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概要

この資料に認証局（CA）で Cisco Unified コミュニケーション マネージャ（CUCM）と Cisco
Unified Border Element （CUBE）間の SIP Transport Layer Security （TLS）を設定する方法を-
署名入り認証記述されています。

前提条件

Cisco はこれらのサブジェクトのナレッジがあることを推奨します

  SIP プロトコル●

  セキュリティ 証明書●

要件

日時はエンドポイント（同じ NTP 出典があることを推奨します）で一致する必要があります
。

●

CUCM はミックス モードにある必要があります。●

TCP 接続が必要となります（あらゆる中継ファイアウォールの開いたポート 5061）。●

CUBE はインストールされるセキュリティおよび統合された通信 K9 （UCK9）ライセンスが
なければなりません。

●

注: Cisco IOS XE バージョン 16.10 onawards に関してはプラットフォームはスマートな認
可に移動しました。

使用するコンポーネント

SIP●



認証局署名入り認証●

Cisco IOS および IOS-XE ゲートウェイ2900/3900/4300/4400/CSR1000v/ASR100X バージョ
ン: 15.4+

●

Cisco Unified Communications Manager（CUCM）バージョン： 10.5+●

設定

ネットワーク図

設定

ステップ 1： コマンドを使用してルート証明の証明書 長さと一致する RSA キーを作成しようと
しています:

Crypto key generate rsa label TestRSAkey exportable modulus 2048

このコマンドは 2048 ビットの長さで RSA キーを作成します（最大は 4096 です）。

ステップ 2.コマンドを使用して CA署名付き証明書を保持するためにトラストポイントを作成し
て下さい:

 Crypto pki trustpoint CUBE_CA_CERT

   serial-number none

   fqdn none

   ip-address none

   subject-name cn=ISR4451-B.cisco.lab !(this has to match the router’s hostname

[hostname.domain.name])

   revocation-check none

   rsakeypair TestRSAkey !(this has to match the RSA key you just created)

ステップ 3.トラストポイントがあるので、下記のようにコマンドで CSR 要求を生成しようとし
ています:

 Crypto pki enroll CUBE_CA_CERT

画面の質問に答え、そして CSR 要求をコピーし、ファイルにそれを保存し、次に CA に送信 し
て下さい。



ステップ 4 ルート証明 チェーンに中間証明書があるかどうか調べる必要があります; 中間証明書
権限がなければ、ステップ 7 へのジャンプは、他では、ステップ 6.で続きます。

ステップ 5.ルート証明を、プラス保持するために作成します、CUBE 証明書に署名しているもの
までの中間 CA を保持するために信頼ポイントを信頼ポイントを作成して下さい（下記のイメー
ジが表示されて下さい）。

この例では、第 1 レベルはルートCA です、第 2 レベルは最初中間 CA です、第 3 レベルは
CUBE 証明書に署名している、こうして、これらのコマンドで最初の 2 つの証明書を保持するた
めにトラストポイントを作成する必要があります CA であり。

Crypto pki trustpoint Root_CA_CERT

Enrollment terminal pem

Revocation-check none

Crypto pki authenticate Root_CA_CERT

Paste the X.64 based certificate here

Crypto pki trustpoint Intermediate_CA

Enrollment terminal

Revocation-check none

Crypto pki authenticate Intermediate_CA

<Paste the X.64 based certificate here>

ステップ 6  CA署名付き証明書を受け取った後、CUBE 証明書の前の CA の証明書を保持するト
ラストポイント必要性トラストポイントを認証しようとしています; コマンドは証明書をインポー
トすることを割り当てるあります、

Crypto pki authenticate CUBE_CA_CERT

<Paste the X.64 based certificate here>

ステップ 7 証明書をインストールしてもらえば CUBE 証明書をインポートするためにこのコマン
ドを実行する必要があります

  Crypto pki import CUBE_CA_CERT cert

<Paste the X.64 based certificate here>

ステップ 8.作成したトラストポイントを使用するために SIP-UA を設定して下さい



  sip-ua

  crypto signaling default trustpoint CUBE_CA_CERT

ステップ 9.下記に示されているように設定ダイヤル ピア:

  dial-peer voice 9999 voip

  answer-address 35..

  destination-pattern 9999

  session protocol sipv2

  session target dns:cucm10-5

  session transport tcp tls

  voice-class sip options-keepalive

  srtp

これによって、CUBE 設定は完了しました。

ステップ 10：  この場合、従います後で手順に CUCM CSR を生成しようとしています

CUCM OS 管理者へのログイン●

『Security』 をクリック して下さい●

管理を『Certificate』 をクリック して下さい。●

CSR を『Generate』 をクリック して下さい●

CSR 要求はものとして下記のように検知 する必要があります:



ステップ 11. CSR をダウンロードし、CA に送信 して下さい。

ステップ 12： CUCM に CA署名付き証明書 チェーンを、ステップ次のとおりですアップ ロード
して下さい:

次に証明書管理 『Security』 をクリック すれば。●

証明書/証明書 チェーンを『Upload』 をクリック して下さい。●

証明書目的ドロップダウン・メニューで、マネージャを『Call』 を選択 して下さい。●

ファイルに参照して下さい。●

『Upload』 をクリック して下さい。●

ステップ 13： CUCM CLI へのログインおよびこのコマンド実行される

     utils ctl update CTLFile

ステップ 14： CUCM SIP トランク セキュリティプロファイルを設定して下さい

システム、そしてセキュリティをクリックし、次にトランク セキュリティプロファイルをす
すって下さい

●



イメージに示すようにプロファイルを設定して下さい、●

注: この場合、X.509 サブジェクト名はイメージの強調表示された部分に示すように CUCM
証明書 サブジェクト名を一致するなりません。



ステップ 15： CUCM で普通するので SIP トランクを設定して下さい

SRTP によって許可されるチェックボックスをチェックされます確認して下さい。●

適切な終点アドレスを設定し、ポート 5061 とポート 5060 を取り替えるために確認して下さ
い。

●

SIP トランク セキュリティプロファイルで、ステップ 14 で作成される SIP プロファイル名
を選択するために確認して下さい。

●



確認

   

現時点で、すべての設定が良い場合、

CUCM で SIP トランクステータスは、イメージに示すように示します、完全サービスを

CUBE でダイヤル ピアはこのステータスを表示します:

TAG    TYPE  MIN  OPER PREFIX    DEST-PATTERN      FER THRU SESS-TARGET    STAT PORT

KEEPALIVE

9999   voip  up   up             9999               0  syst dns:cucm10-5                  active

この同じプロセスは CUCM 証明書をアップ ロードするステップの代りに他のルータに、唯一の
相違点ですそれアップ ロードしますサード パーティが提供する証明書を適用します。

トラブルシューティング

CUBE のこれらのデバッグを有効に して下さい

debug crypto pki api

debug crypto pki callbacks

debug crypto pki messages

debug crypto pki transactions

debug ssl openssl errors

debug ssl openssl msg

debug ssl openssl states

debug ip tcp transactions
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