
RV120W および RV220W の SSL（セキュア ソ
ケット レイヤ） 証明書の生成 

目標
 

SSL（セキュア ソケット レイヤ） 証明書は安全に インターネット上のデータを送信 する
ために使用されます。 SSL 証明書の間で署名されるか、または自己署名証明書を使用でき
ます。 署名入り認証は認証局（CA）と問い合わせられた、である右の 1 才確認するサード
パーティ 会社によってユーザがと伝えるドメイン名ことを確認されます。 自己署名証明書
がドメイン名によってだけ確認される一方ユーザはと通信します。 SSL はパブリック およ
び プライベートキーの使用によってクライアントとサーバ間のデータを暗号化します。 プ
ライベートキーは公開キーが皆に利用できている間、クライアントに私用です。 公開キー
を使って暗号化される情報はプライベートキーおよび同じとしか逆に復号化することができ
ません。 SSL 接続が確立されるときブラウザは可能性のある 暗号化の方法を送信 します。
 
この記事は RV220W および RV120W の SSL 自己署名証明書 要求の生成を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV120W
 
• RV220W
  

[Software Version]
 

• v1.0.4.17
  

プロシージャのステップ
 
CA 認証をアップ ロードして下さい
 

認証局（CA）は公開キー 所有権のためのデジタル証明書を発行します。 これらの証明書を
購入し、それらを使用する前にシステムでそれを保存することをユーザーのニーズ。 この
プロシージャは CA 認証をアップ ロードする方法を説明します。
 
ステップ 1. 『Security』 を選択 するために Web コンフィギュレーションユーティリティ
に > SSL 証明書ログインして下さい。 認証 ページは開きます:
 



 
次のフィールドは定義されます:
 

• ca identity —それは公開キー 所有権のためのデジタル証明書を発行します。 署名入り認
証は認証局（CA）と問い合わせられた、である右の 1 才確認するサード パーティ 会社に
よってユーザがと伝えるドメイン名ことを確認されます。
 
• 発行人名—発行元 会社の名前。
 
• タイム終止は証明書まで時間有効です。
 

呼び出します。 信頼できる証明書（CA 認証）表で、『Upload』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3：[Browse] をクリックします。
 
ステップ 4.コンピュータで証明書ファイルを取付けて下さい。
 
ステップ 5. 『Upload』 をクリック して下さい。
  

アクティブな自己 証明書をアップ ロードして下さい
 

それを作成したエンティティを証明するアクティブな自己 証明書は証明書です。 このプロ
シージャはアクティブな自己 証明書をアップ ロードする方法を示します。
 
ステップ 1： 『Security』 を選択 するのにセキュリティ アプライアンス コンフィギュレー



ションユーティリティを > 認証使用して下さい。 認証 ページは開きます:
 

 
次のフィールドは定義されます:
 

• name —この証明書を識別する説明的な名前を入力して下さい。
 
• サブジェクト名—これは他の組織は証明書のホールダー（オーナー）として表示される
名前です。この名前が他の組織によって表示されるので、登録済みの商号か公式 会社名を
使用する必要があります。
 
• 発行人名—発行元 会社の名前。
 
• タイム終止は証明書まで時間有効です。
 

呼び出します。 アクティブな自己 証明書 表で、『Upload』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3：[Browse] をクリックします。
 
ステップ 4.コンピュータで証明書ファイルを取付けて下さい。
 
ステップ 5. 『Upload』 をクリック して下さい。
  

自己 Certificate 要求を生成して下さい
 



このプロシージャはそれのあなた自身の証明書およびセット セキュリティ設定を作成する
方法を示します。
 
ステップ 1： 『Security』 を選択 するのにセキュリティ アプライアンス コンフィギュレー
ションユーティリティを > 認証使用して下さい。 認証 ページは開きます:
 

 
次のフィールドは定義されます:
 

• name —この証明書を識別する説明的な名前を入力して下さい。
 
• アップ ロードされるかどうか status — 証明書の現在のステータス。
 
• 表示して下さい—証明書の要求を表示するため。
 

呼び出します。 認証 署名要求（CSR）表で、CSR を『Generate』 をクリック して下さい
。 生成する 自己 署名入り認証 要求 ウィンドウは現われます:
 



 
ステップ 3.要求を識別するために Name フィールドで証明書の名前を入力して下さい。
 

 
ステップ 4. Subject フィールドで証明書のためのサブジェクトを入力して下さい。CA によ
って必要となる値を入力するのに標準コードを使用して下さい。 これは他の組織は証明書
のホールダー（オーナー）として表示される名前です。この名前が他の組織によって表示さ
れるので、登録済みの商号か公式 会社名を使用する必要があります。
 



 
ステップ 5 ハッシュ アルゴリズム ドロップダウン メニューから、オプションを選択して下
さい。 不正変更されなかったプライベートキー 送信 されるか公開キーがときようにするこ
とを使用します。
 

• MD5 — MD5 アルゴリズムによって暗号化を使用するこのオプションを選択して下さい
。それは 128 ビット 暗号化を使用します従って 128 bit 値にバイトのストリームを圧縮し
ます。 それは不正侵入により脆弱です。
 
• SHA1 — SHA アルゴリズムによって暗号化を使用するこのオプションを選択して下さい
。 それは 160 ビット 暗号化を使用しますそう 160 ビット値にバイトのストリームを圧縮
する。  それはセキュアです。
 

 
ステップ 6.署名アルゴリズム ドロップダウン リストから RSA を選択して下さい。 RSA は
1 キーを使って暗号化される情報が他しか復号化することができないようにするために ssl



private および公開キーの暗号化に使用するアルゴリズムです。 機能の署名キー長さは生成
されたキーの長さです。
 

 
ステップ 7 署名キー長さドロップダウン メニューから、ビットの変調長さを選択して下さ
い。より大きい署名キー長さセキュア キーしかしまたより遅い接続
 

 
 
IP address フィールドのステップ 8. （オプションの）は証明書と関連付けるために、IP ア
ドレスを入力します。 
 



 
Domain Name フィールドのステップ 9. （オプションの）は証明書と関連付けるために、ド
メイン名を入力します。
 

 
Ｅメールアドレス フィールドのステップ 10. （オプションの）は証明書と関連付けるため
に、Ｅメールアドレスを入力します。
 
ステップ 11.ウィンドウの下部ので『SAVE』 をクリック して下さい。
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