
TLS 証明書、キーストア、およびトラスト
ストアファイルの管理

この章の内容は、次のとおりです。

• TLS証明書、キーストア、およびトラストストアファイルについて, 1 ページ

• TLSクレデンシャルを生成するための準備, 2 ページ

TLS 証明書、キーストア、およびトラストストアファイ
ルについて

通常の方法で Cisco Nexus Data Brokerを起動した場合は、デバイスへの接続に HTTPが使用さ
れます。TLSプロトコルを使用して Cisco Nexus Data Brokerを起動した場合は、デバイスへの
接続に HTTPSが使用されます。

（注）

Cisco Nexus Data BrokerとOpenFlowスイッチの間の TLS接続を有効にするには、TLSキーストア
ファイルとトラストストアファイルが必要になります。TLSキーストアファイルと TLSトラス
トストアファイルはパスワードで保護されています。

OpenFlowを使用して Cisco Nexus Data Brokerに接続する Cisco Nexusシリーズスイッチには、秘
密キー、証明書、認証局（CA）などの追加のクレデンシャルが必要です。

• TLSキーストアファイルには、Cisco Nexus Data Brokerが使用する秘密キーと証明書情報が
含まれます。

• TLSトラストストアファイルには、接続するスイッチの証明書に署名するために使用される
認証局（CA）の証明書が含まれます。

Cisco Nexus Data Brokerの実装において TLS接続が必要な場合は、ネットワーク内の接続をすべ
て TLSで暗号化する必要があり、TLSを有効にして Cisco Nexus Data Brokerを実行する必要があ
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ります。TLSを有効にして Cisco Nexus Data Brokerを起動した後は、Cisco Nexus Data Brokerの
TLSキーストアファイルのパスワードを設定するコマンドを実行してキーストアファイルのロッ
クを解除する必要があります。

TLS クレデンシャルを生成するための準備
OpenFlowスイッチを使用するには、暗号設定で TLSをイネーブルにする必要があります。

現在、NX-APIプロトコルプラグインでは TLSがサポートされていて、デバイスとのセキュア通
信が可能です。NX-APIプロトコルプラグインにはセキュアポート443を使用して接続できます。
設定、検出、および統計情報の収集はすべてセキュア通信を使用して行われます。そのためには、

Cisco Nexus Data Brokerで必要な証明書を設定し、Cisco Nexus Data Brokerをセキュアモードで起
動する必要があります。Cisco Nexus Data Brokerを TLSモードで起動すると、すべてのデバイス
で TLS接続がサポートされます。スイッチへの暗号化されていない通常の接続は受け入れられま
せん。

小規模環境でテストを行う場合を除き、自己署名証明書は使用しないでください。セキュリ

ティを強化し、証明書の使用と失効をきめ細かく制御するため、組織の認証局によって生成さ

れた証明書を使用することを強く推奨します。また、実稼働環境では、この手順で生成された

キーと証明書を使用しないでください。

注意

はじめる前に

以下の手順を実行する Linuxホストに OpenSSLがインストールされていることを確認します。
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手順の概要

1. mkdir -p TLSコマンドを使用して TLSディレクトリを作成し、cd TLSコマンドを使用してそ
のディレクトリに移動します。

2. CAシステムの作業用ディレクトリを設定します。mkdir -p mypersonalca/<directory name>コ
マンドを使用して mypersonalcaの下に 3つのディレクトリを作成します。serialファイ
ルとindex.txtファイルを初期化するため、echo "01">mypersonalca/serialコマンドと touch
mypersonalca/index.txtコマンドをそれぞれ入力します。

3. CAコンフィギュレーションファイル（ca.cnf）を作成します。ca.cnfファイルを保存する前
に、各デバイスに固有の変更を加える必要があります。たとえば、ca.cnfファイルの [alt_names]
セクションでデバイスの IPアドレスを指定する必要があります。これらの IPアドレスはコン
フィギュレーションファイルで必ず指定されている必要があります。IP/DNS名を増やしたり
減らしたりする必要がある場合は、行を追加または削除できます。

4. ディレクトリ構造を作成し、コンフィギュレーションファイル（ca.cnf）をディスクに保存し
たら、TLS証明書ファイルを作成します。

5. server.keyおよび server.crtを各デバイスにコピーし、次のコマンドを使用してインストール
します。

6. TLSキーストアファイルの作成
7. TLS信頼ストアファイルの作成
8. TLSモードでのアプリケーションの起動

手順の詳細

ステップ 1 mkdir -p TLSコマンドを使用して TLSディレクトリを作成し、cd TLSコマンドを使用してそのディレク
トリに移動します。
mkdir -p TLS

cd TLS

ステップ 2 CAシステムの作業用ディレクトリを設定します。mkdir -p mypersonalca/<directory name>コマンドを使
用して mypersonalcaの下に 3つのディレクトリを作成します。serialファイルと index.txtファ
イルを初期化するため、echo "01" >mypersonalca/serialコマンドと touchmypersonalca/index.txtコマンド
をそれぞれ入力します。
mkdir -p mypersonalca/certs

mkdir -p mypersonalca/private

mkdir -p mypersonalca/crl

echo "01" > mypersonalca/serial

touch mypersonalca/index.txt

serialファイルと index.txtファイルは、CAで証明書ファイルのデータベースを管理するために使
用されます。
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ステップ 3 CAコンフィギュレーションファイル（ca.cnf）を作成します。ca.cnfファイルを保存する前に、各デバイ
スに固有の変更を加える必要があります。たとえば、ca.cnfファイルの [alt_names]セクションでデバイス
の IPアドレスを指定する必要があります。これらの IPアドレスはコンフィギュレーションファイルで必
ず指定されている必要があります。IP/DNS名を増やしたり減らしたりする必要がある場合は、行を追加
または削除できます。

この手順は NX-APIのみに該当しま
す。

（注）

次に、ca.cnfファイルの内容の例を示します。

[ ca ]
default_ca = CA_default

[ CA_default ]
dir = .
serial = $dir/serial
database = $dir/index.txt
new_certs_dir = $dir/newcerts
certs = $dir/certs
certificate = $certs/cacert.pem
private_key = $dir/private/cakey.pem
default_days = 365
default_md = sha1
preserve = no
email_in_dn = no
nameopt = default_ca
certopt = default_ca
policy = policy_match
copy_extensions = copy

[ policy_match ]
countryName = match
stateOrProvinceName = match
organizationName = match
organizationalUnitName = optional
commonName = supplied
emailAddress = optional

[ req ]
default_bits = 2048 # Size of keys
default_keyfile = example.key # name of generated keys
default_md = sha1 # message digest algorithm
string_mask = nombstr # permitted characters
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = v3_req
x509_extensions = v3_req

[ req_distinguished_name ]
# Variable name Prompt string
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#---------------------- ----------------------------------
0.organizationName = Organization Name (company)
organizationalUnitName = Organizational Unit Name (department, division)
emailAddress = Email Address
emailAddress_max = 40
localityName = Locality Name (city, district)
stateOrProvinceName = State or Province Name (full name)
countryName = Country Name (2 letter code)
countryName_min = 2
countryName_max = 2
commonName = Common Name (hostname, IP, or your name)
commonName_max = 64

# Default values for the above, for consistency and less typing.
# Variable name Value
#------------------------------ ------------------------------
commonName_default = www.cisco.com
0.organizationName_default = Cisco
localityName_default = San Jose
stateOrProvinceName_default = CA
countryName_default = US
emailAddress_default = webmaster@cisco.com

[ v3_ca ]
basicConstraints = CA:TRUE
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer:always

[ v3_req ]
# Extensions to add to a certificate request
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment

# Some CAs do not yet support subjectAltName in CSRs.
# Instead the additional names are form entries on web
# pages where one requests the certificate...
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
IP.1 = 1.1.1.1
IP.2 = 2.2.2.2
IP.3 = 3.3.3.3
IP.4 = 4.4.4.4

[ server ]
# Make a cert with nsCertType set to "server"
basicConstraints=CA:FALSE
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nsCertType = server
nsComment = "OpenSSL Generated Server Certificate"
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer:always

[ client ]
# Make a cert with nsCertType set to "client"
basicConstraints=CA:FALSE
nsCertType = client
nsComment = "OpenSSL Generated Client Certificate"
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer:always

ステップ 4 ディレクトリ構造を作成し、コンフィギュレーションファイル（ca.cnf）をディスクに保存したら、TLS
証明書ファイルを作成します。

openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -out mypersonalca/certs/ca.pem -outform PEM -keyout
mypersonalca/private/ca.keyコマンドを入力してTLS秘密キーと認証局（CA）ファイルを生成します。こ
の手順を実行すると、キー長 2048ビットの PEM形式を使用した TLS秘密キーと、CAファイルが生成さ
れます。

openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out server.crt -keyout server.key -config Example.confを入力して証
明書ファイル（server.keyおよび server.crt）を生成します。

ステップ 5 server.keyおよび server.crtを各デバイスにコピーし、次のコマンドを使用してインストールします。

configure terminalを入力して端末コンフィギュレーションモードを開始します。

nxapi certificate httpskey keyfile bootflash:///server.keyを入力します（bootflash:///の部分には server.key
ファイルの場所を入力します）。

nxapi certificate httpscrt certfile bootflash:///server.crtを入力します（bootflash:///の部分には server.crtファ
イルの場所を入力します）。

nxapi certificate enable

ステップ 6 TLSキーストアファイルの作成
TLSキーストアファイルは Cisco Nexus Data Brokerの configurationディレクトリに配置する必
要があります。

（注）

server.keyを xnc-privatekey.pemにコピーします。次のコマンドを使用すると、ステップ 5で生成された
server.keyファイルのコピーが作成されます。たとえば、cp server.key xnc-privatekey.pemコマンドを使用
します。

server.crtを xnc-cert.pemにコピーします。次のコマンドを使用すると、ステップ 5で生成された server.crt
ファイルのコピーが作成されます。たとえば、cp server.crt xnc-cert.pemコマンドを使用します。

cat xnc-privatekey.pem xnc-cert.pem > xnc.pemコマンドを入力して秘密キーと証明書を含む xnc.pemファ
イルを作成します。

openssl pkcs12 -export -out xnc.p12 -in xnc.pemコマンドを入力して PEMファイル xnc.pemを xnc.p12ファ
イルに変換します。プロンプトでパスワードを入力します。これはエクスポートパスワードです。パス
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ワードには cisco123のように 6文字以上が必要です。このステップとステップ 7では同じパスワードを使
用する必要があります。xnc.pemファイルはパスワード保護された .p12ファイルに変換されます。

keytool -importkeystore -srckeystore xnc.p12 -srcstoretype pkcs12 -destkeystore tlsKeyStore -deststoretype jks
コマンドを入力して xnc.p12を Javaキーストア（tlsKeyStore）ファイルに変換します。このコマンドによ
り、xnc.p12ファイルがパスワードで保護された tlsKeyStoreファイルに変換されます。プロンプトでパス
ワードを入力します。前のステップで入力したのと同じパスワードを使用します。

ステップ 7 TLS信頼ストアファイルの作成

TLSトラストストアファイルはアプリケーションの configurationディレクトリに配置する必要がありま
す。

mypersonalca/certs/ca.pemファイルを sw-cacert.pemにコピーします。

keytool -import -alias swca1 -file sw-cacert.pem -keystore tlsTrustStoreコマンドを入力して sw-cacert.pem
ファイルを Javaトラストストア（tlsTrustStore）ファイルに変換します。

プロンプトでパスワードを入力します。sw-cacert.pemファイルがパスワードで保護された Javaトラスト
ストア（tlsTrustStore）ファイルに変換されます。パスワードには cisco123のように 6文字以上が必要で
す。

ステップ 8 TLSモードでのアプリケーションの起動
Cisco Nexus Data Brokerが TLSモードで実行されていて、保存した設定を使用して Cisco Nexus Data Broker
を再起動する場合は、./runxnc.sh -startコマンドを使用すると TLSモードでアプリケーションが再び起動
します。Cisco Nexus Data Brokerを TLSモードで再起動したくない場合は、configuration/startup/tlsconf.conf
ファイルを削除してから ./runxnc.sh -startコマンドを使用してアプリケーションを再起動します。

保存した設定を使用して Cisco Nexus Data Brokerを再起動した後は、TLSキーストアおよびトラストスト
アのパスワードを入力する必要はありません。
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