスタンプ付与時にかんたんタイムスタンプを用いた場合は、台紙の有無

やタイムスタンプの方式に合わせて、以下の方法で参照してください。 
 

3-1-2-1「台紙なし」+「DocTimeStamp」にてタイムスタンプ を付与した場合 

    手順１：検証したい PDF ファイルを開きます。 

 

   ファイルを開くと自動的に検証が実施されて、検証結果が青枠の所に表示されます。 
   上の図は、検証に異常がなかった時で青い色になります。 
 
   手順２：署名パネルのボタンを押すと左側に「署名パネル」が表示されます。 
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    手順３：署名パネルの中にある「バージョン１：・・・・」の部分を右クリック

すると、ポップアップメニューが表示されますので、“署名のプロパティ

を表示”を選択します。 

 
 
 
    手順４：署名のプロパティが表示されます。 
        赤枠でくくった部分に表示されている日時がPDFデータ内に含まれるタ

イムスタンプトークンから読みだされた（タイムスタンプを実施、付与

した）日時です。 
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     手順５：署名のプロパティにある「署名者の証明書を表示」を押すと証明書

ビューアが表示されます。 
         「詳細」タブを選択し、「サブジェクト」を選択すると、タイムスタン

プサーバーの情報が青枠の領域に表示されます。 
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3-1-2-2「標準台紙」+「DocTimeStamp」にてタイムスタンプ を付与した場合 

    手順１：検証したい PDF ファイルを開きます。 

 

ファイルを開くと自動的に検証が実施されて、検証結果が青枠の所に表示され

ます。 
   上の図は、検証に異常がなかった時で青い色になります。 

 
 
   手順２：署名パネルのボタンを押すと左側に「署名パネル」が表示されます。 
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    手順３：署名パネルの中にある「バージョン１：・・・・」の部分を右クリック

すると、ポップアップメニューが表示されますので、“署名のプロパティ

を表示”を選択します。 

 
 
 
    手順４：署名のプロパティが表示されます。 
        赤枠でくくった部分に表示されている日時がPDFデータ内に含まれるタ

イムスタンプトークンから読みだされた（タイムスタンプを実施、付与

した）日時です。 
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     手順５：署名のプロパティにある「署名者の証明書を表示」を押すと証明書

ビューアが表示されます。 
         「詳細」タブを選択し、「サブジェクト」を選択すると、タイムスタン

プサーバーの情報が青枠の領域に表示されます。 
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3-1-2-3「標準台紙」+「ES-T（証明）」にてタイムスタンプ を付与した場合 

 
    手順１：検証したい PDF ファイルを開きます。 

 
 

ファイルを開くと自動的に検証が実施されて、検証結果が青枠の所に表示さ

れます。 
    上の図は、検証に異常がなかった時で青い色になります。 

 
   手順２：署名パネルのボタンを押すと左側に「署名パネル」が表示されます。 
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    手順３：署名パネルの中にある「バージョン１：・・・・」の部分を右クリック

すると、ポップアップメニューが表示されますので、“署名のプロパティ

の表示”を選択します。 

 
 
    手順４：署名のプロパティが表示されます。 
        赤枠でくくった部分に表示されている日時がPDFデータ内に含まれるタ

イムスタンプトークンから読みだされた（タイムスタンプを実施、付与

した）日時です。 
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     手順５：署名のプロパティにある「詳細プロパティ」を押すと「署名の詳細プ

ロパティ」が表示されます。 

 
 
     手順６：署名のプロパティにある「証明書を表示」を押すと署名の「証明書ビュー

ア」が表示されます。 
         「詳細」タブを選択し、「サブジェクト」を選択すると、タイムスタン

プサーバーの情報が青枠の領域に表示されます。 
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3-2 Adobe Reader Ⅺ 

   Adobe Reader XI 用いてタイムスタンプの参照を行う場合も、タイムスタンプの付

与を行った方法によって、タイムスタンプ（付与の実施日時）の参照方法に若干の違い

があります。それぞれにあった参照方法を行ってください。 
 

3-2-1 Adobe PDF でタイムスタンプを付与した場合 

    手順１：検証したい PDF ファイルを開きます。 

 
ファイルを開くと自動的に検証が実施されて、検証結果が青枠の所に表示されます。 

 上の図は、検証に異常がなかった時で青い色になります。 
 
   手順２：署名パネルのボタンを押すと左側に「署名パネル」が表示されます。 
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    手順３：署名パネルの中にある「バージョン１：・・・・」の部分を右クリック

すると、ポップアップメニューが表示されますので、“署名のプロパティ”

を選択します。 

 

 
    手順４：署名のプロパティが表示されます。 
        赤枠でくくった部分に表示されている日時がPDFデータ内に含まれるタ

イムスタンプトークンから読みだされた（タイムスタンプを実施、付与

した）日時です。 
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     手順５：署名のプロパティにある「署名者の証明書を表示」を押すと証明書

ビューアが表示されます。 
         「詳細」タブを選択し、「サブジェクト」を選択すると、タイムスタン

プサーバーの情報が青枠の領域に表示されます。 
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3-2-2 かんたんタイムスタンプでタイムスタンプを付与した場合 

 
3-2-2-1「台紙なし」+「DocTimeStamp」にてタイムスタンプ を付与した場合 

    手順１：検証したい PDF ファイルを開きます。 

 
ファイルを開くと自動的に検証が実施されて、検証結果が青枠の所に表示されます。 

 上の図は、検証に異常がなかった時で青い色になります。 
 
   手順２：署名パネルのボタンを押すと左側に「署名パネル」が表示されます。 
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    手順３：署名パネルの中にある「バージョン１：・・・・」の部分を右クリック

すると、ポップアップメニューが表示されますので、“署名のプロパティ

を表示”を選択します。 

 

 
    手順４：署名のプロパティが表示されます。 
        赤枠でくくった部分に表示されている日時がPDFデータ内に含まれるタ

イムスタンプトークンから読みだされた（タイムスタンプを実施、付与

した）日時です。 
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     手順５：署名のプロパティにある「署名者の証明書を表示」を押すと証明書

ビューアが表示されます。 
         「詳細」タブを選択し、「サブジェクト」を選択すると、タイムスタン

プサーバーの情報が青枠の領域に表示されます。 
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3-2-2-2「標準台紙」+「DocTimeStamp」にてタイムスタンプ を付与した場合 

    手順１：検証したい PDF ファイルを開きます。 

 
ファイルを開くと自動的に検証が実施されて、検証結果が青枠の所に表示されます。 

 上の図は、検証に異常がなかった時で青い色になります。 
 
   手順２：署名パネルのボタンを押すと左側に「署名パネル」が表示されます。 
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    手順３：署名パネルの中にある「バージョン１：・・・・」の部分を右クリック

すると、ポップアップメニューが表示されますので、“署名のプロパティ”

を選択します。 

 

 
    手順４：署名のプロパティが表示されます。 
        赤枠でくくった部分に表示されている日時がPDFデータ内に含まれるタ

イムスタンプトークンから読みだされた（タイムスタンプを実施、付与

した）日時です。 
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     手順５：署名のプロパティにある「署名者の証明書を表示」を押すと証明書

ビューアが表示されます。 
         「詳細」タブを選択し、「サブジェクト」を選択すると、タイムスタン

プサーバーの情報が青枠の領域に表示されます。 
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3-2-2-3「標準台紙」+「ES-T（証明）」にてタイムスタンプ を付与した場合 

    手順１：検証したい PDF ファイルを開きます。 

 

 
ファイルを開くと自動的に検証が実施されて、検証結果が青枠の所に表示されます。 

 上の図は、検証に異常がなかった時で青い色になります。 
 
 
   手順２：署名パネルのボタンを押すと左側に「署名パネル」が表示されます。 
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    手順３：署名パネルの中にある「バージョン１：・・・・」の部分を右クリック

すると、ポップアップメニューが表示されますので、“署名のプロパティ

を表示”を選択します。 

 

 
    手順４：署名のプロパティが表示されます。 
        赤枠でくくった部分に表示されている日時がPDFデータ内に含まれるタ

イムスタンプトークンから読みだされた（タイムスタンプを実施、付与

した）日時です。 
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     手順５：署名のプロパティにある「詳細プロパティ」を押すと「署名の詳細プ

ロパティ」が表示されます。 

 
 
     手順６：署名のプロパティにある「証明書を表示」を押すと署名の「証明書ビュー

ア」が表示されます。 
         「詳細」タブを選択し、「サブジェクト」を選択すると、タイムスタン

プサーバーの情報が青枠の領域に表示されます。 
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3-3 検証に失敗する場合 

 
 タイムスタンプの付与されているPDFファイルを開くと自動的に検証が実施されますが、

検証に失敗すると下図(緑色の枠線の中)のように、メッセージが表示されます。 
 その場合、失敗する要因としていくつかの事が考えられます。 
 ここではいくつかの例とその対処方法について説明します。 

 

 
※タイムスタンプを付与していないPDFファイルを開くと上記のメッセージの表示領域自

体が表示されません。 
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＜例１＞ 
 メッセージの内容： 

少なくとも 1 つの署名に問題があります。 
 PDF ファイルの状況： 
   タイムスタンプに用いた電子証明書の検証に失敗しています。 
   PDF データが正しいかについては判定していません。 
 対処方法： 
   タイムスタンプ及び電子署名に用いた証明書の正当性を担保する必要があります。 
   以下の手順で、証明書の検証に必要な情報を取り込んでください。 
 
・対処方法１：Windows に取り込まれた証明書を検証に用いる。 
手順１：環境設定画面の表示 

メニューバーから「編集」→「環境設定」と選択し、“環境設定”画面を表示させる。 

 

 
＜環境設定画面＞ 
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手順２：セキュリティ設定の表示 

環境設定画面の「分類」から“署名”を選択し表示させます。 

 
 
 
手順３：署名検証の環境設定の表示 
  「検証」にある“詳細”ボタンを押して、「署名検証の詳細画面」を表示させます。 
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手順４：署名検証の環境設定の実施表示された「署名検証の環境設定」にある「Windows
統合」で、“署名の検証”をチェックします。 
（Adobe Reader XI の場合） 

 
 
（Adobe Acrobat Reader DC の場合） 

 

 
※チェックを入れた後、一度、Adobe Acrobat Reader DC(Adobe Reader XI)を再起動して

ください。 
・対処方法２：PDF データ内に含まれている証明書を検証に用いる。 
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この方法はデータが確実に正しいと判断できている PDF データを用いてください。 
 
手順１：署名パネルの表示 
署名パネルのボタンを押すと左側に「署名パネル」が表示されます。 

 

 
手順２：署名プロパティの表示 
署名パネルの中にある「バージョン１：・・・・」の部分を右クリックすると、ポップアッ

プメニューが表示されますので、“署名のプロパティを表示”を選択し、表示させます。 

 

 
手順４：署名者証明書(証明書ビューア)の表示 
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“署名者の証明書を表示“ボタンを押下しますと、証明書ビューアが起動し、タイムスタ

ンプに使われた証明書情報が表示されます。 

 

 
       ＜証明書ビューア＞ 

 
 
 

手順５：信頼設定の表示と設定を実施 
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タブメニューから“信頼”を選択し、“信頼済み証明書に追加”ボタンを押下します。 

 

 
下記の様な「Acrobat のセキュリティ」のポップアップが表示されますので、“OK”ボタン

を押下し、「連絡先設定を取り込み」を表示させます。 
※ここで、“キャンセル”ボタンを押下して終了すると、信頼済み証明書への登録は行われ

ません。 
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「信頼」の領域にある“この証明書を信頼済みのルートとして使用”にチェックがついて

いることを確認し、“OK”ボタンで終了します。 

 

 
 
※一度、Adobe Acrobat Reader DC(Adobe Reader XI)を再起動してください。 
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＜例２＞ 
 メッセージの内容： 

署名済みであり、すべての署名は有効です。ただし、最終署名の後に署名されてい

ない変更があります。 
 PDF ファイルの状況： 
   タイムスタンプに用いられた電子証明書（タイムスタンプ証明書）の検証に異常は

なかったが、最後に行われたタイムスタンプの後に何らかの加筆が加えられています。 
 対処方法： 
   署名パネルを表示して、そこにある各バージョンを順次表示させて署名の検証をや

り直してください。 
   検証結果に異常がなかった最も新しいバージョンのデータまでは正しい状態です。 
 
 
＜例３＞ 
 メッセージの内容： 

無効な署名があります。 
 PDF ファイルの状況： 
   PDF に何らかの改ざんが行われているかファイルが壊れています。 
   ※ツール(Adobe Acrobat など)を用いた加筆ではなく、PDF データに直接的に手が加

えられた危険性があります。 
 対処方法： 
   署名パネルを表示して、そこにある各バージョンを順次表示させて署名の検証をや

り直してください。 
   検証結果に異常がなかった最も新しいバージョンのデータまでは正しい状態です。 

  バージョン１を表示しても同様のメッセージが表示され続ける場合は、PDF の入手

もとにお問い合わせください。 
 
 
 
 



 

〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-8 

support@seiko-sol.co.jp 
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