
アップ ロード RV32x シリーズ ルータ認証のた
めの回避策 

要約
 

デジタル認証は証明書のネームド サブジェクトによって公開キーの所有権を証明します。
これは依存パーティが証明される公開キーに対応するプライベートキーによってなされるシ
グニチャかアサーションに依存することを可能にします。 ルータはネットワーク管理者が
作成する証明書 自己署名証明書を生成できます。 それはまた証明書権限（CA）にデジタル
ID証明に適用する要求を送信できます。 サードパーティアプリケーションからの正当 な 証
明書を持っていることは重要です。
 
CA が証明書に署名すること 2 つの方法があります:
 
1. CA はプライベートキーが付いている証明書に署名します。
 
2. CA は RV320/RV325 によって生成される CSR を使用して証明書に署名します。
 
RV320 および RV325 サポート .pem 形式 証明書だけ。 両方のケースに関しては認証局
（CA）から .pem 形式 証明書を得る必要があります。 他の形式 証明書を得る場合、形式か
CA からの .pem 形式 証明書のための要求を再度独りで変換する必要があります。
 
ほとんどの商業証明書 ベンダーは中間証明書を使用します。  中間証明書が信頼されたルー
ト CA によって発行されると同時に、中間証明書によって発行されるどの証明書でも信頼の
認証 チェーンのような信頼されたルートの信頼を、受継ぎます。
 
このガイドは RV320/RV325 の中間物によって認証局（CA）発行される輸入 証明書にどの
ように記述します。
  

識別される日付
 

2017 年 2月 24 日
  

解決される日付
 

N/A
  

影響を受ける製品
 

 
 
プライベートキーを使用して署名する証明書
 

この例では、サード パーティ中間 CA から RV320.pem を得たことを仮定します。 ファイ
ルにそのようなコンテンツがあります: プライベートキー、証明書、ルートCA認証、中間
CA 認証。

モデル ファームウェア バージョン
RV320/RV325 1.1.1.06 およびそれ以降



注: 中間 CA からの複数のファイルを 1 ファイルだけの代りに得てオプションでであって下
さい。 しかし複数のファイルからの 4 人の部の上で見つけることができます。
 
CA 認証 ファイルがルートCA認証および中間証明書が両方含まれているかどうか確認して
下さい。 次に RV320/RV325 は CA バンドルのある特定の順序で中間証明書およびルート
証明を、ルート証明最初におよび中間証明書必要とします。 2 番目に、1 ファイルに
RV320/RV325 証明書およびプライベートキーを結合する必要があります。
 
注: どのテキストエディタでもファイルを開き、編集するのに使用することができます。 余
分ブランク 行、領域、またはキャリッジリターンが計画を予想通り行かせることを確かめ
ることは重要です。
  

証明書の結合
 

ステップ 1. RV320.pem を開いて下さい、第 2 証明書（ルート証明）および開始/端メッセ
ージを含む第 3 証明書（中間証明書）をコピーして下さい。
 
注: この例では、テキストの強調表示一連はルート証明です。
 

 
注: この例では、テキストの強調表示された一連は中間証明書です。
 



 
ステップ 2.コンテンツを新しいファイルに貼り付け、CA.pem として保存して下さい。
 

 
ステップ 3. RV320.pem を開き、開始/端メッセージを含むプライベートキー セクションお
よび最初の証明書を、コピーして下さい。
 



注: 下記の例では、テキストの強調表示された一連はプライベートキー セクションです。
 

 
注: 下記の例では、テキストの強調表示された一連は最初の証明書です。
 

 
ステップ 4.コンテンツを新しいファイルに貼り付け、cer_plus_private.pem として保存して
下さい
 



 
注: RV320/RV325 ファームウェアのバージョンが 1.1.1.06 の下にある場合、2 つのライン
フィードがファイル（cer_plus_private.pem）の終わりにあることを確かめて下さい。
1.1.1.06 の後のファームウェアでは、2 つのより多くのライン フィードを追加する必要はあ
りません。 この例では、証明書の短くされたバージョンはデモンストレーション目的での
み表示する。
 
RV320/RV325 に CA.pem および cer_plus_private.pem をインポートして下さい
 
ステップ 1. RV320 の Webベース ユーティリティへのログインか RV325 はおよび管理を >
証明書 『Certificate』 を選択 します。
 

ステップ 2.証明書をインポートするために『Add』 をクリック して下さい。
 



●

●

ステップ 3.証明書をインポートするためにサード・パーティ承認された Radio ボタンをク
リックして下さい。
 

 
ステップ 4 インポート完全な証明書一定エリアで、保存された証明書の出典を選択するた
めに Radio ボタンをクリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

PC からのインポート—ファイルがコンピュータにある場合これを選択して下さい。
USB からのインポート—フラッシュ ドライブからファイルをインポートするためにこ
れを選択して下さい。
 

注: この例では、PC からのインポートは選択されます。
 

 
ステップ 5 CA 認証 エリアで、… 『Browse』 をクリック し、CA.pem ファイルを見つけ
て下さい。
 
注: 1.1.0.6 よりファームウェア 以降を実行する場合、選択ボタンをクリックし、必要なフ
ァイルを見つけて下さい。
 



 
ステップ 6 証明書 + プライベートキー重要な地域で、… 『Browse』 をクリック し、
thecer_plus_private.pem ファイルを見つけて下さい。
 
注: 1.1.0.6 よりファームウェア 以降を実行する場合、選択ボタンをクリックし、必要なフ
ァイルを見つけて下さい。
 

 
ステップ 7. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
証明書は正常にインポートされます。 それは HTTPS アクセス、SSL VPN、または IPSec



VPN に今使用することができます。
 
証明書を HTTPS か SSL VPN のために使用し、証明書の Radio ボタンをクリックし、プラ
イマリ Certificate ボタンとして選り抜きをクリックするステップ 8. （オプションの）。
 

 
今正常に証明書をインポートする必要があります。
  

CSR を使用して署名する証明書
 

ステップ 1. RV320/RV325 で証明書署名要求（CSR）を生成して下さい。 学ぶために CSR
を生成する方法をここをクリックして下さい。
 
呼び出します。 証明書をインポートするために、署名要求を『Certificate』 を選択 し、『
Import』 をクリック するために CSR に署名しました。
 

ステップ 3.… 『Browse』 をクリック し、CA 認証 ファイルを選択して下さい。 これはル
ートCA が + 中間 CA 認証含まれています。

注: この例では、証明書が CSR を使用して生成されるのでプライベートキーが必要となり
ません。

ステップ 4. 『SAVE』 をクリック して下さい。

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4409
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4409


CSR を使用して今正常に証明書をアップ ロードする必要があります。

付録：

RV320.pem のコンテンツ

バッグ属性

localKeyID: 01 00 00 00

friendLiName: {{}}

Microsoft CSP 名前: Microsoft EnhNAced 暗号化サービス プロバイダー v1.0

キー属性

X509v3 キー使用法: 10

-----プライベートキーを始めて下さい-----

MIIEvQIBADNABgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcWJgSjAgEAAoIBAQCjEOqTe

......

Sv3RH/fSHuP+NAyfgYHipxQDcObJF1LhY0UzD/cgz7f7BdKzC0fqPTEJA90=

-----END プライベートキー-----

バッグ属性

localKeyID: 01 00 00 00

friendLiName: StartCom PFX 証明書

XX/CN= xxx.xxx.net/emailAddress=xx.xx@xx.com

issuer=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=S4cure デジタル認証 Signing/CN=StartCom クラス 2 プ
ライマリ中間物 S4rver CA



-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIG2jCCBcKgAwIBAgINAgBbMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGNNQswCQY

......

Ml4iYDx3GLii7gKZOFAW4unJvcoOtw0387AMGb//IfNIWqFNpuXtuUq0Esc

-----END CERTIFICATE-----

バッグ属性

friendLiName: StartCom 認証局 （CA）

subject=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=S4cure デジタル認証 Signing/CN=StartCom 認証局
（CA）

issuer=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=S4cure デジタル認証 Signing/CN=StartCom 認証局
（CA）

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIHyTCCBbGgAwIBAgIBATNABgkqhkiG9w0BAQUFADB9MQswCQYDVQ

......

Bj6y6koQOdjQK/W/7HA/lwr+bMEkXN9P/FlUQqNNGqz9IgOgA38corog14=

-----END CERTIFICATE-----

バッグ属性

subject=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=S4cure デジタル認証 Signing/CN=StartCom クラス 2
プライマリ中間物 S4rver CA

issuer=/C=IL/O=StartCom Ltd./OU=S4cure デジタル認証 Signing/CN=StartCom 認証局
（CA）

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGNDCCBBygAwIBAgIBGjNABgkqhkiG9w0BAQUFADB9MQswCQYDVQQ

......

WZP8P3PXLrQsldiL98l/ydrHIEH9LMF/TtNGCbnkqXBP7dcgqhykguAzx/Q=

-----END CERTIFICATE-----
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