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概要

この資料は電話サー ビス中断を避けるために AnyConnect 機能とのバーチャル プライベート ネ
ットワーク （VPN）上の電話のための適応性があるセキュリティ アプライアンス（ASA）証明
書 Unified Communications Manager （CUCM）を on Cisco アップデートするように正しいプロ
セスを説明したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

AnyConnect 機能が付いている電話 VPN。●

ASA および CUCM 証明書。●

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。

Cisco Unified Communications Manager 10.5.2.15900-8。●

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア ソフトウェア バージョン
9.8(2)20。

●

Cisco IP 電話 CP-8841。●

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



AnyConnect の電話 VPN 機能は VPN 接続上の電話サービスのプロビジョニングするを可能にし
ます。

電話は VPN の準備ができている前に、内部ネットワークで最初に提供する必要があります。 こ
れは CUCM TFTP （Trivial File Transfer Protocol） サーバにダイレクトアクセスを必要とします
。

ASA が申し分なく設定された後第一歩は、ASA セキュア（HTTPS）証明書を Hypertext Transfer
Protocol（HTTP） 奪取 し、電話 VPN 信頼として CUCM サーバにアップ ロードすること CUCM
の正しい VPNゲートウェイにそれを割り当てます。 これは CUCM サーバが ASA に到達する方
法を電話に告げる IP 電話 config ファイルを構築するようにします。 

電話はネットワークの中でネットワークの外部で移動され、VPN 機能を使用できる前に提供され
なければなりません。 電話は内部で提供された後、VPN アクセスのための外部ネットワークに
移動することができます。 

電話は ASA に HTTPS 上の TCPポート 443 で接続されます。 ASA は設定された証明書と応答を
返し、示された証明書を確認します。

VPN 電話サービス割り込みなしで ASA 証明書をアップデートす
る方法か。

ある時点で、ASA 証明書はたとえばあらゆる状況による変更である必要があります。

証明書は切れることを約あります

証明書は署名するサード パーティおよび認証局（CA）変更、等です

AnyConnect と VPN によって CUCM に接続される電話のためのサービスの割り込みを避けるた
めに続くべきいくつかのステップがあります。

注意： ステップに従わない場合、電話は外部ネットワークで展開することができる前に内
部ネットワークで再度提供される必要があります。

ステップ 1.新しい ASA 証明書を生成して下さいしかしインターフェイスにまだ加えないで下さ
い。



署名した証明書は自己署名または CA である可能性があります。

注: ASA に関する詳細については証明書はデジタル証明書の設定を示します

ステップ 2. CUCM パブリッシャの電話 VPN 信頼として CUCM のその証明書をアップ ロードし
て下さい。

コール マネージャにログインし、統一された OS 管理 > Security > Certificate Management > ア
ップ ロード証明書を > 選定された電話 VPN 信頼ナビゲートして下さい。

推奨事項として、ルートおよび中間物証明書が CUCM で既にアップ ロードされていたら、
complte 証明書 チェーンを行きます次のステップにアップ ロードして下さい。

注意： 古い識別証明書におよび新しいものに同じ CN （Common Name）が新しい証明書
を避けるために上書きするより古い 1 つを不具合 CSCuh19734 のための対応策に続く必要
があるあるかどうか留意して下さい。 そういう風にでは、新しい証明書は電話 VPNゲート
ウェイ 設定のためのデータベースにありますが、古い 1 つは上書きされません。

ステップ 3 VPNゲートウェイで、両方の証明書を選択して下さい（古いのおよび新しいもの）。

Cisco Unified CM 管理 >Advanced 機能 > VPN > VPNゲートウェイにナビゲートして下さい。

持っていますこの Location フィールドの VPN 証明書で両方の証明書を確認して下さい。

ステップ 4 VPNグループ、プロファイルおよびよくある電話プロファイルが正しく設定 されるこ
とを確認して下さい。

ステップ 5.電話をリセットして下さい。

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa90/configuration/guide/asa_90_cli_config/aaa_certs.html?dtid=osscdc000283
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuh19734


このステップは電話が新しいコンフィギュレーションの設定をダウンロードするようにし、電話
を持っています両方の証明書をハッシュします確認します、従って新しい証明書古くとで信頼す
る場合があります。

ステップ 6. ASA インターフェイスの新しい証明書を加えて下さい。

証明書が ASA インターフェイスで加えられれば、電話はその新しい証明書で前のステップから両
方が証明書ハッシュするあるので信頼するはずです。

確認 

ステップに正しく従ったことを確認するためにこのセクションを使用して下さい。

ステップ 1.古く、新しい ASA 証明書を開き、SHA-1 フィンガープリントの下で注意して下さい
。

ステップ 2. VPN によって接続する必要がある選択し、コンフィギュレーション ファイルを集め
て下さい電話を。



注: 電話コンフィギュレーション ファイルを集める方法に関する詳細については CUCM か
らの電話のコンフィギュレーション ファイルを得る 2 つの方法を参照して下さい

ステップ 3 コンフィギュレーション ファイルがあったら、セクションを探して下さい:

<vpnGroup>

<mtu>1290</mtu>

<failConnectTime>30</failConnectTime>

<authMethod>2</authMethod>

<pswdPersistent>0</pswdPersistent>

<autoNetDetect>1</autoNetDetect>

<enableHostIDCheck>0</enableHostIDCheck>

<addresses>

<url1> https://radc.cgsinc.com/Cisco_VOIP_VPN</url1>;

</addresses>

<credentials>

<hashAlg>0</hashAlg>

<certHash1>vcRjqz0ivVp04BSuntrmbZAxnC8=</certHash1>

<certHash2>SEnDU8oo49agcRObtMBACXdaiTI=</certHash2>

</credentials>

</vpnGroup>

ステップ 4 コンフィギュレーション ファイルのハッシュは Base 64 フォーマットで印刷され、
ASA で証明書は 16 進法フォーマットで印刷されます、従って両方とも（電話および ASA）一致
するハッシュしたことを確認するのに Base 64 から 16 進法にデコーダーを使用できます。

関連情報

AnyConnect VPN 電話機能に関する詳細については:

ASA の証明書認証を用いる設定 AnyConnect VPN 電話。●

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-
manager-callmanager/115785-anyconnect-vpn-00.html

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200769-Two-Ways-to-Obtain-a-Phone-s-Configurati.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200769-Two-Ways-to-Obtain-a-Phone-s-Configurati.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/115785-anyconnect-vpn-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/115785-anyconnect-vpn-00.html
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