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概要

この資料に Video Communication Server （VCS） /Expressway サーバに証明書署名要求
（CSR）およびアップ ロード署名入り認証を生成する方法を記述されています。

前提条件

要件

Cisco は VCS/Expressway サーバのナレッジがあることを推奨します。 

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、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。

VCS/Expressway サーバへの Admin アクセス●

パテ（または同じようなアプリケーション）●

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。

CSR の生成

CSR を生成できる 2 つの方法があります 1 つは admin アクセスの使用の GUI からの
VCS/Expressway サーバで CSR を直接生成することですまたはあらゆるサード パーティ 認証局
（CA）の使用とそれを外部にすることができます。

いずれの場合も、CSR は VCS/Expressway サービスのためのこれらの形式できちんとはたらく
ために生成されなければなりません。

VCS サーバが（エッジのためのコアのためのすなわち単一 VCS/Expressway ノード、1 つおよび
1）クラスタ化されないし、B2B のためにだけ使用されてそれから呼出します:



コントロール/コア:

Common name (CN): <FQDN of VCS>

エッジ:

Common name (CN): <FQDN of VCS>

VCS サーバがマルチ ノードとクラスタ化され、B2B のためにだけ使用されてそれから呼出せば:

コントロール/コア:

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>

エッジ:

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>

VCS サーバが（エッジのためのコアのためのすなわち単一 VCS/Expressway ノード、1 つおよび
1）クラスタ化されないし、Mobile Remote Access （MRA）のために使用されれば:

コントロール/コア:

Common name (CN): <FQDN of VCS>

エッジ:

Common name (CN): <FQDN of VCS>

Subject alternative names (SAN): <MRA domain> or collab-edge.<MRA domain>

VCS サーバがマルチ ノードとクラスタ化され、MRA のために使用されれば:

コントロール/コア:

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>

エッジ:

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>, <MRA domain> or collab-edge.<MRA domain>

VCS/Expressway サーバで CSR を生成するプロシージャ:

ステップ 1.イメージに示すようにメンテナンス > Security > サーバ証明 > 生成する CSR にナビ
ゲートして下さい。



呼び出します。 VCS の Common Name、選定された FQDN （非クラスタ化された設定のために
）またはイメージに示すように VCS クラスタの FQDN の下（クラスタ化された設定のために
）。

ステップ 3 代替名前の下で、イメージに示すように（非クラスタ化された設定のために）または
クラスタのすべての同位の FQDN と VCS クラスタの FQDN （クラスタ化された設定のために）
『None』 を選択 して下さい。

MRA 設定用の VCS-E/Expressway エッジ サーバで、<MRA domain> を追加すればそれに加える
CN の collab-edge.<MRA domain> は追加代替名（分かれるカンマ）のために以前に述べられま
した。

ステップ 4 追加情報の下で、SELECT 鍵 長さが（ビットで）および必要とされるようにダイジェ
スト アルゴリズムはおよび詳細の残りを記入し、次にイメージに示すように CSR を『
Generate』 を選択 します。



ステップ 5 CSR が生成されたら、CSR をダウンロードするために CSR の下で得ますそれをイメ
ージに示すように CA によって署名されて『Download』 を選択 して下さい。

サーバに署名入り認証を加えて下さい

ステップ 1.メンテナンス > Security に > 信頼された CA 認証 RootCA 証明書 チェーンをイメージ
に示すようにアップ ロードするためにナビゲートして下さい。

ステップ 2. CSR が外部に生成されるときだけメンテナンス > Security > サーバ証明に最近署名
されたサーバ証明およびキー ファイルを（すなわちキー ファイルが必要となります）イメージに
示すようにイメージに示すようにアップ ロードするためにナビゲートして下さい。



ステップ 3 それから、メンテナンス > 再始動オプションにナビゲートし、イメージに示すように
実施されるためにそれらの新しい証明書のためのオプションを『Restart』 を選択 して下さい。

ステップ 4.発する証明書に関するアラームを探し、処置をそれに応じてとるためにアラームにナ
ビゲートして下さい。
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