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はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
ECDSA の IM&P 製品チーム説明
RSA と ECDSA の間で選択しなければならない場合このパラメータは言います IM&P 選択 RSA
をか。
ECDSA を送信 Cisco IM および存在はどんな条件の下ですべての暗号 RSA Preferred 選択される
のにできますか。
ECDSA に高優先順位がある場合、すべての暗号 RSA Preferred 選択されるのに選択することが
できますか。
1 つは明らかにどの暗号が最優先があるか選択できます。 サード パーティ クライアントが暗号
スイートの HELLO メッセージを送信 するとき、Cisco IM は、存在 TLS のこのリストから最も
強い暗号を Clients ページ サーバおよびクライアントが両方サポートするサード パーティのため
のマッピングを暗号化するために選択しますか。
あらゆる資料がありますこれらの事柄を明白にするか。
CUCM/IMP がクライアントとして機能しているときすべての暗号 RSA はパラメータ関係だけ好
みましたか。  
CUCM/IMP （クライアント） RSA および ECDSA 両方証明書 RSA 証明書を高優先順位を持つ場
合がある送信 することをそれは意味しますか。 
Help ページ TLS 暗号で暗号がこの順序で含まれていると言います。 このオプションが選択され
るとき暗号がその順序で送信 されることをその意味しますか。
CUCM/IMP がサーバとして機能するとすべての暗号 RSA はパラメータを重要ではありません好
みました。 そのケースの CUCM/IMP はクライアントの HELLO メッセージで高優先順位がある
認証タイプと応答しますか。
このパラメータが SIP/CTI にだけ関係している場合、XMPP インターフェイスが付いている TLS
接続のための同等のパラメータありますか。

概要

この資料は楕円曲線デジタル署名アルゴリズム（ECDSA）証明書に関する質問に答えます Cisco
IM および存在（IM&P）アプライアンスではたらかせる。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Unified Communications Manager（CUCM）●

Cisco IM および存在（IMP）●

Session Initiation Protocol（SIP）●



コンピュータ/テレフォニー インテグレーション（CTI）●

Rivest-Shamir-Adleman （RSA）暗号化●

楕円曲線デジタル署名アルゴリズム（ECDSA）●

拡張可能なメッセージングおよび存在プロトコル（XMPP）●

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 IM および存在 11.5.1●

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。

ECDSA の IM&P 製品チーム説明

エンタープライズ パラメータ Transport Layer Security （TLS）暗号について、既定の選択は好
まれるすべての暗号 RSA です。 従ってパラメータについて TLS は IM&P エンジニア チームと、
次の質問上がりました暗号化します。

注: すべての質問は IM&P エンジニア チームによって答えられ、確認されます。

RSA と ECDSA の間で選択しなければならない場合このパラメ
ータは言います IM&P 選択 RSA をか。

はい。 このパラメータは CUCM SIP/CTI インターフェイスのためだけです。  RSA 暗号は
ECDSA 上のプリファレンスを与えられます。

ECDSA を送信 Cisco IM および存在はどんな条件の下ですべて
の暗号 RSA Preferred 選択されるのにできますか。

それは RSA 暗号にプリファレンスを与えるのためですが、クライアントが接続を開始するとき
ECDSA 暗号が、それ送信 します ECDSA の上の RSA 暗号を同様にありますが。

ECDSA に高優先順位がある場合、すべての暗号 RSA Preferred
選択されるのに選択することができますか。

はい。 このパラメータは CUCM がクライアントとして機能するときだけピクチャに入って来ま
す。 プリファレンスは命令するためにクライアントが接続を開始するかどれで与えられます。 
クライアントが始まれば ECDSA の接続は上で暗号化します、接続は ECDSA と起こります。 そ
れからそれから RSA がプリファレンスを与えられれば。

1 つは明らかにどの暗号が最優先があるか選択できます。 サー



ド パーティ クライアントが暗号スイートの HELLO メッセージ
を送信 するとき、Cisco IM は、存在 TLS のこのリストから最も
強い暗号を Clients ページ サーバおよびクライアントが両方サポ
ートするサード パーティのためのマッピングを暗号化するため
に選択しますか。

はい。 クライアントがそれ順序で暗号を送信 すると同時にサーバが機能するときそれは先決 問
題で述べられます。

あらゆる資料がありますこれらの事柄を明白にするか。

はい。 サポートされる暗号のリストを示す Enterprise Parameters ページの TLS 暗号リンクを選
択するとすぐ Help オプションがあります。

CUCM/IMP がクライアントとして機能しているときすべての暗
号 RSA はパラメータ関係だけ好みましたか。  

はい。

CUCM/IMP （クライアント） RSA および ECDSA 両方証明書
RSA 証明書を高優先順位を持つ場合がある送信 することをそれ
は意味しますか。 

はい。

Help ページ TLS 暗号で暗号がこの順序で含まれていると言いま
す。 このオプションが選択されるとき暗号がその順序で送信 さ
れることをその意味しますか。

好まれるすべての暗号 RSA

以下の順に暗号を含めます:

AES256_GCM_SHA384 の TLS_ECDHE_RSA

AES256_GCM_SHA384 の TLS_ECDHE_ECDSA

AES128_GCM_SHA256 の TLS_ECDHE_RSA

AES128_GCM_SHA256 の TLS_ECDHE_ECDSA

AES_128_CBC_SHA1 の TLS_RSA



はい。

CUCM/IMP がサーバとして機能するとすべての暗号 RSA はパラ
メータを重要ではありません好みました。 そのケースの
CUCM/IMP はクライアントの HELLO メッセージで高優先順位
がある認証タイプと応答しますか。

はい。

このパラメータが SIP/CTI にだけ関係している場合、XMPP イ
ンターフェイスが付いている TLS 接続のための同等のパラメー
タありますか。

いいえ。 XMPP のための機能拡張がありますが、まだ設定されていません。
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