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概要

この資料は Cisco Identity Services Engine （ISE）で TLS/SSL 証明書を記述したものです。 それ
は ISE 証明書の種類および役割を、よくあるタスクおよびトラブルシューティングを行う方法を
カバーし最終的に頻繁な FAQ に答えます。 それは他の ISE 2.x ソフトウェア リリースと類似し
たまたは他に示されていなければ同一であるはずであるどんなに、バージョン 2.4 から 2.7 に
ISE をカバーします。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Identity Services Engine（ISE）1.



ISE および AAA 配備の異なる型を記述するのに使用されている用語。2.
RADIUSプロトコルおよび AAA 基本3.
SSL/TLS および x509 証明書4.
公開キー Infrastructure（PKI）基本5.

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco Identity Services Engine （ISE）、リリース 2.4 - 2.7●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 ネット
ワークがライブである場合、あらゆるコマンドまたは設定の潜在的影響を理解するようにして下
さい。

サーバ証明書

サーバによってサーバ証明がサーバの識別を信頼性のためのクライアントに示し、コミュニケー
ションにセキュア チャネルを提供するのに使用されています。 これらは（ところにそれ自身への
サーバの問題 証明書）かまたは a によって認証局（CA）発行されて自己署名であるかもしれま
せん（組織にまたはよく知られたベンダーから内部）。

サーバ証明はサーバのホスト名か FQDN （ドメイン ネームの絶対表記）に一般的に発行されま
すか、またはまたワイルドカード 証明書（*.domain.com）であるかもしれません。 に発行した
ホスト、ドメイン、またはサブドメインはコモン Name（CN）か Name（SAN）認証対象代替フ
ィールドで一般的に述べられます。

ワイルドカード 証明書はワイルドカード 表示法（ホスト名の代わりのアスタリスク-）を使用す
る SSL 証明書で、こうして同じ証明書が組織の複数のホストを渡って共有されるようにします。
例 CN かワイルドカード 証明書のサブジェクト名の SAN 値は *.company.com に一例として類似
したになり、server1.com、server2.com、等のようなこのドメインのホストを保護するのに使用
することができます。

一般的に 証明書 使用 公開キー暗号化か非対称暗号化。

Public Key: 公開キーはデバイスがそれと交信を行うことを試みるときフィールドの 1 つの証
明書にあり、システムによって公に共有されます。

●

秘密キー: 秘密キーはエンド システムに私用で、公開キーと組み合わせられます。 公開キー
によって暗号化されるデータは特定の組み合わせられた秘密キーによってしかまたその逆に
も復号化することができません。

●

注意： ISE は現在 シグニチャ アルゴリズムとして RSASSA-PSS を使用する証明書をサポ
ートしません。 これにはサーバ証明、ルート、中間物、またはクライアント 認証（すなわ
ち TLS、PEAP （TLS）、等）が含まれています。 CSCug22137 を参照して下さい

ISE 証明書



Cisco Identity Services Engine （ISE）は Public Key Infrastructure（PKI）にエンドポイント、ユ
ーザ、管理者、等を、また multinode 配備の Cisco ISE ノードの間でセキュアコミュニケーショ
ンを提供するために頼ります。 PKI は x.509 デジタル証明書にメッセージの暗号化および復号化
のための公開キーを転送し、ユーザおよびデバイスによって示される他の証明書の信頼性を確認
するために頼ります。 Cisco ISE に通常使用される証明書の 2 つのカテゴリーがあります:

システム 証明書: これらはクライアントに Cisco ISE ノードを識別するサーバ証明です。
Cisco 各 ISE ノードにそれぞれがそれぞれプライベート キーと共にノードで保存される自身
のローカル証明書があります。

●

信頼できる証明書 ストア 証明書: これらはさまざまな目的で ISE に示される証明書を検証す
るのに使用される認証局（CA） 証明書です。 証明書 ストアのこれらの証明書はプライマリ
管理 ノードで管理され、Cisco 分散 ISE 配置の他のすべてのノードに複製されます。 証明書
ストアはまた BYOD のために意図されている ISE の内部認証局によって ISE ノードのため
に生成される証明書が含まれています。 

●

システム 証明書

システム 証明書は 1つ以上の役割に使用することができます。 各ロールは別の目的を機能し、こ
こに説明されます:

admin: 443(Admin GUI に）、また複製のために、およびここにリストされていないポート
/使用のためにすべての通信を保護するのに使用されるこれ。

●

ポータル: これが中央集中型 Web 認証（CWA）ポータル、ゲスト、BYOD、クライアント プ
ロビジョニングおよびポータル、先祖などを提供するネイティブ サプリカントのようなポー
タルに HTTP 通信を保護するのに使用されています ポータルにとりわけタグ付けされた証明
書使用されるように指示する各ポータルは門脈グループ タグにマップされる必要があります
（デフォルトはデフォルト門脈グループ タグです）。 証明書の編集オプションの門脈グルー
プ タグ名前ドロップダウン・メニューは新しいタグか選択されるべき既存のタグが作成され
るようにします。

●

EAP: これは 802.1X 認証のためのクライアントに示される証明書を規定 する役割です。 証
明書は EAP-TLS、PEAP、EAP-FAST のようなほぼ各可能性のある EAP 方式と、等使用さ
れます。 PEAP およびファーストのようなトンネル伝送された EAP メソッドによってクレ
デンシャル交換を保護するのに、Transport Layer Security （TLS）が使用されています。 ク
ライアントの資格情報はサーバにセキュア交換を確認するためにこのトンネルが確立された
後まで送られません。

●

RADIUS DTLS: この役割はネットワーク アクセスデバイス（NAD）と ISE 間の RADIUSト
ラフィックを暗号化するのに DTLS 接続（UDP 上の TLS 接続）に使用するべき証明書を規
定 します。 NAD ははたらくこの機能のために可能な DTLS 暗号化であるはずです。

●

SAML: サーバ証明は SAML 識別プロバイダ（IdP）とセキュアコミュニケーションに使用し
ました。 SAML 使用のために指定される証明書は Admin、EAP 認証、等のような他のどのサ
ービスに使用することができません。

●

ISE メッセージング サービス: 2.6 以来、ISE はログ データにレガシー Syslogプロトコルの●



代りに ISE メッセージング サービスを利用します。 これがこの通信を暗号化するのに使用
されています。

PxGrid: この証明書は ISE の PxGrid サービスのために使用されます。●

ISE はインストールされているとき、デフォルト 自己署名 サーバ証明を生成します。 これは
EAP 認証、Admin、ポータルおよび RADIUS DTLS にデフォルトで割り当てられます。 内部 CA
かよく知られた CA署名付き証明書にこれらの役割を移動することを推奨します。

ヒント： それは ISE システム 証明書の認証対象代替 Name フィールドに ISE サーバの
FQDN および IP アドレスを両方確認する好ましい習慣追加されますです。 一般に、Cisco
ISE の証明書認証を確認することは証明書主導の確認 機能のマイナーな相違点によって、
ネットワークで展開される Cisco すべての ISE ノードのための使用小文字ホスト名影響を
与えられません。

注: ISE 証明書の形式は、プライバシー強化メール（PEM）または Distinguished Encoding
Rules（DER）にする必要があります。 

信頼できる証明書 ストア

認証局証明書は Administration > システム > 証明書 > 証明書 ストアで保存する必要があり、ISE
がこれらの証明書をエンドポイント、デバイスまたは他の ISE ノードによって示される証明書を
検証するのに使用するようにするクライアント認証 使用例のための信頼がある必要があります。



基本的なタスク

証明書が満期日を過し、取り消されるか、またはいつか取り替えられるために必要となることが
できます。 ISE サーバ証明が切れる場合、深刻な問題は新しいのと取り替えられなければ、有効
な証明書起こるかもしれません。

注: Extensible Authentication Protocol（EAP）のために使用する証明書が切れる場合、クラ
イアント認証はクライアントが ISE 証明書をもう信頼しないので失敗するかもしれません
。 ポータルに使用する証明書が切れる場合、クライアントおよびブラウザはポータルに接
続することを拒否するかもしれません。 べきであるように ISE にログインに管理者をもう
防ぎ、分散配置が機能し終えるかもしれない Admin 使用状況証明書が切れる場合、リスク
はより大きいです。

自己署名証明書を生成して下さい

新しい自己署名証明書を生成するために、Administration > システム > 証明書 > システム 証明書
にナビゲートして下さい。 自己 署名入り認証を『Generate』 をクリック して下さい。 

このリストは生成する 自己 署名入り認証 ページでフィールドを解説します。



自己署名証明書 Settings フィールド名前使用上のガイドライン:

SELECT ノード: （必要とされる）システム 証明書を生成する必要があったノード。●

Common Name （CN）: SAN が規定 されない場合（必要とされる）デフォルトで、
Common Name は自己署名証明書が生成されている ISE ノードのドメイン ネームの絶対表
記です。

●

Organizational Unit （OU）: 組織ユニット名前。 たとえば、設計。●

組織（o）: 組織名。 たとえば、Cisco。●

都市（l）: （短縮しないで下さい）都市名。 たとえば、サンノゼ。●

状態（ST）: （短縮しないで下さい）状態名前。 たとえば、カリフォルニア。●

国（c）: 国名。 2 文字 ISO 国別コードは必要です。 たとえば、米国。●

認証対象代替名（SAN）: IP アドレス、証明書と関連付けられる定型 資源 識別子 （URI）ま
たは DNS 名。

●

キーの種類: 公開キーを作成するのに使用されるべきアルゴリズムを規定 して下さい: RSA
か ECDSA。

●

[Key Length]： 公開キーのためのビット サイズを規定 して下さい。 これらのオプションは
RSA に利用できます: 512 1024 2048 4096 およびこれらのオプションは ECDSA のために利
用可能です: 256 384

●

下記のもので署名するべきダイジェスト: これらのハッシュ アルゴリズムの 1 つを選択して
下さい: SHA-1 か SHA-256。

●

証明書ポリシー: 証明書 証明書が合致する必要があるポリシー OID か OID のリストを入力し
て下さい。 カンマを使用するか、または OID を分けるために間隔をあけて下さい。

●

有効期限 TTL: 幾日の数を規定 して下さいそのあとで証明書は切れます。●

表示名: 証明書の友好的な名前を入力して下さい。 名前が規定 されない場合、Cisco ISE は
自動的に <nnnnn> がユニークな 5 桁数である形式 <common name> # <issuer> # <nnnnn>
の名前を作成します。

●

ワイルドカード 証明書を許可して下さい: 自己署名 ワイルドカード 証明書（サブジェクトの
あらゆる Common Name および/または認証対象代替名前の DNS 名でアスタリスク（*）が
含まれている生成するためにこのチェックボックスを証明書をチェックして下さい。 たとえ
ば、SAN に割り当てられる DNS 名は *.domain.com である場合もあります。

●

使用方法： このシステム 証明書が使用する必要があるサービスを選択して下さい。 利用可
能なオプションは次のとおりです:
 AdminEAP 認証RADIUS DTLSpxGridSAML門脈

●





注: RSA および ECDSA 公開キーは同じセキュリティレベルのための異なるキー長があるか
もしれません。 intension が公共 CA署名付き証明書を得るか、または FIPS 対応ポリシー管
理 システムとして Cisco ISE を展開することである場合 2048 を選択して下さい。

自己署名証明書を更新して下さい

既存の自己署名証明書を表示するために、Administration > システム > 証明書 > ISE コンソール
のシステム 証明書にナビゲートします。 述べられた同じ ISE サーバ FQDN 場合に発行され、発
行されるのあらゆる証明書、それからそれは自己署名証明書です。 この証明書を選択し、『
Edit』 をクリック して下さい。
の下で自己 署名入り認証を更新し、更新期間ボックスをチェックし、必要に応じて満了 TTL を
設定 して下さい。 最終的には、『SAVE』 をクリック して下さい。

信頼できる証明書をインストールして下さい

ルートCA、中間 CA、および/または信頼されるために必要なホストからの Base 64 符号化された
証明書を得て下さい。

1. ISE ノードへのログインは Administration > システム > 証明書 > Certificate Management > 信
頼できる証明書にナビゲートし、このイメージに示すように、『Import』 をクリック し。



2. Next ページで、CA 認証をアップ ロードして下さい得られた（上でと同じ順序で）。 それら
に友好的な名前をおよびトラックを保存するため証明書がであるもののため説明する記述を割り
当てて下さい。

使用必要によって、ボックスをの隣でチェックして下さい:

信頼して下さい ISE 内の認証のために-これは同じが信頼した信頼できる証明書 ストアにロ
ードされる CA 認証をあるとき新しい ISE ノードを追加することです。

●

クライアント認証および Syslog のための信頼-この証明書を EAP と ISE に接続したりおよび
/または安全な syslog サーバを信頼するエンドポイントを認証するのに使用することをこれが
可能にして下さい。

●

信頼して下さいシスコ サービスの認証のために-これは供給サービスのような外部シスコ サ
ービスしか信頼しないために必要とされます。

●

3. 最終的には、『SUBMIT』 をクリック して下さい。 この場合証明書は信頼されたストアで目
に見えるはずですべてのセカンダリ ISE ノードに同期されます（配置で）。



ステップ 4. CA署名付き証明書をインストールして下さい

ルートおよび中間 CA の証明書が信頼できる証明書 ストアに追加されれば、証明書署名要求
（CSR）は発行される基づいていることができ、署名する証明書は ISE ノードに CSR に区切ら
れるかもしれません。

1. そうするために、Administration > システム > 証明書 > 証明書署名要求にナビゲートし、CSR
を生成するために Certificate Signing Requests （CSR）を『Generate』 をクリック して下さい
。

2. 使用セクションの下で、表示されるページがで、ロールをドロップダウン メニューから使用さ
れるために選択して下さい。

証明書が複数の役割のために使用される場合、マルチユースを選択して下さい。 証明書が生成さ
れれば役割は必要ならば変更することができます。 ほとんどの場合、証明書はドロップダウンの
ために使用されるでマルチユースに使用するために設定 することができます: これは証明書がす
べての ISE ウェブ ポータルのために使用可能であるようにします。

3. 証明書が生成されるノードを選択するために ISE ノードの隣でボックスをチェックして下さい
。

4. 目的が/生成する ワイルドカード 証明書インストールすることである場合割り当てワイルドカ
ード 証明書 ボックスをチェックして下さい。



5. ホストまたは組織（組織ユニット、組織、都市、状態および国）についての詳細に基づいて認
証対象情報に記入して下さい。

6. これを終えるために、『Generate』 をクリック し、次にアップするポップアップで『
Export』 をクリック して下さい。



ちょうど作成されたこれは Base-64-encoded Certificate 要求 要求をダウンロードします-この
 PEM ファイルは必要署名のための CA に送信 されるためにで結果として生じる署名入り認証
CER ファイル（符号化される Base 64）を得ます。

注: Common Name （CN） フィールドの下で ISE はノードの完全修飾ドメイン名
（FQDN）を自動読み込みます。

注: ISE 1.3 および 1.4 では pxGrid を使用するために 2 CSR を少なくとも発行することを、
必要としました。 1 つは pxGrid に専用され、1 はサービスの他のためです。 2.0 以来以上
に、すべてのこのすべて 1 CSR で。

注: 証明書が EAP 認証のために使用されれば*シンボルはサブジェクト CN フィールドに
Windows 要求元がサーバ証明を拒否すると同時にないはずです。 検証しなさい時でさえサ
ーバ識別はサプリカントで、SSL ハンドシェイク失敗するかもしれませんとき無効に なり
ます* CN フィールドにあります。 その代り、ジェネリック FQDN は CN フィールドで使用
しそれから *.domain.com は認証対象代替名（SAN） DNS Name フィールドで使用するこ
とができます。 いくつかの証明書権限（CA）はそれ CSR のない現在自動的に証明書の CN
のワイルドカードを（*）追加するかもしれなくても。 このシナリオではこの操作を防ぐた
めに、特別な要求が上がるように必要となります。

7. 証明書が（ビデオに示すように CSR から生成された CA、Microsoft CA が使用される場合、こ
こに署名したら）によって、ISE GUI に再び行き、Administration > システム > 証明書 >
Certificate Management > 証明書署名要求にナビゲートして下さい; ボックスを以前に作成される
CSR の隣でチェックしバインド Certificate ボタンをクリックして下さい。

8. 次に、ちょうど受け取られたアップ ロードし、それに ISE の友好的な名前をつけて下さい署名
入り認証を。 それからボックスを使用状況の隣で証明書の必要性によって（Admin および EAP

https://youtu.be/nBKzsGAXFyE?t=221
https://youtu.be/nBKzsGAXFyE?t=221


認証、ポータル、等のように）選択し、このイメージに示すように、『SUBMIT』 をクリック す
ることを続行して下さい。

Admin 役割がこの証明書に選択される場合、ISE ノードはサービスを再開する必要があります。
VM に割り当てられるバージョンおよびリソースに基づいてこれは 10-15 分かかる場合がありま
す。 アプリケーションのステータスをチェックし、ISE コマンド・ラインを開き、提示アプリケ
ーション ステータス ise コマンドを発行するため。



admin か門脈役割が certificate import で選択されたらブラウザの admin か門脈ページがアクセス
されるとき新しい証明書がきちんと整っていることを確認することができます。 ブラウザのロッ
ク シンボルを選択すれば証明書の下で、完全なチェーンがマシンによって信頼されてあることを
パスは確認し。 ブラウザはチェーンが正しく構築された限り、そして証明書 チェーンがブラウザ
によって信頼されれば新しい admin か門脈証明書を信頼するはずです。

注: 現在の CA 署名付き システム 証明書を更新するために、新しい CSR を生成し、それに
同じオプションの署名入り認証をバインドして下さい。 それがアクティブである前に ISE
で新しい証明書をインストールすることは可能性のあるであるので、古い証明書が切れる前
に新しい証明書をインストールする計画。 古い認証満了満了日と新しい証明書 開始日間の
このオーバーラップ期間は証明書を更新し、ダウンタイムがほとんどないスワップを計画す
る時間を与えます。 開始日が古い証明書の失効日より前である新しい証明書を取得します
。 この 2 つの日付の間の期間が移行期間です。 新しい証明書が有効な日付範囲を入力した
ら、必要とされるプロトコルを有効に して下さい（Admin/EAP/Portal）。 サービス再始動
があったら Admin 使用が有効に なったり、覚えていて下さい。

ヒント： Admin および EAP 証明書のために会社 内部 CA、およびゲスト/スポンサー/ホッ
トスポット/等ポータルのための公共署名された証明書を使用するために推奨します。 理由
はユーザかゲストがネットワークに ISE がゲスト ポータルのためにポータル使用すれば個
人的に署名された証明書を来、Certificate エラーを得るまたは可能性としてはブラウザをこ
と門脈ページからそれらをブロックしてもらいます。 門脈使用がよりよいユーザ エクスペ
リエンスを確認することができるように、公共署名された証明書を使用するすべてを避ける
ため。 さらに、各 Deployment ノードの IP アドレスは SAN フィールドにサーバが IP アド
レスによってアクセスされるとき証明書警告を避けるために追加する必要があります。

バックアップ証明書およびプライベート キー

エクスポートすることを推奨します:
1. セキュア位置へのプライベート キーと共にすべてのシステム 証明書（配置のすべてのノード
から） （それらを再インストールするためにこれは必要です）。 （どんなサービス証明書がのた
めに使用されたか）の注記を証明書 設定保存して下さい。

2. プライマリ管理 ノードの信頼できる証明書 ストアからのすべての証明書。 （どんなサービス
証明書がのために使用されたか）の注記を証明書 設定保存して下さい。



3. すべて認証局（CA） 証明書。

そうするため、

1. Administration > システム > 証明書 > Certificate Management > システムに証明書ナビゲート
して下さい。 証明書を選択して [Export] をクリックします。 証明書およびプライベート キー
Radio ボタンを『Export』 を選択 して下さい。 秘密キー パスワードを入力し、パスワードを確
認して下さい。 [Export] をクリックします。

2. Administration > システム > 証明書 > Certificate Management > 信頼できる証明書にナビゲー
トして下さい。 証明書を選択して [Export] をクリックします。 証明書をエクスポートするために
ファイルを『SAVE』 をクリック して下さい。

3. Administration > システム > 証明書に > 認証局（CA） > 認証局（CA） 証明書ナビゲートして
下さい。 証明書を選択して [Export] をクリックします。 証明書およびプライベート キー Radio
ボタンを『Export』 を選択 して下さい。 秘密キー パスワードを入力し、パスワードを確認して
下さい。 [Export] をクリックします。 証明書をエクスポートするためにファイルを『SAVE』 を
クリック して下さい。

トラブルシューティング

証明書妥当性をチェックして下さい

アップグレード プロセスは Cisco ISE 信頼できる証明書またはシステム 証明書 ストアのどの証
明書でも切れる場合失敗します。 信頼できる証明書およびシステム 証明書ウィンドウ
（Administration > システム > 証明書 > Certificate Management）の満了日フィールドの妥当性を
チェックするために確認しアップグレードの前にそれらを、必要ならば更新して下さい。

また、CA 証明書ウィンドウ（Administration > システム > 証明書 > 認証局（CA） > 認証局
（CA） 証明書）の証明書の満了日フィールドの妥当性をチェックし、アップグレードの前にそ
れらを、必要ならば更新して下さい。

証明書の削除

ISE の証明書が期限切れまたは未使用なら、それらは取除かれる必要性です。 削除前に（プライ
ベート キーと、適当であれば）エクスポートされる証明書を持つために確認して下さい。

期限切れの証明書を削除するために、Administration > システム > 証明書 > Certificate
Management にナビゲートして下さい。 システム 証明書 ストアをクリックして下さい。 期限切
れの証明書を選択し、『Delete』 をクリック して下さい。
信頼できる証明書および認証局（CA） 証明書記憶装置のために同じに続いて下さい。

サプリカントは 802.1X 認証の ISE サーバ証明を信頼しません

ISE が SSL ハンドシェイク プロセスのための完全な証明書 チェーンを送信 するかどうか確認し
て下さい。

クライアント OS 設定でサーバ証明（すなわち PEAP）を必要とし、サーバ識別を選択される検
証する EAP メソッドによって、サプリカントは認証プロセスの一部としてローカル信頼ストアで
持っている証明書によって証明書 チェーンを検証します。 SSL ハンドシェイク プロセスの一部



として、ISE はチェーンで現在の証明書およびまたルートおよび（または）中間証明書を示しま
す。 サプリカントはチェーンが不完全であるか、または信頼ストアのこのチェーンに欠けていれ
ばサーバ識別を検証できません。

証明書 チェーンを確認することはクライアントに戻って認証の時に、奪取 します ISE （オペレ
ーション > 診察道具 > 汎用ツール > TCP ダンプする）からのパケット キャプチャまたはエンド
ポイントの Wireshark キャプチャを渡されます。 キャプチャを開き、Wireshark のフィルタ
ssl.handshake.certificates を適用し、アクセス チャレンジを見つけて下さい。

選択される、RADIUSプロトコル > 属性値ペア > EAP メッセージ最後セグメントを拡張するため
に > Extensible Authentication Protocol（EAP） > Secure Sockets Layer > 証明書 > 証明書ナビゲ
ートして下さい。

チェーンが不完全である場合、ISE Administration > 証明書 > 信頼できる証明書にナビゲートし、
ルートおよび（または）中間証明書があることを確認して下さい。 証明書 チェーンが正常に渡さ
れる場合、チェーン自体はここに説明されている方式の有効なとして確認する必要があります。

各証明書（サーバ、中間物およびルート）を開き、チェーンの次の証明書の権限キー識別名
（AKI）に各証明書の認証対象キー識別名（スキー）を一致させるために信頼のチェーンを確認
して下さい。

ISE 証明書 チェーンは認証の間に正しいしかしエンドポイント リジェクト ISE サ
ーバ証明です

ISE が示せば SSL ハンドシェイクおよびサプリカントのための完全な証明書 チェーンはまだ証
明書 チェーンを拒否してしまいました; 次のステップはルート and（or）中間証明書がクライア
ント ローカル信頼ストアにあることを確認することです。

これを、起動 mmc.exe（Microsoft Management Console）、移動ファイル > Add Remove Snap-
In に Windows デバイスから確認するため。 利用可能なスナップ ins カラムから、証明書を選択
し、『Add』 をクリック して下さい。 使用中の認証種別に基づいて Myuser アカウントかコンピ
ューター アカウントを（ユーザかマシン）選択し、次に『OK』 をクリック して下さい。

コンソール ビューの下で、信頼できるルート認証機関および中間認証局 （CA）をローカル信頼
ストアのルートおよび中間物証明書の存在を確認するために選択して下さい。

これがサーバ識別チェック問題であることを確認する簡単な方法はサプリカント プロファイル 設
定の下で、検証し、サーバ証明を再度テストしますチェックを外します。

FAQ

ISE がその警告を既に存在 する 証明書投げるときことをして下さいか。

このメッセージは ISE が正確ののシステム 証明書を同じ OU パラメータ検出した、こと重複した
証明書がインストールするために試みられたことを意味し。 重複したシステム 証明書はサポート
されないので新しい証明書を確認するためにわずかに異なる値にの都市/状態/部門値単に変更する
ために、異なっています助言しました。

ISE からの状態門脈ページが信頼できないサーバによって示されることブラウザが



警告を投げる理由

これはブラウザがサーバの識別証明書を信頼しないと起こります。

最初に、ブラウザで目に見える門脈証明書を期待され、設定されたものがポータルのための ISE
でです確認して下さい。
2 番目に、FQDN によってポータルにアクセスするために-使用中の IP アドレスの場合には…確
認します FQDN および IP アドレスを両方あります証明書の SAN や CN フィールドに確認して下
さい。
最終的には、門脈証明書 チェーン（ISE 門脈の、中間 CA、ルートCA 証明書）を行いますクライ
アント OS/browser ソフトウェアによってインポートされた on/trusted 確認して下さい。

注: いくつかの IOSバージョンに、Android OS および Chrome/Firefox ブラウザに証明書の
厳密なセキュリティ予想があります。 上記のポイントが会っても、門脈および中間 CA が
、SHA-256 より小さい場合接続することを拒否するかもしれません。

アップグレードが無効な証明書が原因で失敗するときことをして下さいか。

アップグレード プロセスは Cisco ISE 信頼できる証明書またはシステム 証明書 ストアのどの証
明書でも切れる場合失敗します。 信頼できる証明書およびシステム 証明書ウィンドウ
（Administration > システム > 証明書 > Certificate Management）の満了日フィールドの妥当性を
チェックするために確認しアップグレードの前にそれらを、必要ならば更新して下さい。

また、CA 証明書ウィンドウ（Administration > システム > 証明書 > 認証局（CA） > 認証局
（CA） 証明書）の証明書の満了日フィールドの妥当性をチェックし、アップグレードの前にそ
れらを、必要ならば更新して下さい。

内部 CA 認証 チェーンは有効であることを ISE アップグレードが確認する前に。

Administration > システム > 証明書に > 認証局（CA） 証明書ナビゲートして下さい。 配置の各
ノードに関しては、友好的なネーム カラムの認証 サービス エンドポイント Sub CA が付いてい
る証明書を選択して下さい。 『View』 をクリック し、認証 ステータスがよいメッセージ目に見
えるであるかどうか確認して下さい。

どの証明書 チェーンでも壊れている場合、Cisco ISE アップグレード プロセスが開始される前に
問題を解決するために確認して下さい。 問題を解決するために、Administration > システム > 証
明書 > Certificate Management > 証明書署名要求にナビゲートし、ISE ルートCA オプションのた
めの 1 つを生成して下さい。

関連情報

ISE 2.7 は証明書を管理します: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-
7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_..。

●

ISE 2.7 証明書 ストア設定: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-
7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_..。

●

ISE のデジタル証明書を設定する方法: https://community.cisco.com/t5/security-●

/content/en/us/td/docs/security/ise/2-7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_
/content/en/us/td/docs/security/ise/2-7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_
/content/en/us/td/docs/security/ise/2-7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_
/content/en/us/td/docs/security/ise/2-7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_
https://community.cisco.com/t5/security-documents/how-to-implement-digital-certificates-in-ise/ta-p/


documents/how-to-implement-digital-certificates-in-ise/ta-p/..。

https://community.cisco.com/t5/security-documents/how-to-implement-digital-certificates-in-ise/ta-p/
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