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概要

この資料は電話移行のための Cisco Unified Communications Manager （CUCM）クラスタ間のバ
ルク証明書管理にハウツー プロシージャを提供したものです。

エイドリアン Esquillo によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

注: このプロシージャはまた CUCM リリースのための管理 ガイドの管理バルク Certificates
セクションで説明されています 12.5(1)

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。
• セキュア ファイル転送プロトコル（SFTP） サーバ
• CUCM 証明書

使用するコンポーネント

• この資料に記載されている情報は CUCM 10.X に基づいています。

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

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/12_5_1/admin/cucm_b_administration-guide-1251/cucm_b_administration-guide-1251_chapter_010000.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/12_5_1/admin/cucm_b_administration-guide-1251/cucm_b_administration-guide-1251_chapter_010000.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/12_5_1/admin/cucm_b_administration-guide-1251/cucm_b_administration-guide-1251_chapter_010000.html


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

バルク証明書管理は一組の certifcates を CUCM クラスタの間で共有されるようにします。 この
ステップは信頼がそのの間で確立されることを必要とする拡張 モビリティ クロス クラスタ
（EMCC）のためののような、またクラスタ間の電話移行のための個々のクラスタのシステム関
数のための要件です。

プロシージャの一部として、クラスタですべてのノードからの証明書が含まれている Public Key
Cryptography Standards #12 （PKCS12）ファイルは作成されます。 各クラスタは同じ SFTP サ
ーバの同じ SFTP ディレクトリに証明書をエクスポートする必要があります。 バルク証明書管理
設定は両方の送信元および宛先クラスタの CUCM パブリッシャで手動でする必要があります。
送信元および宛先クラスタは移行されるべき電話に両方のクラスタに接続があるようにアップし
、正常に動作します必要があります。 出典 クラスタ電話は宛先 クラスタに移行されます。

バルク証明書管理 プロシージャ

エクスポート 宛先 クラスタ 証明書

ステップ 1.宛先 クラスタの CUCM パブリッシャのバルク証明書管理のための SFTP サーバを設
定して下さい。

この例では、宛先 クラスタ CUCM バージョンは 11.5.1 です。

• Cisco Unified OS 管理 > Security > バルク 証明書管理に入力し、SFTP サーバ 詳細をイメージ
に示すように『Export』 をクリック します、ナビゲートして下さい。



ステップ 2.宛先 クラスタのすべてのノードから SFTP サーバにすべての証明書をエクスポートし
て下さい。

• それに続くポップアップ ウィンドウで、認証タイプのために『All』 を選択 し、次にイメージに
示すように、『Export』 をクリック して下さい。

• ポップアップ ウィンドウを閉じ、アップデート イメージに示すようにこの情報で宛先 クラスタ
のノードのそれぞれのために、Webページ リフレッシュ、作成される PKCS12 ファイルが付い
ている証明書管理かさ張って下さい。

送信元 クラスタ 証明書

ステップ 1.出典 クラスタの CUCM パブリッシャのバルク証明書管理のための SFTP サーバを設
定して下さい。

この例では、出典 クラスタ CUCM バージョンは 10.5.2 です。

• Cisco Unified OS 管理 > Security > バルク 証明書管理に入力し、SFTP サーバ 詳細をイメージ
に示すように『Export』 をクリック します、ナビゲートして下さい。



注: 宛先 クラスタから SFTP サーバにエクスポートされる PKCS12 ファイルは出典 クラス
タ CUCM パブリッシャのバルク証明書 Mangement Webページでアクセスされたとき示し
ます。

ステップ 2.出典 クラスタのすべてのノードから SFTP サーバにすべての証明書をエクスポートし
て下さい。

• それに続くポップアップ ウィンドウで、認証タイプのために『All』 を選択 し、次にイメージに
示すように、『Export』 をクリック して下さい。

• ポップアップ ウィンドウを閉じ、アップデートこの情報で出典 クラスタのノードのそれぞれの
ために、Webページ リフレッシュ作成される PKCS12 ファイルが付いている証明書管理かさ張
って下さい。 出典 クラスタのバルク証明書管理のための Webページは今イメージに示すように
SFTP に、エクスポートされる両方の送信元および宛先 PKCS12 ファイルを表示します。



送信元および宛先 PKCS12 ファイルを強化して下さい

注: バルク証明書管理 エクスポートが両方の送信元および宛先クラスタでされる一方、強化
はクラスタの 1 だけの CUCM パブリッシャを通して行われます。

ステップ 1.出典 クラスタの CUCM パブリッシャのバルク証明書管理 ページに戻り、イメージに
示すように Consolidate、クリックして下さい。

• それに続くポップアップ ウィンドウで、認証タイプのために『All』 を選択 し、次に強化します
イメージに示すように、クリックして下さい。



• 常に、両方の送信元および宛先クラスタのために含まれている pkcs12 ファイルを確認するため
に SFTP ディレクトリをチェックできます。 宛先および出典両方クラスタからのすべての証明書
のエクスポートの後の SFTP ディレクトリの内容はイメージに示すように、完了しました。

宛先および出典クラスタへのインポート証明書

ステップ 1.宛先 クラスタへのインポート証明書

• 宛先 クラスタの CUCM パブリッシャで Cisco Unified OS 管理 > Security > バルク 証明書管理
にナビゲートし、ページ リフレッシュを許可し、そしてイメージに示すように、『Import』 をク
リック して下さい。



• それに続くポップアップ ウィンドウで、認証タイプのために『All』 を選択 し、次にイメージに
示すように、『Import』 をクリック して下さい。

ステップ 2.出典 クラスタのためのステップ 1 を繰り返して下さい。

注: バルク certificate import が実行されたとき、certifcates はリモート クラスタに次の通り
アップ ロードされます:
• 認証局（CA） CallManager 信頼としてアップ ロードされるプロキシ 機能（CAPF）証明
書 gets
• Tomcat 信頼としてアップ ロードされる Tomcat 証明書 gets
• 電話 SAST 信頼および CallManager 信頼としてアップ ロードされる CallManager 証明書
gets
• 電話 SAST 信頼および CallManager 信頼としてアップ ロードされる識別信頼リスト回復
（ITLRecovery）証明書 gets

宛先 クラスタ TFTPサーバ 情報の設定 出典 クラスタ電話

宛先 クラスタ CUCM TFTP サーバを指すトリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP）オプショ
ン 150 の出典 クラスタ電話のための設定 DHCP スコープ。



移行 プロセスを完了するために宛先 クラスタ ITL/CTL ファイルを得るリセット 出
典 クラスタ電話

移行 プロセスの一部として、出典 クラスタ電話は宛先クラスタの CallManager または
ITLRecovery 証明書を確認するために出典クラスタの Cisco 信頼確認サービス（TV）に信頼でき
る接続を設定するように試みます。

注: どちらかは TFTPサービス（別名 TFTP 証明書）または ITLRecovery 証明書を実行する
CUCM サーバからの出典クラスタの CallManager 証明書 出典 クラスタ CUCM ノードの
Certificate trust list （CTL）や識別信頼リスト（ITL）ファイルに署名する。 同様に、
TFTPサービスか ITLRecovery 証明書を実行する CUCM サーバからの宛先クラスタの
CallManager 証明書は宛先 クラスタ CUCM ノードの CTL や ITL ファイルに署名します。
CTL および ITL ファイルは TFTPサービスを実行する CUCM ノードで作成されます。 宛先
クラスタの CTL や ITL ファイルが出典 クラスタ TV によって検証されない場合、宛先 クラ
スタに移行に失敗します電話をかけて下さい。

注: 出典 クラスタ電話移行 プロセスを開始する前に、これらの電話が有効な CTL および/ま
たはインストールされる ITL ファイルを備えていることを確認して下さい。 またエンター
プライズ 機能が「出典 クラスタのための偽に前に 8.0" にロールバックのクラスタを設定
される準備をするように、して下さい。 TFTPサービスを実行する宛先 クラスタ CUCM ノ
ードに有効な CTL および/またはインストールされる ITL ファイルがあることをさらに、確
認して下さい。

電話の移行を完了するために宛先 クラスタ ITL ファイルを得る出典電話のための非seucure クラ
スタのプロセス:

ステップ 1 CallManager も宛先クラスタの ITL ファイルに含まれている ITLRecovery 証明書もリ
セットの出典 クラスタ電話にそれ、インストール ITL ファイルを現在検証するのに使用すること
ができます示されません。 これにより出典 クラスタ電話は宛先クラスタの ITL ファイルを検証す
るために出典 クラスタの TV への接続を確立します。
呼び出します。 電話は TCPポート 2445 の出典 クラスタ TV への接続を確立します。
ステップ 3 出典クラスタの TV は電話に証明書を示します。 電話は接続を検証し、出典 クラスタ
TV を検証します電話が宛先クラスタの ITL ファイルをダウンロードするように宛先クラスタの
CallManager または ITLRecovery 証明書を要求します。
ステップ 4 宛先の有効性確認およびインストールが ITL ファイルをクラスタ化した後、出典 クラ
スタ電話は今検証でき、署名されたコンフィギュレーション ファイルは宛先からダウンロードす
るためにクラスタ化します。

電話の移行を完了するために宛先 クラスタ CTL ファイルを得る出典電話のためのセキュア クラ
スタのプロセス:

ステップ 1： 電話は起動し、destintation クラスタから CTL ファイルをダウンロードするように
試みます。
呼び出します。 CTL ファイルは電話の現在の CTL または ITL ファイルにない宛先クラスタの
CallManager または ITLRecovery 証明書によって署名します。
ステップ 3. CallManager または ITLRecovery 証明書を確認するためにその結果、電話は出典 ク
ラスタの TV に手を差し伸べます。

注: この時点で、出典 クラスタ TV サービスの IP アドレスが含まれている電話にまだ古い
設定があります。 電話設定で規定 される TV サーバは電話 CallManagerグループと同じで



す。

ステップ 4 電話は出典 クラスタの TV への Transport Layer Security （TLS）接続を設定しました
。
ステップ 5 出典 クラスタ TV が電話に証明書を示すとき、電話は現在の ITL ファイルの証明書に
対してこの TV 証明書を確認します。
ステップ 6 それらが同じである場合、ハンドシェイクは正常に完了します。
ステップ 7 出典 クラスタ TV が宛先 クラスタ CTL ファイルからの CallManager または
ITLRecovery 証明書を確認すること出典 Phone 要求。
ステップ 8 出典 TV サービスは証明書 ストアの宛先 クラスタ CallManager か ITLRecovery を、
検証しますそれを見つけ、宛先とのアップデートへの出典 クラスタ電話収入は CTL ファイルを
クラスタ化します。
ステップ 9： 出典電話は今含まれている宛先 クラスタ CTL ファイルに対して検証される宛先ク
ラスタの ITL ファイルをダウンロードします。 出典電話の CTL ファイルが今宛先クラスタの
CallManager または ITLRecovery 証明書が含まれているので、出典電話は出典クラスタの TV に
連絡する必要性なしで今 CallManager または ITLRecovery 証明書を確認できます。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

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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