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概要

この資料に ISR4000 シリーズ ルータおよび Cisco Unified Communications Manager
（CUCM）のセキュア セッション開始プロトコル（SIP） Survivable Remote Site Telephony
（SRST）を設定する方法を記述されています。

Ankush Vijay によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

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 Unified Survivable Remote Site Telephony （SRST）



   Transport Layer Security （TLS）

   Real-Time Transport Protocol（RTP）保護して下さい（SRTP）

   Real-Time Transport Protocol（RTP; リアルタイム転送プロトコル）

   Session Initiation Protocol（SIP）

   ユーザ データグラム プロトコル（UDP）

使用するコンポーネント

CUCM： 10.5.2

SIP SRST バージョン- SRST 管理ガイドによる最小 12.1

SRST ルータ: ISR 4451

CA サーバ: ISR 2921 およびサード パーティ CA サーバでテストされる。

テストされる電話: 78XX および 88XX

SRST 互換性 マトリックスによるプラットフォーム キャパシティおよびファームウェア必要条件
。

IOS CA サーバとして使用される ISRG2 （同じ SRST ゲートウェイも IOS CA サーバとして使用
することができます）

注意： 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。

セキュア SRST の概要

Cisco Unified セキュア SRST は認証、統合およびメディア暗号化のようなセキュリティ機能を提
供します。

認証では、通話者に対して、通話相手が当人であることを保証します。

統合は指定されたデータがエンティティの間で変わらなかったという保証を提供します。

暗号化は機密保持を意味します; すなわち、その誰も意図された受信側を除くデータを読み込むこ
とができません。 これらのセキュリティ機能は Cisco Unified SRST 音声コールのためのプライ
バシーを可能にし、音声 セキュリティ違反および個人情報漏洩から保護します。

SRST のセキュリティが実現されるための条件を次に示します。

端デバイスは証明書を通して認証されます。●

シグナリングは TCP のための Transport Layer Security （TLS）によって認証され、暗号化
されます。

●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/sccp_sip_srst/configuration/guide/SCCP_and_SIP_SRST_Admin_Guide/srst_secure_sccp_and_sip.html#33775
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps2169/products_device_support_tables_list.html


セキュア メディア パスはセキュアによって Real-Time Transport Protocol（RTP）暗号化さ
れます（SRTP）。

●

証明書は Certificate Authority（CA）によって生成され、配られます●

  

背景説明

この設定の前に、CUCM はセキュリティ イネーブルのミックス モードに調整する必要がありま
す。

電話はように保護します電話登録している必要があります。

セキュア モードの CUCM の電話を登録する方法の情報に関しては IP Phone セキュリティおよび
CTL をチェックして下さい

サポートされた on Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータであるセキュア SIP SRST に関し
てはルータのこれらのテクノロジー パッケージ ライセンスを有効に して下さい:

   セキュリティ uck9

コンフィギュレーションのステップおよび例

ステップ 1. SRST および CA サーバのイネーブル Http

                   ip http server

 2. IOS  CA   CA 

A） IOS は CA サーバを基づかせていました;

  

  Cisco IOS 認証サーバを作成して下さい:●

1.    crypto pki serverCA-Name

2.    database level{minimal| names | complete}

minimal: Enough information is stored only to continue to issue new certificates without

conflict; this is the default.

names: In addition to the information given in the minimal level, the serial number and subject

name of each certificate are stored.

complete: In addition to the information given in the minimal and names levels, each issued

certificate is written to the database.

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list/ta-p/3116313#toc-hId--2138369775
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list/ta-p/3116313#toc-hId--2138369775


3.    database urlroot-url

The default location for the database entries to be written is flash; however, NVRAM is

recommended for this task.

4.    issuer-nameDN-string

      Eg: issuer-name CN= CA-Name

5.    grant auto

6.    no shutdown

  CA サーバに SRST ルータを自動登録し、認証して下さい:●

1.    crypto pki trustpoint SRST-Trustpoint-Name

2.    enrollment url url

If the CA is on your router itself url would be http://router-ip-address

3.    revocation-check none

4.    rsakeypair keypair-label

5.    exit

6.    crypto pki authenticate SRST-Trustpoint-Name

Certificate has the following attributes:

Fingerprint MD5: 4C894B7D 71DBA53F 50C65FD7 75DDBFCA

Fingerprint SHA1: 5C3B6B9E EFA40927 9DF6A826 58DA618A BF39F291

% Do you accept this certificate? [yes/no]: y

Trustpoint CA certificate accepted.



暗号 PKI は SRST トラストポイント名前を登録します7.

% Start certificate enrollment ..

% Create a challenge password. You will need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password will not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Password:

Re-enter password:

% The fully-qualified domain name in the certificate will be: router.cisco.com

% The subject name in the certificate will be: router.cisco.com

% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: y

% The serial number in the certificate will be: D0B9E79C

% Include an IP address in the subject name? [no]: n

Request certificate from CA? [yes/no]: y

% Certificate request sent to Certificate Authority

% The certificate request fingerprint will be displayed.

% The 'show crypto pki certificate' command will also show the fingerprint.

Sep XX 00:41:55.427: CRYPTO_PKI: Certificate Request Fingerprint MD5: D154FB75

2524A24D 3D1F5C2B 46A7B9E4

Sep XX 00:41:55.427: CRYPTO_PKI: Certificate Request Fingerprint SHA1: 0573FBB2

98CD1AD0 F37D591A C595252D A17523C1

Sep XX 00:41:57.339: %PKI-6-CERTRET: Certificate received from Certificate Authority

B）サード パーティ CA サーバ

           サマリ ステップ:

 1.    crypto key generate rsa general-keys label SRST-Trustpoint-Name modulus 2048

 2.   Router(config)#crypto pki trustpoint srstca

      Router(ca-trustpoint)#enrollment terminal pem

      Router(ca-trustpoint)#subject-name CN=srstca



      Router(ca-trustpoint)#revocation-check none

      Router(ca-trustpoint)#rsakeypair cube

 3.  Crypto pki enroll srstca

           



     サード パーティ CA に証明書を提供します。

 4.  CA provides the Signed Certificate as well as the Root CA Certificate  and any Intermediate

(subordinate) CA certificates if any.

 5.  Install Root CA cert;

              crypto pki authenticate srstca



6.  Install Signed cert from CA;

             crypto pki import srstca certificate



ステップ 3. SRST ルータのイネーブル 資格情報サービス:

要約 STEP:

1.    credentials

2.    ip source-address srst-router-ip  port 2445

3.    trustpoint SRST-trustpoint-name

ステップ 4.セキュア SRST ルータへの Privacy Enhanced Mail（PEM）形式のイン
ポート電話証明書ファイル:

CUCM Cisco  OS  >Security > Certificate Management 



CAPF  Cisco_Manufacturing_CACisco_Root_CA_2048CAP-RTP-001CAP-RTP-002CAPF  CAPF- xxx   CallManager  CAPF  CAPF- xxx 

SRST ルータの全部のための Confiure trustpoints。 .pem とトラストポイント名前に同じを与え
るために確認して下さい。

要約 STEP:

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

ここにその間現われるコンテンツすべてをコピーして下さい -----BEGIN CERTIFICATE-----および
-----END CERTIFICATE----- 端またはワードのブランク 行との対応する .pem ファイルのターミ
ナルにそれを、『Enter』 を押しますやめ、貼り付けて下さい。



すべての trustpoints のためにこれを繰り返して下さい

ステップ 5. CUCM 構成:

システムの下で SRST 参照を追加して下さい1.

チェックボックスをのですセキュア SRST 選択して下さいか。2.

SIP セキュア SRST に関しては、5061 として SRST 参照のポートを変更することを忘れな
いで下さい。

3.

System>Security>Phone セキュリティプロファイルの下で電話のためのセキュリティプロ
ファイルを作成して下さい。 デバイスセキュリティ プロファイルの下で電話にこのセキュ
リティプロファイルを追加して下さい。

4.

 



CUCM で読み込まれる srst CERT を確認するために証明書を『Update』 を選択 して下さい
;

5.

ステップ 6. SRST ルータのための SRST 特定の構成

A）。 暗号化された電話のための設定 SIP SRTP

要約 STEP:

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

注: srtp コールにはたらいて非ほしい場合 srtp フォールバックを使用して下さい。

B）。 SIP SRST セキュリティポリシーを設定して下さい

 STEP:

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

設定例

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

確認



ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

CA として Cisco IOS 認証サーバを使用した場合、証明書登録か show running-config コマンドを
CA サーバの show crypto pki server ステータスを確認するために確認するのにコマンドを使用し
て下さい。

手順の概要

1. show running-config

2. 暗号 PKI サーバを示して下さい

Router# show crypto pki server

Certificate Server srstcaserver:

Status: enabled

Server's configuration is locked (enter "shut" to unlock it)

Issuer name: CN=srstcaserver

CA cert fingerprint: AC9919F5 CAFE0560 92B3478A CFF5EC00

Granting mode is: auto

Last certificate issued serial number: 0x2

CA certificate expiration timer: 13:46:57 PST Dec 1 2021

CRL NextUpdate timer: 14:54:57 PST Jan 19 2019

Current storage dir: nvram

Database Level: Complete - all issued certs written as <serialnum>.cer

show sip-ua ステータス レジストラを登録を確認するのに使用して下さい

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。

関連情報

SRST 管理ガイド●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/sccp_sip_srst/configuration/guide/SCCP_and_SIP_SRST_Admin_Guide/srst_secure_sccp_and_sip.html#25332
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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