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概要

この資料に認証局（CA） 署名入り認証が Cisco Unified アプリケ− ションサーバのための既存の
証明書署名要求（CSR）と一致するかどうか識別する方法を記述されています。

前提条件

要件

Cisco は X.509/CSR 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。 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。

関連製品

このドキュメントは、次のバージョンのハードウェアとソフトウェアにも使用できます。

Cisco Unified Communications Manager（CUCM）●

Cisco Unified IM および存在●

Cisco Unified Unity Connection●



CUIS●

Cisco Meidasence●

Cisco Unified Contact Center Express（UCCX）●

背景説明

認証 要求は識別名、公開キーおよび属性の一まとめにエンティティによって署名する認証を要求
する設定 される オプションので構成されています。 認証 要求は X.509 公開鍵証明に要求をトラ
ンスフォームする認証局 （CA）に送信 されます。 署名入り認証でどんな形式認証局 （CA）が
最近戻すかこの資料の範囲外にあります。  PKCS #7 メッセージは 1 possibility.(RFC:2986) です
。

Cisco コミュニケーション マネージャ証明書管理

一組の属性を含む意図は二重です:

ある特定のエンティティについての他の情報を、かエンティティがより遅い要求 証明書の失
効できるチャレンジ パスワードを提供するため。

●

属性を X.509 証明書の包含に提供するため。 現在のユニファイド コミュニケーション
（UC）サーバはチャレンジ パスワードをサポートしません。

●

Cisco 現在の UC サーバはこの表に示すように CSR のこれらの属性を必要とします:

情報 説明
orgunit 組織ユニット
orgname 組織名前
局所性 組織の場所
状態 組織の状態
国 国別コードは変更することができません
alternatehostname 代替ホスト名

問題

UC をサポートするとき、CA 署名入り認証が UC サーバでアップ ロードしない多くのケースに
出会うことができます。 署名入り認証を作成するために CSR を使用した人ではないので発生し
たものが署名入り認証の作成の時に常に識別できません。 ほとんどのシナリオでは、新しい証明
書を再契約して 24 時間以上かかります。 CUCM のような UC サーバは証明書アップ ロードがな
ぜの失敗するが、ちょうどエラー メッセージを伝えるか識別で助けるためにログ/トレースを詳述
しませんでした。 この技術情報の意図はそれが UC サーバまたは CA 問題であるかどうか問題の
範囲を絞ることです。

CUCM の CA 署名付き証明書のための一般診療

CUCM は Cisco Unified Communications オペレーティング システム認証マネージャ GUI でアク
セス可能である PKCS#10 CSR メカニズムの使用のサード パーティ CA の統合をサポートします
。 現在 サード パーティ CA を使用する顧客は、Cisco CallManager、CAPF、IPSec および
Tomcat のための証明書を発行するために CSR メカニズムを使用する必要があります。

ステップ 1. CSR を生成する前に識別を変更して下さい。



CUCM サーバの識別はこのイメージに示すようにコマンドによって設定 される Web セキュリテ
ィの使用と CSR を生成するために修正することができます。

上記のフィールドで領域がある場合、イメージに示すようにコマンドを実現させるために「」使
用して下さい。

ステップ 2.イメージに示すように生成する CSR。



ステップ 3. CSR をダウンロードし、イメージに示すように CA によって署名されて得て下さい
。



ステップ 4.サーバに CA署名付き証明書をアップ ロードして下さい。

、そして証明書が生成されれば、そして証明書」を読んでいれば（このイメージに示すように
）署名すれば CSR がエラー メッセージ「エラーとそれをアップ ロードし損えば、そして CSR
が再生するか、または署名入り認証自体が問題の原因であるかどうか確認する必要があります。



CSR が再生するか、または署名入り認証自体が問題の原因であるかどうか確認する 3 つの方法が
あります。

ソリューション 1。 ルート使用して下さい（または Linux）で
OpenSSL コマンドを

ステップ 1.ルートへのログインおよびイメージに示すようにフォルダへの移動。

ステップ 2.セキュア FTP （SFTP）が付いている同じフォルダに署名入り認証をコピーして下さ
い。 SFTP サーバを設定することができない場合 TFTP フォルダのアップ ロードはまたイメージ
に示すように CUCM に証明書を得ることができます。



3. イメージに示すように CSR および署名入り認証があるように MD5 を確認して下さい。

ソリューション 2。 インターネットからの SSL Certificate 鍵さ
ねはぎ機を使用して下さい



ソリューション 3.はインターネットからのあらゆる CSR デコー
ダからの内容を比較します

ステップ 1.このイメージに示すようにそれぞれのためのセッション 証明書詳細情報をコピーして
下さい。



ステップ 2.このイメージに示すように比較プラグインと Notepad++ のようなツールでそれらを
比較して下さい。
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