
NAC（CCA）：4.1.6 へのアップグレード後に
CAM/CAS の証明書エラーを修正する方法 
  

目次

はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
表記法
手順
関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Clean Access Manager（CAM）/Clean Access Server（CAS）バージョ
ン 4.1.6 の証明書エラーを修正する方法について説明します。

前提条件

要件

Cisco Network Admission Control（NAC）アプライアンスのアップグレード プロセスに関する知
識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CAM/CAS を使用する Cisco NAC アプライアンス バージョン 4.1.6
に基づいています。

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。稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

手順

証明書エラーは、/perfigo/logs/perfigo-redirect.log0.log.0 または /perfigo/logs/perfigo-log0.log.0 に
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記録されます。

以下に、証明書エラーの例を示します。

SEVERE: RMISocketFactory:Creating RMI socket failed to host

        10.1.20.10:sun.security.validator.ValidatorException:

        Certificate chaining error

Aug 1, 2008 1:41:22 PM com.perfigo.wlan.web.admin.ConnectorClient connect

SEVERE: Communication Exception : java.rmi.ConnectIOException: Exception

        creating connection to: 10.1.20.10; nested exception is:

 javax.net.ssl.SSLHandshakeException:

        sun.security.validator.ValidatorException: Certificate chaining error

これらのエラーは、4.1.6で行われたセキュリティ強化の結果です。4.1.6では、CASとCAMは相
互にクライアントおよびサーバとして機能し、相互に信頼する必要があります。クライアントと
サーバのそれぞれが、互いのルート証明書と中間証明書を要求します。たとえば、CAS が
VeriSign 証明書を使用していて、CAM が Perfigo（一時）証明書を使用している場合、CAS と
CAM の両方に、VeriSign（ルート証明書と中間証明書）および Perfigo ルート証明書が必要にな
ります。

証明書のエラーを解決するには、次の手順に従います。

一時証明書ではない、インストール済み証明書のすべてをバックアップします。CAM で
Web インターフェイスを開き、[Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509
Certificate] に移動します。

CAS で、直接 Web インターフェイス（https://<CAS IP>/admin）にアクセスし、
[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate] に移動します。

1.



[Choose an action] ドロップダウン リストから、[Export CSR/Private Key/Certificate] を選択
します。[Currently Installed Certificate] の横にある [Export] をクリックし、現在インストー
ルされている証明書ファイルを保存します。[Currently Installed Private Key] の横にある
[Export] をクリックし、現在インストールされている秘密キー ファイルを保存します。
バックアップ後に CAS および CAM がまだ一時証明書を使用していなければ、一時証明書
を生成します。CAM で Web インターフェイスを開き、[Administration] > [CCA Manager] >
[SSL] > [X509 Certificate] に移動します。CAS で、直接 Web インターフェイス
（https://<CAS IP>/admin）にアクセスし、[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate] に移
動します。ドロップダウン リストから [Generate Temporary Certificate] を選択します。表
示されたフィールドに入力し、[Generate] をクリックします。注：再起動を有効にする必要
はありません。

2.

CAS および CAM から、信頼された認証局すべてを削除します。このステップにより、セキ
ュリティを管理および強化する作業が容易になります。CAM で、[Administration] > [CCA
Manager] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] に移動します。CAS で、[Administration]
> [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] に移動します。Perfigo 証明書を除外するフィルタ
を作成します。

3.



[Add filter] ドロップダウン リストから [Distinguished Name] を選択します。



[Distinguished Name] の横に表示されるドロップダウン リストから、[contains not] を選択
します。

テキスト フィールドに Perfigo と入力して、[Filter] をクリックします。



[Delete Selected] ボタンの横にあるドロップダウン リストから、[100] を選択します。リス
ト内のすべての認証局（CA）を選択するには、[Delete Selected] ドロップダウン リストの
下にあるチェックボックスをオンにします。リスト内のすべての CA を削除するには、
[Delete Selected] をクリックします。すべての CA が削除されるまで、ボックスをクリック
して [Delete Selected] をクリックします。
すべての CA を削除した後、ルート証明書と中間証明書をインポートする必要があります。
CAM で、[Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] に移動
します。CAS で、[Administration] > [SSL] > [Trusted Certificate Authorities] に移動します。
[Browse] をクリックし、最初にルート証明書を選択します。注：件名と発行者は同じ値に設
定する必要があります。[Import] をクリックします。これにより、下のリストに CA が表示
されます。すべての中間証明書に対して同じ手順を繰り返します。

4.

ステップ 1 でバックアップした CAS および CAM の証明書をインストールします。CAM で
Web インターフェイスを開き、[Administration] > [CCA Manager] > [SSL] > [X509
Certificate] に移動します。CAS で、直接 Web インターフェイス（https://<CAS
IP>/admin）にアクセスし、[Administration] > [SSL] > [X509 Certificate] に移動します。ドロ
ップダウン リストから [Import Certificate] を選択します。[Browse] をクリックし、ステップ
1 で保存した証明書を選択します。[Upload] をクリックします。再度 [Browse] をクリック
し、ステップ 1 で保存した秘密キーを選択します。[File type] ドロップダウン リストから
[Private Key] を選択し、[Upload] をクリックします。.[Verify and Install Uploaded
Certificates] をクリックします。注：このエラーメッセージは、次の手順では修正されませ
ん。
SEVERE: SSLFilter:access deniedCN=cas1.domain.com,

        OU=Information Technologies, O=Company, ST=State,

        C=US:Netscape cert type does not permit use for SSL client

5.



   

ログにこのメッセージが記録されている場合は、証明書プロバイダーに連絡してください。
[Netscape Cert Type] フィールドを SSL サーバと SSL クライアントの両方に設定した状態
で、証明書を再発行する必要があります。

関連情報

Cisco NAC アプライアンスに関するサポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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