
Cisco IAC 4.0 Process Orchestrator とサービス
カタログ間に SSL を設定する方法 
このドキュメントでは、Cisco Intelligent Automation for CloudでのSSLの設定について簡単に説
明します。この設定では自己署名証明書を使用しますが、サードパーティ証明書または信頼され
たルート証明書と併用できます。これは、IACドキュメントポートフォリオのSSLドキュメントに
代わるものではありません。

サービスカタログサーバでのSSLの設定●

Process OrchestratorサーバでのSSLの設定●

SSLを相互に使用するためのProcess Orchestratorおよびサービスカタログの設定●

SSLを使用して通信するためのRequestCenterおよびServiceLinkの設定（オプション）●

サービスカタログサーバでのSSLの設定

サービスカタログサーバは、SSL用に設定される2つのコンポーネントで構成されます。
RequestCenterとServiceLink。この設定は2サーバJBoss設定で行われましたが、1サーバJBoss設
定でも動作します。この設定は、WindowsまたはLinuxサービスカタログサーバで動作します。こ
の手順では、Windowsサービスカタログサーバの設定を示しますが、Linuxサービスカタログサー
バで使用できます。次の手順では、変数<JBOSS_RC_HOME>はRequestCenterのJBossホームデ
ィレクトリを参照し、<JBOSS_SL_HOME>はServiceLinkのJBossホームディレクトリを参照し、
<JAVA HOME は、
この項の内容は次のとおりです。

RequestCenterでのSSLの設定●

ServiceLinkでのSSLの設定●

RequestCenterでのSSLの設定

この項の内容は次のとおりです。

証明書の作成●

証明書のエクスポート●

JBoss信頼ストアへの証明書のインポート●

Java信頼ストアへの証明書のインポート●

standalone-full.xml設定ファイルの編集●

証明書の作成

最初に、自己署名証明書を作成します。

コマンド プロンプトを開きます。1.
ディレクトリを<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configurationに変更します。2.
<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -genkey -alias <requestcenter alias> -keyalg RSA -keypass
<keypass password> -storepass <password> -keystore.jksコマンドを実行して、自己署名証

3.



明書を作成します

設定の目的で使用されるエイリアスはRequestCenter、キーパスとストアパスパスワードは
デフォルトのパスワード変更です。

注：この証明書に関する情報を入力するように求められます。最初のプロンプトはWhat is
your first and last name (also called CN)です。 これは、マシンまたはlocalhostのホスト名で
ある必要があります。残りの情報は、何を入れても構いません。

証明書のエクスポート

次に、証明書をファイルにエクスポートします。

コマンド プロンプトを開きます。1.
ディレクトリを<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configurationに変更します。2.
<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -export -alias <requestcenter alias> -storepass <storepass
password> -file <requestcenter certificate file name> -keystore.jksコマンドを実行して、証明
書をファイルにエクスポートします

設定の目的で、使用するファイル名はRequestCenter.cerです。

3.

JBoss信頼ストアへの証明書のインポート

次に、証明書をJBoss信頼ストアにインポートします。

コマンド プロンプトを開きます。1.
ディレクトリを<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configurationに変更します。2.
<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -import -v -trustcacerts -alias <requestcenter alias> -file
<requestcenter certificate file name> -keystore cacerts.jks -keypass <keypass password> -
storepass <storepass password>コマンドを実行して、証明書をJBoss信頼ストアにインポ
ートします。

3.

Java信頼ストアへの証明書のインポート

次に、証明書をJava信頼ストアにインポートします。

コマンド プロンプトを開きます。1.
ディレクトリを<JAVA_HOME>\jre\lib\securityに変更します。2.
<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration into this directoryから
RequestCenter証明書ファイルをコピーします。

3.

<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -import -v -trustcacerts -alias <requestcenter alias> -file
<requestcenter certificate file name> -keystore cacerts -keypass <keypass password> -
storepass <storepass password>コマンドを実行して、証明書をJava信頼ストアにインポー
トします。

4.

standalone-full.xml設定ファイルの編集



次に、standalone-full.xml設定ファイルを編集します。

適切なテキストエディタで
<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration\standalone-full.xmlファイルを開
きます。

1.

<connector name="http" protocol="HTTP/1.1" scheme="http" socket-binding="http"/>を検索
し、その後に次の行を追加します。

<connector protocol="HTTP/1.1" name="https" scheme="https" socket-binding="https"
secure="true">
<ssl key-alias="<requestcenter alias>" password="changeit" certificate-key-
file="<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration\keystore.jks"/>
</connector>

注：<requestcenter alias>を使用しているRequestCenterエイリアスに変更し、
<JBOSS_RC_HOME>をRequestCenterのJBossホームディレクトリに変更します。

2.

ファイルstandalone-full.xmlを保存します。3.
RequestCenterを再起動します。4.

ServiceLinkでのSSLの設定

ServiceLinkでSSLを設定するには、ドキュメントの「RequestCenterでSSLを設定する」セクシ
ョンの手順を繰り返します。必ず<JBOSS_SL_HOME>ディレクトリと<servicelink alias>を使用
します。

Process OrchestratorサーバでのSSLの設定

Process Orchestratorサーバは、IISを使用するWindowsサーバです。この項の内容は次のとおり
です。

証明書の作成●

証明書のエクスポート●

Process Orchestrator SSLポートへの証明書のバインド●

証明書の作成

最初に、自己署名証明書を作成します。

IIS Manager を開きます。1.
ウィンドウの左側で、Process Orchestratorサーバを選択します。2.
ウィンドウの右側で、[Server Certificates]をダブルクリックします。3.
[Server Certificates]ウィンドウの右端にある[Create Self-Signed Certificate]をクリックしま
す。

4.

証明書のフレンドリ名を入力し、[OK]をクリックします。5.

証明書のエクスポート

証明書が作成されたら、その証明書を右クリックして[View]を選択します。1.



[Details]タブをクリックし、[Copy to File]をクリックします2.
証明書のエクスポートウィザードで、[Next]をクリックします。3.
[No, do not export private key]を選択し、[Next]をクリックします。4.
[Base-64 encoded x.509 (.CER)]を選択し、[Next]をクリックします。5.
ファイル名を入力し、[次へ]をクリックします。6.
[Finish]をクリックし、証明書ファイルを保存します。7.

Process Orchestrator SSLポートへの証明書のバインド

証明書ファイルを開き、[Details]タブをクリックし、[Details]タブの[Field]セクションで
[Thumbprint]までスクロールします。[Thumbprint]の[Hex]値をコピーします。これは証明書
のハッシュ値です。

1.

コマンド プロンプトを開きます。2.
コマンド"netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:61526 certhash=<thumbprint>
appid={1776a671-8e9c-45b0-8304-dec6f472131f}"を実行します。

ipport=0.0.0.0:61526は、Process OrchestratorのIPアドレスとSSLポートです。
0.0.0.0:61526であるはずです。

certhashは、ステップ1でコピーした拇印の値です。

*注：拇印の値のスペースを削除する必要があります。appidは常に{1776a671-8e9c-45b0-
8304-dec6f472131f}です。

3.

SSLを相互に使用するためのProcess Orchestratorおよびサービ
スカタログの設定

サービスカタログとProcess OrchestratorでSSLが設定されたため、SSLを使用して相互に通信す
るようにこれらのサーバを設定する必要があります。そのためには、サーバが互いを信頼する必
要があります。これは、信頼ストアにサーバ証明書ファイルを追加することによって行われます
。この項の内容は次のとおりです。

Process Orchestrator信頼ストアへのサービスカタログ証明書の追加●

サービスカタログ信頼ストアへのProcess Orchestrator証明書の追加●

SSLを使用するためのProcess Orchestratorサーバの設定●

SSLを使用するためのRequestCenterエージェントの設定●

Process Orchestrator信頼ストアへのサービスカタログ証明書の追加

Process Orchestratorサーバの証明書（RequestCenter証明書とServiceLink証明書の両方）が信頼
ストアにインストールされている必要があります。

RequestCenterおよびServiceLink証明書ファイルをProcess Orchestratorサーバにコピーし
ます。

1.

RequestCenter証明書ファイルを右クリックし、[Install Certificate]を選択します。2.
[Certificate Import Wizard]ウィンドウで[Next]をクリックします。3.
[Place all certificates in the following store]を選択し、[Browse]をクリックします。4.



[Trusted Root Certification Authorities]を選択し、[OK]をクリックします。5.
[Next] をクリックします。6.
[Finish]をクリックして、証明書のインストールを完了します。7.
「localhost」を使用している証明書に関するエラーメッセージがポップアップ表示されるこ
とがあります。 このエラーは問題ありません。[Yes]をクリックして証明書をインストール
します。

8.

最後のウィンドウで、[OK]をクリックしてインストールプロセスを完了します。9.
手順2 ～ 9を繰り返して、ServiceLink証明書をインストールします。10.

サービスカタログ信頼ストアへのProcess Orchestrator証明書の追加

サービスカタログサーバには、Process Orchestratorサーバの証明書が信頼ストアにインストール
されている必要があります。

コマンド プロンプトを開きます。1.
ディレクトリを<JAVA_HOME>\jre\lib\securityに変更します。2.
Process Orchestrator証明書ファイルを<JAVA_HOME>\jre\lib\security directoryのサービスカ
タログサーバにコピーします。

3.

コマンド<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -import -v -trustcacerts -alias <Process Orchestrator
alias> -file <Process Orchestrator certificate file name> -keystore cacerts -keypass <keypass
password> -storepass <storepass password>を実行して、証明書をJava信頼ストアにイン
ポートします。

4.

RequestCenterとServiceLinkを再起動します。5.

SSLを使用するためのProcess Orchestratorサーバの設定

Process Orchestratorサーバは、SSLを使用するように設定する必要があります。SSLを使用する
には、サーバのプロパティとさまざまなターゲットを設定する必要があります。この項の内容は
次のとおりです。

サーバーのプロパティを変更する（環境のプロパティ）●

ターゲットの設定●

サーバーのプロパティを変更する（環境のプロパティ）

Process Orchestratorコンソールを開き、ログインします。1.
[File]メニューから、サーバの[Properties (Environment Properties in IAC 4.0)]を選択します
。

2.

[Webサービス]タブを選択します3.
[Enable non-secure Web Service (HTTP)]の選択を解除し、[Enable secure Web Service
(HTTPS)]を選択します。 次のメッセージが表示されることがあります。

セキュアポート(HTTPS)でCisco Process Orchestrator Web Servicesを有効にするには、追
加の手動設定が必要です。手順については、マニュアルを参照してください。

このメッセージで[OK]をクリックします。

4.

HTTPSポートを選択できますが、デフォルトの61526で問題はありません。5.
[Refresh Web Service]をクリックし、[OK]をクリックします。6.



ターゲットの設定

HTTPSおよびSSLポートを使用するには、「Cisco Cloud Portal Integration API」、「Cisco
Cloud Portal Request Center API」、「Cisco Process Orchestrator Web Service」、および「
Cisco Service Portal Server」のターゲットをすべて設定する必要があります。

Process Orchestratorコンソールで、ウィンドウの左下にある[Definitions]を選択し、ウィン
ドウの左上にある[Targets]を選択し、ウィンドウの右側にある[Cisco Cloud Portal
Integration API]ターゲットをダブルクリックします。

1.

[Connection]タブをクリックして、ベースURLを次のように変更します。

https://<cp hostname>:<ServiceLink SSLポート>/IntegrationServer/services

ここで、<cp hostname>はサービスカタログサーバのホスト名またはIPアドレス、
<ServiceLink SSL port>はServiceLinkのSSLポートです。デフォルト ポートは 6443 です。

2.

[OK] をクリックして変更を保存します。3.
次のベースURL情報を使用して、他のターゲットに対してステップ2 ～ 3を繰り返します。

Target:Cisco Cloud Portal Request Center API
ベースURL:https://<cp hostname>:<RequestCenter SSL port>/RequestCenter
デフォルトのRequestCenter SSLポートは8443です

Target:Cisco Process Orchestrator Webサービス
ベースURL:https://<Process Orchestrator hostname>:<Process Orchestrator SSL port>/WS/
デフォルトのProcess Orchestrator SSLポートは61526です

4.

Cisco Service Portalサーバは、異なるタイプのターゲットです。このターゲットを設定する
には、ダブルクリックします。

5.

[Connection]タブをクリックして、サービスリンクポートをServiceLink SSLポート（デフォ
ルトは6443）に変更し、リクエストセンターポートをRequestCenter SSLポート（デフォル
トは8443）に変更します。 [Access Service Portal via Secure Socket Layer (SSL)]および
[Ignore Secure Socket Layer (SSL) certificate error]も選択します。 

6.

[OK] をクリックして変更を保存します。このターゲットは、サービスカタログサーバとの
SSL接続を確認します。サービスカタログサーバが実行され、SSLが設定されている必要が
あります。

7.

SSLを使用するためのRequestCenterエージェントの設定

Process Orchestratorが設定されたので、SSLを使用するようにRequestCenterエージェントを設
定する必要があります。

サービスカタログWebコンソールに管理者ユーザとしてログインします。1.
プルダウンから[マイワークスペース]を選択し、[構成ウィザード]に移動します。 [マイワー
クスペース]にない場合は、[+]をクリックして追加します。

2.

[Next Step]をクリックしてステップ1に進み、[Set HTTP Agent Configuration]を選択します3.
[Process Orchestrator Web Service URL]に次のように入力します

https://<Process Orchestrator hostname>:<Process Orchestrator SSL port>

4.



ここで、<Process Orchestrator hostname>はProcess Orchestratorサーバのホスト名または
IPアドレス、<Process Orchestrator SSL port>はProcess OrchestratorのSSLポートです。デ
フォルト ポートは 61526 です。
Process Orchestratorの[Username]、[Password]、および[Domain]に、Process
Orchestratorサーバに接続するユーザのユーザ名、パスワード、およびドメインを入力しま
す。

5.

[Service Catalog Service Link URL（サービスカタログサービスリンクURL）]に、

https://<cp hostname>:<ServiceLink SSLポート>/IntegrationServer

ここで、<cp hostname>はサービスカタログサーバのホスト名またはIPアドレス、
<ServiceLink SSL port>はServiceLinkのSSLポートです。デフォルト ポートは 6443 です。

6.

[Submit Order（注文の送信）]をクリックします。7.
[Submit Order response]ウィンドウを閉じます。8.
注文が完了したら、[Start all other agents]をクリックします。 エージェントがすでに起動し
ている場合、新しい設定を有効にするには、エージェントを停止してから再度起動する必要
があります。

9.

ページ1のすべてのエージェントを選択し、[Stop Selected]をクリックします 10.
確認ウィンドウで[Yes]を選択します。11.
他のすべてのページで手順10 ～ 11を繰り返します。12.
ページ1に戻り、すべてのエージェントを選択し、[Start Selected]をクリックします13.
確認ウィンドウで[Yes]を選択します。14.
他のすべてのページで手順13 ～ 14を繰り返します。15.

SSLを使用して通信するためのRequestCenterおよび
ServiceLinkの設定（オプション）

最後の手順はオプションです。SSLを使用して通信するためのRequestCenterおよび
ServiceLinkの設定です。

サービスカタログサーバで、お気に入りのファイルエディタを開きます。1.
<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\deployments\RequestCenter.war\WEB-INF-
classes\config\newscale.propertiesファイルを開きます。

2.

isee.base.url=http://<cp hostname>:6080を検索します。<cp hostname>はサービスカタログ
サーバのホスト名です。

3.

行をisee.base.url=https://<cp hostname>:6443に変更します。ポート6443は、ServiceLink
SSLのデフォルトポートです。別のポートを使用している場合は、6443ではなく入力します
。

4.

newscale.propertiesファイルを保存します。5.
RequestCenterを再起動します。6.
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