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概要

この資料は方法で推奨されるステップバイステップ手順を Unified Communications Manager IM
& プレゼンスサービス 8.X の証明書を再生するより高く提供したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。
• IM/P （IM および存在）証明書

使用するコンポーネント

• IM/P リリース 8.X およびより高く

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

証明書 ストア 利用

コップ（Cisco Unified Presence）証明書

• SIP フェデレーションのセキュア SIP 接続、Lync/OCS/LCS の Microsoft リモート呼び出しコン
トロール、CUCM と IM/P 間の信頼できる接続、先祖などのために使用される

CUP-XMPP （Cisco Unified Presence -拡張可能なメッセージングおよび存在プロトコル）証明書

• XMPP セッションが作成されるとき XMPP クライアントのための信頼できる接続を検証するの
に使用しました。

CUP-XMPP-S2S （Cisco Unified Presence -拡張可能なメッセージングおよび存在プロトコル-サ
ーバ）証明書へのサーバ

• 外部に連合させた XMPP システムの XMPP ドメイン間フェデレーションのための信頼できる接
続を検証するのに使用しました。

IPSec （IP セキュリティ）証明書

• DR （ディザスタ リカバリ システム）のための信頼できる接続を /DRF （ディザスタ リカバリ
フレームワーク）検証するのに使用しました。
• クラスタの CUCM （Cisco Unified Communications Manager）および IM/P ノードに IPsec ト
ンネルのための信頼できる接続を検証するのに使用しました。

Tomcat 証明書

• アクセスのようなさまざまな Web アクセスを、ページをクラスタの他のノードから保守し、ア
クセスを早口に喋るために検証するのに使用しました。
• SSO （SAML 単一 サインオン）のための信頼できる接続を検証するのに使用しました

• ゾーン間のピアのための信頼できる接続を検証するのに使用しました

証明書再生プロセス

コップ証明書

ステップ 1.クラスタの各サーバのための GUI を開いて下さい。 IM/P パブリッシャから開始し、
そして各 IM/P 加入者サーバに GUI （グラフィカル ユーザインターフェイス）を次々と開き、
Cisco Unified OS 管理 > Security > Certificate Management にナビゲートして下さい

ステップ 2.パブリッシャ GUI から始めて下さい、すべての証明書を示すために『Find』 を選択



して下さい。

• cup.pem 証明書を選択して下さい。

• 開いた、ポップアップが閉じる前に再生を選択し、成功を見るまで待って下さい。

ステップ 3.それに続くサブスクライバと続けて下さい; ステップ 2 の同じプロシージャに従い、
クラスタのすべてのサブスクライバで完了して下さい。

ステップ 4  コップ証明書がすべてのノードで再生した後、これらのサービスは以下の順で再開さ
れる必要があります:

注: 存在冗長性グループ 設定にチェックされる有効高可用性がある場合次のサービスが再開
される前にこれのチェックを外して下さい。 存在冗長性グループ 設定は CUCM パブ
Administration > システム > 存在冗長性グループでアクセスすることができます。 サービス
の再始動により、下記に、IM/P の一時停止を引き起こし、本番時間の外部にする必要があ
ります。

• パブリッシャの Cisco Unified サービサビリティに記録 して下さい

  a. Cisco Unified サービサビリティ > Tools > Control Center -機能 サービス

  b. 再始動 Cisco SIP Proxyservice。

  c. サービス再始動が完了したら、サブスクライバと続け、Cisco SIP プロキシ サービスを再開し
て下さい

  d. パブリッシャから始めそしてサブスクライバと、再始動 Cisco SIP プロキシ サービス続けて
下さい（また、Cisco Unified サービサビリティ > Tools > Control Center から-サービスを特色に
して下さい）。

• パブリッシャの Cisco Unified サービサビリティに記録 して下さい

  a. Cisco Unified サービサビリティ > Tools > Control Center -機能 サービス

  b. 再始動 Cisco 存在エンジン サービス。

  c. サービス再始動が完了したら、サブスクライバで Cisco 存在エンジン サービスの再始動と続
けて下さい。

注: もし設定するなら SIP フェデレーションのために、再始動 Cisco XCP SIP フェデレーシ
ョン Connection Manager サービス（Cisco Unified サービサビリティ > Tools > Control
Center に-サービスを特色にして下さいある）; パブリッシャから始めそしてサブスクライ
バと続けて下さい。

CUP-XMPP 証明書

注: Tomcat およびコップxmpp サービスのための接続を検証するのに Jabber が CUCM
Tomcat および IM/P Tomcat およびコップxmpp サーバ証明を利用するので CUCM および
IM/P 証明書はほとんどの場合 CA 署名付きですこれらの。 jabber デバイスがルートおよび



証明書信頼ストアにインストールされる CUP-XMPP 証明書の一部である中間証明書を備え
なければ jabber クライアントは信頼できない証明書のためにポップアップ セキュリティ警
告を表示します。 jabber デバイスの証明書信頼ストア、ルートおよび中間証明書に既にイ
ンストールされなくて jabber クライアントによって jabber デバイス hrough グループ ポリ
シー、mdm、メール、等に押される必要があります。

注: CUP-XMMP 証明書が自己署名である場合、jabber クライアントは CUP-XMPP 証明書
が jabber デバイスの証明書信頼ストアにインストールされていない場合信頼できない証明
書のためにポップアップ セキュリティ警告を表示します。 jabber デバイスの証明書信頼ス
トアに既にインストールされなくて、自己署名 CUP-XMPP 証明書は jabber クライアント
によってグループ ポリシー、mdm、メール、等によって jabber デバイスに押される必要が
あります。

ステップ 1.クラスタの各サーバのための GUI を開いて下さい。 IM/P パブリッシャから開始し、
そして各 IM/P 加入者サーバに GUI を次々と開き、Cisco Unified OS 管理 > Security > Certificate
Management にナビゲートして下さい

ステップ 2.パブリッシャ GUI から始めて下さい、すべての証明書を示すために『Find』 を選択
して下さい。

• コップxmpp.pem 証明書のための Type カラムから、自己署名または CA 署名付きであるかどう
か判別して下さい。

• コップxmpp.pem 証明書がサード パーティによって署名される（CA 署名付きタイプ）ディスト
リビューション複数の SAN である場合、複数の SAN コップxmpp CSR を生成し、CA 署名付き
コップxmpp 証明書のために CA に入ることの次のリンクを、CA 署名付きマルチサーバ認証対象
代替名 設定例の UnifiedCommunication クラスタ設定検討して下さい

• コップxmpp.pem 証明書がサード パーティによって署名される（CA 署名付きタイプ）ディスト
リビューション 単一ノード（ディストリビューション名前は証明書のための Common Name に
匹敵します）、単一ノード コップxmpp CSR を生成し、JabberComplete ハウツー ガイド認証の
検証のために CA 署名付きコップxmpp 証明書のために CA に入ることの次のリンクを検討して
下さい

• コップxmpp.pem 証明書が自己署名ステップ 3.に進んで下さい。

ステップ 3.すべての証明書を示すために『Find』 を選択 して下さい
• コップxmpp.pem 証明書を選択して下さい。
• 開いたポップアップが閉じる前に再生を選択し、成功を見るまで待って下さい。

ステップ 4.それに続くサブスクライバと続けて下さい; ステップ 2 の同じプロシージャに従い、
クラスタのすべてのサブスクライバで完了して下さい。

ステップ 5 CUP-XMPP 証明書がすべてのノードで再生した後、Cisco XCP ルータサービスは
IM/P ノードで再開される必要があります:

注: 存在冗長性グループ 設定にチェックされる有効高可用性がある場合サービスが再開され
る前にこれのチェックを外して下さい。 存在冗長性グループ 設定は CUCM パブ
Administration > システム > 存在冗長性グループでアクセスすることができます。 サービス
の再始動により、下記に、IM/P の一時停止を引き起こし、本番時間の外部にする必要があ
ります。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-presence/116917-technote-certificate-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-presence/116917-technote-certificate-00.html


• パブリッシャの Cisco Unified サービサビリティに記録 して下さい
  a. Cisco Unified サービサビリティ > Tools > Control Center -ネットワーク サービス
  b.再始動 Cisco XCP ルータサービス。
  c. サービス再始動が完了したら、サブスクライバで再始動 Cisco XCP ルータサービスに続いて
下さい。

CUP-XMPP-S2S 証明書

ステップ 1.クラスタの各サーバのための GUI を開いて下さい。 IM/P パブリッシャから開始し、
そして各 IM/P 加入者サーバに GUI を次々と開き、Cisco Unified OS 管理 > Security > Certificate
Management にナビゲートして下さい

ステップ 2.パブリッシャ GUI から始めて下さい、すべての証明書を示すために『Find』 を選択
して下さい。
• cup-xmpp-s2s.pem 証明書を選択して下さい。
• 開いた、ポップアップが閉じる前に再生を選択し、成功を見るまで待って下さい。

ステップ 3.それに続くサブスクライバと続けて下さい; ステップ 2 の同じプロシージャに従い、
クラスタのすべてのサブスクライバで完了して下さい。

ステップ 4 CUP-XMPP-S2S 証明書がすべてのノードで再生した後、これらのサービスは以下の
順で再開される必要があります:

注: 存在冗長性グループ 設定にチェックされる有効高可用性がある場合これらのサービスが
再開される前にこれのチェックを外して下さい。 存在冗長性グループ 設定は CUCM パブ
Administration > システム > 存在冗長性グループでアクセスすることができます。 サービス
の再始動により、下記に、IM/P の一時停止を引き起こし、本番時間の外部にする必要があ
ります。

• パブリッシャの Cisco Unified サービサビリティに記録 して下さい
  a. Cisco Unified サービサビリティ > Tools > Control Center -ネットワーク サービス
  b. Cisco XCP ルータサービスを再開して下さい。
  c. サービス再始動が完了したら、サブスクライバで Cisco XCP ルータサービスの再始動と続け
て下さい。

• パブリッシャの Cisco Unified サービサビリティに記録 して下さい

  a. Cisco Unified サービサビリティ > Tools > Control Center -機能 サービス

  b. Cisco XCP XMPP フェデレーション Connection Manager サービスを再開して下さい。

  c. サービス再始動が完了したら、サブスクライバで Cisco XCP XMPP フェデレーション
Connection Manager サービスの再始動と続けて下さい。

IPSEC 証明書

注: CUCM パブリッシャの ipsec.pem 証明書は有効であり、IPSEC truststore のすべてのサ
ブスクライバで現在（CUCM および IM/P ノード）である必要があります。 サブスクライ
バ IPSEC.pem 証明書は標準配置の IPSEC truststore としてパブリッシャにありません。 妥



当性を確認するためにサブスクライバの IPSEC 信頼と CUCM-PUB からの ipsec.pem 証明
書のシリアル番号を比較して下さい。 彼らは一致する必要があります。

注: ディザスタ リカバリ システムはマスター エージェントおよび認証のためのローカル エ
ージェントおよび CUCM クラスタノード間のデータの暗号化間の SSL（セキュア ソケット
レイヤ）によって基づく通信を使用します（CUCM および IM/P ノード）。 DR は公共/プ
ライベート キー暗号化のための IPSec 証明書を利用します。 証明書管理 ページから
IPSEC truststore （hostname.pem）ファイルを削除する場合ことに注意して下さい、DR は
期待どおりにはたらきません。 IPSEC 信頼ファイルを手動で削除する場合、IPSEC
truststore に IPSEC 証明書をアップ ロードすることを確認して下さい。 詳細については、
Cisco Unified Communications Manager セキュリティ ガイドで Help ページ 証明書管理を
参照して下さい。

ステップ 1.クラスタの各サーバのための GUI を開いて下さい。 IM/P パブリッシャから開始し、
そして各 IM/P 加入者サーバに GUI を次々と開き、Cisco Unified OS 管理 > Security > Certificate
Management にナビゲートして下さい

ステップ 2.パブリッシャ GUI から始めて下さい、すべての証明書を示すために『Find』 を選択
して下さい。
• ipsec.pem 証明書を選択して下さい。
• 開いたポップアップが閉じる前に再生を選択し、成功を見るまで待って下さい。

ステップ 3.それに続くサブスクライバと続けて下さい; ステップ 2 の同じプロシージャに従い、
クラスタのすべてのサブスクライバで完了して下さい。

ステップ 4 すべてのノードが IPSEC 証明書を再生したそして後次のサービスを再開して下さい:
• パブリッシャの Cisco Unified サービサビリティ Cisco Unified サービサビリティ > Tools >
Control Center に-ネットワーク サービス ナビゲートして下さい
  a. DRF マスター サービスを on Cisco 『Restart』 を選択 して下さい
  b. サービス再始動が完了したら、パブリッシャの Cisco DRF ローカル サービスの『Restart』
を選択 しそして Cisco DRF ローカル サービスの再始動と各サブスクライバで続けて下さい。

TOMCAT 証明書

注: Tomcat およびコップxmpp サービスのための接続を検証するのに Jabber が CUCM
Tomcat および IM/P Tomcat およびコップxmpp サーバ証明を利用するので CUCM および
IM/P 証明書はほとんどの場合 CA 署名付きですこれらの。 jabber デバイスがルートおよび
証明書信頼ストアにインストールされる Tomcat 証明書の一部である中間証明書を備えなけ
れば jabber クライアントは信頼できない証明書のためにポップアップ セキュリティ警告を
表示します。 jabber デバイスの証明書信頼ストア、ルートおよび中間証明書に既にインス
トールされなくて jabber クライアントによって jabber デバイス hrough グループ ポリシー
、mdm、メール、等に押される必要があります。

注: Tomcat 証明書が自己署名である場合、jabber クライアントは Tomcat 証明書が jabber
デバイスの証明書信頼ストアにインストールされていない場合信頼できない証明書のために
ポップアップ セキュリティ警告を表示します。 jabber デバイスの証明書信頼ストアに既に
インストールされなくて、自己署名 CUP-XMPP 証明書は jabber クライアントによってグ
ループ ポリシー、mdm、メール、等によって jabber デバイスに押される必要があります。



ステップ 1.クラスタの各サーバのための GUI を開いて下さい。 IM/P パブリッシャから開始し、
そして各 IM/P 加入者サーバに GUI を次々と開き、Cisco Unified OS 管理 > Security > Certificate
Management にナビゲートして下さい

ステップ 2.パブリッシャ GUI から始めて下さい、すべての証明書を示すために『Find』 を選択
して下さい。
• tomcat.pem 証明書のための Type カラムから、自己署名または CA 署名付きであるかどうか判
別して下さい。

• tomcat.pem 証明書がサード パーティによって署名される（CA 署名付きタイプ）ディストリビ
ューション複数の SAN である場合、複数の SAN Tomcat CSR を生成し CA 署名付き Tomcat 証
明書のために CA に入る方法の次のリンクを CA 署名付きマルチサーバ認証対象代替名 設定例の
UnifiedCommunication クラスタ設定検討して下さい

注： 複数の SAN Tomcat CSR は CUCM パブリッシャで生成され、クラスタのすべての CUCM
および IM/P ノードに配られます。

• tomcat.pem 証明書がサード パーティによって署名される（CA 署名付きタイプ）ディストリビ
ューション 単一ノード（ディストリビューション名前は証明書のための Common Name に匹敵
します）、単一ノード コップxmpp CSR を生成し、JabberComplete ハウツー ガイド認証の検証
のために CA 署名付きコップxmpp 証明書のために CA に入ることの次のリンクを検討して下さ
い

• tomcat.pem 証明書が自己署名ステップ 3.に進んで下さい。

ステップ 3.すべての証明書を示すために『Find』 を選択 して下さい
• tomcat.pem 証明書を選択して下さい
• 開いたポップアップが閉じる前に再生を選択し、成功ポップアップを見るまで待って下さい。

ステップ 4.各々のそれに続くサブスクライバと続け、ステップ 2 の同じプロシージャに従い、ク
ラスタのすべてのサブスクライバで完了して下さい。

ステップ 4 すべてのノードが Tomcat 証明書を再生した後、すべてのノードの Tomcat サービス
を再開して下さい。 サブスクライバに先行させているパブリッシャから始めて下さい。
• Tomcat を再起動するために各ノードのための CLI セッションを開き、イメージに示すようにコ
マンド utils サービス再始動 Cisco Tomcat を、実行する必要保守して下さい:

期限切れの信頼できる証明書を削除して下さい

注: 信頼できる証明書は（適切な場合終り-信頼）削除することができます。 削除すること
ができる信頼できる証明書はもはや必要とならないか、切れるか、または廃止 される 信頼
できる証明書です。 5 つの識別証明書を削除しないで下さい: cup.pem、コップ
xmpp.pem、cup-xmpp-s2s.pem、ipsec.pem および tomcat.pem 証明書。  サービス再起動
は、下記に、それらのサービス内のこれらのレガシー 証明書のメモリ 情報でクリアするよ

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-presence/116917-technote-certificate-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-presence/116917-technote-certificate-00.html


うに設計されています。

注: 存在冗長性グループ 設定にチェックされる有効高可用性がある場合サービスが停止する
か/開始するか、または再開される前にこれのチェックを外して下さい。 存在冗長性グルー
プ 設定は CUCM パブ Administration > システム > 存在冗長性グループでアクセスすること
ができます。 サービスの一部の再始動により、下記に、IM/P の一時停止を引き起こし、本
番時間の外部にする必要があります。

ステップ 1. Cisco Unified サービサビリティ > Tools > Control Center への移動-ネットワーク サ
ービス

• 廃棄メニューから IM/P パブリッシャを、『Stop』 を選択 します Cisco 証明書終止モニタの、
Cisco ゾーン間の同期化エージェントの停止によって続かれて選択して下さい

• クラスタの各 IM/P ノードのためのこれらのサービスの停止を繰り返して下さい

注： Tomcat 信頼証明書が削除されるべきなら Cisco Unified サービサビリティ > Tools > Control
Center に- CUCM パブリッシャのネットワーク サービス ナビゲートして下さい

• ドロップするから CUCM パブリッシャを選択して下さい
• Cisco 証明書終止モニタの、Cisco 証明書 変更通知の停止によって続かれて『Stop』 を選択 し
て下さい
• クラスタの各 CUCM ノードのために繰り返して下さい

ステップ 2. Cisco Unified OS 管理 > Security > Certificate Management > 検索にナビゲートして
下さい
• 期限切れの信頼できる証明書を見つけて下さい。 （満了によってフィルタリングできるバージ
ョン 10.X および それ 以上のために。 10.0 の下のバージョンから受け取られた場合手動でまた
は RTMT アラートによって特定の証明書を識別する必要があります。
• 同じ信頼できる証明書はマルチ ノードに現われることができます。 それは各ノードからそれぞ
れ削除する必要があります。
• 信頼できる証明書を削除されるために選択して下さい（バージョンに依存したポップアップを
得ますまたは同じページの証明書にナビゲートされます）
  • 『Delete』 を選択 して下さい（あなたから永久にこの証明書を削除することを約ある…始ま
るポップアップを得ます）
  • 『OK』 を選択 して下さい

ステップ 3.削除されるべき各信頼できる証明書のためのプロセスを繰り返して下さい

ステップ 4.完了に、削除される証明書と直接関連しているサービスは再開される必要があります
。

• コップ信頼: Cisco SIP プロキシ、SIP 連合のための Cisco 存在エンジンおよびもし設定するな
ら、Cisco XCP SIP 連合 Connection Manager （コップ証明書 セクションを参照して下さい）
• コップ XMPP 信頼: Cisco XCP ルータ（CUP-XMPP 証明書 セクションを参照して下さい）
• CUP-XMPP-S2S-trust: Cisco XCP ルータおよび Cisco XCP XMPP フェデレーション
Connection Manager
• IPSEC 信頼: DRF Master/DRF ローカル（IPSEC 証明書 セクションを参照して下さい）
• Tomcat 信頼: コマンド・ラインによる再始動 Tomcat サービス（Tomcat 証明書 セクションを参
照して下さい）

ステップ 5.以前にステップ 1 で停止する再始動 サービス



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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