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概要

この資料に既存の Expressway 証明書の情報の新しい証明書署名要求（CSR）を生成する方法を
記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

証明書属性●

Expressway か Video Communication Server （VCS）●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



設定

ステップ 1.現在の証明書情報を見つけて下さい。

現在の証明書に含まれている情報を得るためにメンテナンス > Security > Expressway グラフィカ
ル ユーザインターフェイス（GUI）のサーバ証明にナビゲートして下さい。

セクション サーバ証明 データを見つけ、示します選択して下さい（デコードされる）。

Common Name （CN）の情報を探し、イメージに示すように代替名（SAN）を服従させて下さ
い:

CN および SAN はそれらを従ってコピーすることを確認するので新しい CSR に追加することが
できます。

Optionaly、状態（ST）、場所（l）、組織（o）、Organizational Unit （OU）国（c）である証明
書のための追加情報をコピーできます。 この情報は CN の隣にあります。

ステップ 2.上で得られる情報で新しい CSR を作成して下さい。

CSR を作成するためにメンテナンス > Security > サーバ証明にナビゲートして下さい。

セクション 証明書署名要求（CSR）を見つけ、イメージに示すように CSR を『Generate』 を選
択 して下さい:



現在の証明書から集められる値を入力して下さい。

CN はそれがクラスタでなければ修正することができません。 クラスタの場合には Expressway
完全修飾ドメイン名 （FQDN）またはクラスタ FQDN であるために CN を選択できます。 この
資料で単一サーバはイメージに示すように現在の証明書から得たものをへのそれ故に CN
correspods 使用され、:

SAN に関してはたとえば分かれるカンマあるなる複数の SAN がある場合 not autopopulated、追
加代替名の値を入力することができるそれをするために値を手動で入力しなければなりません:
example1.domain.com、example2.domain.com、example3.domain.com。 追加されて SAN は代
替名にイメージに示すようにセクションを現われるので、リストされています:

not autopopulated し、変更される必要がなければイメージに示すように追加情報が、それ手動で
入らなければなりません必要となります:



終えられる、CSR を『Generate』 を選択 して下さい。

ステップ 3.新しい CSR を確認し、ダウンロードして下さい。

CSR が、すべての SAN があるイメージに示すようにことを確認するために生成されるので証明
書署名要求（CSR）セクションで（デコードされる）示します選択できます:

イメージに示すように CN および認証対象代替名前探される New ウィンドウでは:

CN は SAN として常に自動的に追加されます:

CSR が確認されたので New ウィンドウを閉じ、証明書署名要求（CSR）セクションでイメージ
に示すように（デコードされる） 『Download』 を選択 することができます:



それがダウンロードされた後署名するべき認証局（CA）に新しい CSR を送ることができます。

ステップ 4.新しい証明書に含まれている情報を確認して下さい。

新しい証明書が CA から戻ればすべての SAN が証明書にあるかどうか確認できます。 それをす
るために、証明書を開き、SAN 属性を探すことができます。 属性を見るのにこの資料では
Windows PC が使用されています attribues を検討するために証明書を開くか、またはデコードで
きる限りこれは唯一の方式ではないです。

証明書を開き、Details タブにナビゲートし、サブジェクトを探して下さい、イメージに示すよう
に CN および追加情報が含まれているはずです:



また認証対象代替名セクションを、それイメージに示すように CSR で入力した SAN が含まれて
いなければなりません探して下さい:



CSR で入力したすべての SAN が証明書のために新しい証明書連絡先に見る CA かどうか余分
SAN permited ない場合。

ステップ 5.サーバによって信頼されたストアに新しい CA 証明書を適当であればア
ップ ロードして下さい。

CA がなら古い Expressway 証明書に署名した同じはこのステップを廃棄できます。 それが別の
CA なら Expressway サーバのそれぞれの信頼された CA リストに新しい CA 証明書をアップ ロ
ードしなければなりません。 Expressway 間の Transport Layer Security （TLS）ゾーンがある場
合、たとえば Expressway C と Expressway-E の間で互いを信頼する場合があるように両方のサ
ーバの新しい CA をアップロードしなければなりません。

CA 証明書を一つずつアップ ロードできることするため。 メンテナンス > Security に >
Expressway の信頼された CA 証明書ナビゲートして下さい。

『Browse』 を選択 して下さい。1.
New ページで CA 認証を選択して下さい。2.
[CA 証明書の追加（Append CA certificate）] を選択します。3.



このプロシージャは証明書 チェーンの各 CA 認証のためにそれらがクラスタ化されても（ルート
および中間物）されなければ、すべての Expressway サーバでされなければなりません。

ステップ 6. Expressway サーバに新しい証明書をアップ ロードして下さい。

新しい証明書のすべての情報が正しい場合、新しい証明書をアップ ロードするためににナビゲー
トして下さい: メンテナンス > Security > サーバ証明。

イメージに示すようにアップ ロード新しい証明書 セクションを見つけて下さい:

選り抜きでサーバ証明ファイル セクションを『Browse』 を選択 して下さい。1.
新しい証明書を選択して下さい。2.
[サーバ証明書データのアップロード（Upload server certificate data）] を選択します。3.

新しい証明書が Expressway によって受け入れられる場合、Expressway は再始動が示されてい
た国連として変更およびメッセージ表示を証明書の新しい満了日、加えることができるイメージ
ようにプロンプト表示します:

Expressway を再起動するために restat を選択して下さい。

確認

サーバがもどって来れば新しい証明書はにナビゲートできますインストールされたにちがいあり
ません: メンテナンス > Security > サーバ証明確認するため。

サーバ証明 データを見つけ、現在付証明書を切れますセクションで、それ表示しますイメージに
示すように証明書の新しい満了日を探して下さい:



トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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