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概要

この資料に Cisco Unified Communications Manager （CUCM）から IX5000/IX5200 immersive エ
ンドポイントのためのプロキシ 機能 認証局（CA）インストールする方法を（CAPF）を使用し
て証明書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。

IX システム（Immersive コラボレーション システム）の実際上の知識●

CUCM （Cisco Unified Communications Manager）のナレッジ●

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報はこれらのコンポーネントに基づいています:

IX5000/IX5200●

CUCM●

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。

背景説明



Cisco TelePresence IX システムがオーセンティケータから認証 チャレンジを受け取るとき、ユ
ニットは製造業インストール済み証明書（MIC）またはローカルで固有の証明書（LSC）と応答
します。

MIC および LSC が両方インストールされている場合、システムは LSC を認証するのに使用しま
す。 LSC がインストールされていない場合、そのケース Cisco TelePresence IX ユニットで MIC
が製造業者によってシステムに構築されるので、MIC を使用します。

Cisco TelePresence IX システムを LSC を使用して認証するために、システムで統一された CM
でプロキシ 機能（CAPF）を認証局（CA）使用することによってそれを手動でインストールして
下さい。

設定

このセクションは必要な configurational ステップを提供します。

ステップ 1. CUCM 管理インターフェイスへのログイン。

ステップ 2.次のステップの完了によって Cisco TelePresence IX システムにセキュリティプロフ
ァイルを追加して下さい:

Device > Phone の順に選択 して下さい1.
Findto を見つけます設定したいと思う既存の Cisco TelePresence IX システムを選択して下
さい

2.

プロトコル対応情報 ボックスにスクロールし、デバイスセキュリティ ドロップダウン リス
トを見つけて下さい

3.

デバイスセキュリティ プロファイル ドロップダウン リストで、セキュア セキュリティプロ
ファイルを選択して下さい

4.

認証局 （CA） プロキシ 機能（CAPF）情報 ボックスにスクロールし、これらの設定を変更
して下さい

5.

 証明書 オペレーションに関しては『Install』 を選択 して下さい/アップグレード●

 認証モードに関しては認証文字列によって選択して下さい●

Thisimage は認証局 （CA） プロキシ 機能（CAPF）情報 ボックスの例を提供します:

 6.固有の ストリングを生成するためにストリングを『Generate』 を選択 して下さい。



     このストリングを更に使用しなければならないように、生成されたストリングのメモを奪取
して下さい。

ステップ 3. SelectSave はそれから設定を保存するために構成を適用し。

ステップ 4. IX5000/IX5200 管理インターフェイスへのログイン。

SelectConfiguration > 呼制御マネージャ1.
CAPF 認証文字列 フィールドでは、前の手順の CUCM から生成された認証文字列を入力し
て下さい

2.

SelectApply および IX5000/IX5200 リブート3.
Thisimage はの例を IX 呼制御マネージャ インターフェイス提供します:

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

IX5000/IX5200 システムが作動中、そして正常に完了された CAPF プロセス後、IX5000/IX5200
管理インターフェイスにログイン して下さい。

ステップ 1. SelectConfiguration > 証明書

呼び出します。 CAPF 証明書はファイル名 capf0.pem が付いている証明書リストで見られます

このイメージはの例を IX5000/IX5200 システムの証明書リスト提供します:



トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

CAPF プロセスが不成功である場合、CAPF 証明書は証明書リストで見られません（前のイメー
ジで表示される）。 そのようなシナリオを解決するのに次のステップを使用して下さい: 

ステップ 1. IX5000/IX5200 Command Line Interface （CLI）へのログイン。 authstring コマンド
show security を実行して下さい。

このコマンドが CUCM によって先に生成された同じストリングを戻せば、これは IX5000/IX5200
が証明書をダウンロードすることができないどんなに認証が実行されたことを確認します。

ステップ 2. IX5000/IX5200 管理インターフェイスへのログイン:

SelectConfiguration > 呼制御マネージャ1.
ボタン削除証明書信頼リストを選択して下さい2.
IX5000/IX5200 リブート『Apply』 を選択 すれば3.

Thisimage はの例を IX 呼制御マネージャ インターフェイス提供します:



CAPF 証明書が証明書リストでそれでも見られない場合、ファクトリはステップ 3.で提供された
ステップを使用してデバイスをリセットしました。

ステップ 3. IX5000/IX5200 管理インターフェイスへのログイン:

/リセットされる > ファクトリ リセット 『Restart』 を選択 して下さい1.
SelectFactory リセット2.

このイメージは方法の例を IX5000/IX5200 システムでリセットされるファクトリを行う提供しま
す:

関連情報

テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html


Cisco TelePresence IX5000 シリーズ●

Cisco TelePresence IX2000 シリーズ●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/collaboration-endpoints/ix5000/model.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/collaboration-endpoints/ix5200/model.html
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