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概要

この資料は Windows サーバーベース 認証局 （CA） （CA）の証明書のテンプレートを作成する
ためにステップバイステップ手順をそれです各タイプの Cisco Unified Communications Manager
（CUCM）証明書のための X.503 拡張要件と対応提供したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

CUCM バージョン 11.5(1) または それ 以降●

Windows サーバ 管理の基本的な知識はまた推奨されます●

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。

この資料に記載されている情報は CUCM バージョン 10.5(2) または それ 以降に基づいてい
ます。

●

インストールされる CA サービスを用いる Microsoft Windows サーバ 2012 R2。●

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

外部 CA によって署名することができる 5 つのタイプには証明書があります:

証明書 使用目的 影響を与えられたサービス

Callmanager

で示されてデバイス 登録を、セキ
ュア セッション開始プロトコル
（SIP）トランクのような他のサー
バによってセキュアな相互対話に
使用する Certificate trust list
（CTL） /Internal 信頼リスト
（ITL）ファイルに署名できます保
護して下さい。

· Cisco Call Manager
· Cisco CTI マネージャ
· Cisco TFTP

tomcat
Secure Hypertext Transfer Protocol
（HTTPS） 相互対話のために示さ
れる。

· Cisco Tomcat
· 単一 サインオン（SSO）
· エクステンション モビリティ
· Corporate Directory

IPSec

バックアップ ファイル 生成、また
メディア ゲートウェイ コントロー
ル プロトコル（MGCP）か H323
ゲートウェイによって IP Security
（IPSec） 相互対話のために使用
される。

· Cisco DRF Master
· Cisco DRF Local

CAPF
電話のためのローカルで固有の証
明書（LSC）を生成するのに使用
しました。

· Cisco Certificate Authority Proxy
Function

TVS
電話が未知証明書を認証とき信頼
確認サービス（TV）への接続を作
成するのに使用しました。

·Cisco Trust Verification Service

これらの証明書のそれぞれに設定 される必要があるいくつかの X.509 拡張要件がありますさもな
ければ、前述サービスの何れかの不正に出会うことができる:

証明書 X.509 キー使用法 X.509 拡張キー使用法

Callmanager

·  デジタル署名
（Digital Signature）
·  キー暗号化
·  データ暗号化
·  キー協定

· Webサーバ認証
· Web クライエント認証

tomcat

·  デジタル署名
（Digital Signature）
·  キー暗号化
·  データ暗号化
·  キー協定

· Webサーバ認証
· Web クライエント認証

IPSec

·  デジタル署名
（Digital Signature）
·  キー暗号化
·  データ暗号化
·  キー協定

· Webサーバ認証
· Web クライエント認証
· IPsec エンド システム



CAPF
·  デジタル署名
（Digital Signature）
·  証明書署名

· IPsec エンド システム
· TWeb サーバ認証
· Web クライエント認証

TVS
·  デジタル署名
（Digital Signature）
·  証明書署名

· Webサーバ認証
· Web クライエント認証

詳細については、Cisco Unified Communications Manager のための管理 ガイドを参照して下さい
。

設定

ステップ 1： Windows サーバ、サーバマネージャ > ツール > イメージに示すように認証局
（CA）への移動。

ステップ 2. CA を選択し、そして証明書のテンプレートにナビゲートし、リストを右クリックし
、イメージに示すように、『Manage』 を選択 して下さい。

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_0_1/administration/CUCM_BK_A0A10476_00_administration-guide-for-cisco-unified/Manage_Certificates.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_0_1/administration/CUCM_BK_A0A10476_00_administration-guide-for-cisco-unified/Manage_Certificates.html


CallManager テンプレート

ステップ 1. Webサーバ テンプレートを見つけ、それを右クリックし、イメージに示すように、
『Duplicate Template』 を選択 して下さい。

呼び出します。 全般の下で、証明書のテンプレートの名前、ディスプレイ名前、妥当性、等を変
更できます。



ステップ 3.イメージに示すように拡張機能 > 鍵使用状況 > Edit に、ナビゲートして下さい。



ステップ 4.これらのオプションを選択し、イメージに示すように、『OK』 をクリック して下さ
い。

デジタル署名●

キー暗号化（キー暗号化）を用いるだけ割り当てキー交換●

ユーザのデータの割り当て暗号化●



ステップ 5.イメージに示すように拡張機能 > アプリケーション ポリシー > Edit > Add に、ナビゲ
ートして下さい。





ステップ 6.クライアント認証を捜し、選択し、このウィンドウおよび前のもの両方でイメージに
示すように、『OK』 をクリック して下さい。



ステップ 7.テンプレートで、『Apply』 を選択 し、次に承諾して下さい。



ステップ 8.証明書のテンプレート Console ウィンドウを閉じれば、一番最初のウィンドウで背部
、新しいに > イメージに示すように、発行するべき証明書のテンプレート ナビゲートして下さい
。



ステップ 9.新しい CallManager CUCM テンプレートを選択し、イメージに示すように、『OK』
を選択 して下さい。



Tomcat テンプレート

ステップ 1. Webサーバ テンプレートを見つけ、それを右クリックし、次にイメージに示すよう
に、『Duplicate Template』 を選択 して下さい。

呼び出します。 全般の下で、証明書のテンプレートの名前、ディスプレイ名前、妥当性、等を変
更できます。



ステップ 3.イメージに示すように拡張機能 > 鍵使用状況 > Edit に、ナビゲートして下さい。



ステップ 4.これらのオプションを選択し、イメージに示すように、『OK』 をクリック して下さ
い。

デジタル署名●

キー暗号化（キー暗号化）を用いるだけ割り当てキー交換●

ユーザのデータの割り当て暗号化●



ステップ 5.イメージに示すように拡張機能 > アプリケーション ポリシー > Edit > Add に、ナビゲ
ートして下さい。





ステップ 6.クライアント認証を捜し、選択し、次にこのウィンドウおよび前のもの両方で『OK』
を選択 して下さい。



ステップ 7.次にテンプレートで、イメージに示すように OK、『Apply』 を選択 すれば。



ステップ 8.証明書のテンプレート Console ウィンドウを閉じれば、一番最初のウィンドウで背部
、新しいに > イメージに示すように、発行するべき証明書のテンプレート ナビゲートして下さい
。



ステップ 9.新しい Tomcat CUCM テンプレートを選択し、イメージに示すように、『OK』 をク
リック して下さい。



IPsec テンプレート

ステップ 1. Webサーバ テンプレートを見つけ、それを右クリックし、イメージに示すように、
『Duplicate Template』 を選択 して下さい。

呼び出します。 全般の下で、証明書のテンプレートの名前、ディスプレイ名前、妥当性、等を変
更できます…



ステップ 3.イメージに示すように拡張機能 > 鍵使用状況 > Edit に、ナビゲートして下さい。



ステップ 4.これらのオプションを選択し、イメージに示すように、『OK』 を選択 して下さい。

デジタル署名●

キー暗号化（キー暗号化）を用いるだけ割り当てキー交換●

ユーザのデータの割り当て暗号化●



ステップ 5.イメージに示すように拡張機能 > アプリケーション ポリシー > Edit > Add に、ナビゲ
ートして下さい。





ステップ 6.次にクライアント認証を捜して下さい、および、イメージに示すように良い選択して
下さい。



ステップ 7.再度『Add』 を選択 し、IP セキュリティ エンド システムを捜し、選択し、これと前
のウィンドウでそれから同様に『OK』 をクリック して下さい。



ステップ 8.次にテンプレートで、イメージに示すように OK、『Apply』 を選択 すれば。



ステップ 9.証明書のテンプレート Console ウィンドウを閉じれば、一番最初のウィンドウで背部
、新しいに > イメージに示すように、発行するべき証明書のテンプレート ナビゲートして下さい
。



ステップ 10.新しい IPSEC CUCM テンプレートを選択し、イメージに示すように、『OK』 をク
リック して下さい。



CAPF テンプレート

ステップ 1.それのルートCA テンプレートおよび右クリックを見つけて下さい。 それからイメー
ジに示すように、『Duplicate Template』 を選択 して下さい。

呼び出します。 全般の下で、証明書のテンプレートの名前、ディスプレイ名前、妥当性、等を変
更できます。



ステップ 3.イメージに示すように拡張機能 > 鍵使用状況 > Edit に、ナビゲートして下さい。



ステップ 4.これらのオプションを選択し、イメージに示すように、『OK』 を選択 して下さい。

デジタル署名●

証明書署名●

CRL 署名●



ステップ 5.イメージに示すように拡張機能 > アプリケーション ポリシー > Edit > Add に、ナビゲ
ートして下さい。





ステップ 6.クライアント認証を捜し、選択し、次にイメージに示すように、『OK』 を選択 して
下さい。



ステップ 7.再度『Add』 を選択 し、IP セキュリティ エンド システムを捜し、選択し、これと前
のウィンドウでイメージに示すようにそれから、同様に『OK』 をクリック して下さい。



ステップ 8.次にテンプレートで、イメージに示すように OK、『Apply』 を選択 すれば。



ステップ 9.証明書のテンプレート Console ウィンドウを閉じれば、一番最初のウィンドウで背部
、新しいに > イメージに示すように、発行するべき証明書のテンプレート ナビゲートして下さい
。



ステップ 10.新しい CAPF CUCM テンプレートを選択し、イメージに示すように、『OK』 を選
択 して下さい。



TV テンプレート

ステップ 1.それのルート 認証局 テンプレートおよび右クリックを見つけて下さい。 それからイ
メージに示すように、『Duplicate Template』 を選択 して下さい。

呼び出します。 全般の下で、証明書のテンプレートの名前、ディスプレイ名前、妥当性、等を変
更できます。



ステップ 3.イメージに示すように拡張機能 > 鍵使用状況 > Edit に、ナビゲートして下さい。



ステップ 4.これらのオプションを選択し、次にイメージに示すように、承諾して下さい。

デジタル署名●

キー暗号化（キー暗号化）を用いるだけ割り当てキー交換●

ユーザのデータの割り当て暗号化●



ステップ 5.イメージに示すように拡張機能 > アプリケーション ポリシー > Edit > Add に、ナビゲ
ートして下さい。





ステップ 6.クライアント認証を捜し、選択し、次にこのウィンドウおよび前のもの両方でイメー
ジに示すように、『OK』 を選択 して下さい。



ステップ 7.次にテンプレートで、イメージに示すように OK、『Apply』 を選択 すれば。



ステップ 8.証明書のテンプレート Console ウィンドウを閉じれば、一番最初のウィンドウで背部
、新しいに > イメージに示すように、発行するべき証明書のテンプレート ナビゲートして下さい
。



ステップ 9.新しい TV テンプレートを選択し、イメージに示すように、『OK』 をクリック して
下さい。



証明書を生成して下さい

新しく作成されたテンプレートの使用の CallManager 証明書を生成するためにこの例を使用して
下さい。 同じプロシージャはあらゆる認証タイプに使用することができますちょうど証明書およ
びテンプレート タイプをそれに応じて選択する必要があります:

ステップ 1： CUCM で、OS 管理 > Security > Certificate Management > 生成する CSR にナビゲ
ートして下さい。

ステップ 2.これらのオプションを選択し、イメージに示すように、『Generate』 を選択 して下
さい。

証明書目的: callmanager●

ディストリビューション: <This は 1 サーバか Multi-SAN> のためちょうどである場合もあり
ます

●



 ステップ 3 確認のメッセージはイメージに示すように、生成されます。

ステップ 4 証明書リストで、タイプ CSR だけが付いているエントリを探し、イメージに示すよ
うに、選択して下さい。



ステップ 5 ポップアップ ウィンドウで、CSR を『Download』 を選択 し、コンピュータでファ
イルを保存して下さい。

ステップ 6 ブラウザで、この URL にナビゲートし、ドメイン コントローラー管理者の資格情報
を入力して下さい: https:// <yourWindowsServerIP>/certsrv/。

ステップ 7.証明書を要求するために > 進めましたイメージに示すように Certificate 要求を、ナビ



ゲートして下さい。

ステップ 8. CSR ファイルを開き、内容をすべてコピーして下さい:

ステップ 9. Base-64-encoded Certificate 要求 フィールドの CSR を貼り付けて下さい。 証明書の
テンプレートの下で、正しいテンプレートを選択し、イメージに示すように、『SUBMIT』 をク
リック して下さい。



ステップ 10： 最終的には、証明書 チェーンを、生成されたファイル今 CUCM アップ ロードす
ることができます『Base 64 encoded』 を選択 し、ダウンロードして下さい。

確認

確認 手順は実際にコンフィギュレーションプロセスの一部です。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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