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概要



このドキュメントでは、自己署名証明書または署名証明書を使用するために Cisco Unified
Contact Center Express（UCCX）を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントで説明する設定手順に進む前に、次のアプリケーションのオペレーティング シ
ステム（OS）管理ページにアクセスできることを確認してください。

UCCX●

SocialMiner●

MediaSense●

管理者はまたエージェントおよびスーパバイザ クライアント PC の証明書 ストアにアクセスでき
るはずです。

FQDN、DNS およびドメイン

UCCX 設定のすべてのサーバがドメイン ネーム システム（DNS）サーバおよびドメイン名とイ
ンストールされていることが必要となります。 エージェント、スーパバイザおよび管理者が完全
修飾ドメイン名 （FQDN）によって UCCX 設定アプリケーションにアクセスすることがまた必要
となります。

ドメイン名および DNS サーバがインストール時に読み込まれることを UCCX バージョン 10.0+
は必要とします。 UCCX バージョン 10.0+ インストーラによって生成される証明書は適切ように
FQDN が、含まれています。 UCCX バージョン 10.0+ にアップグレードする前に UCCX クラス
タに DNS サーバおよびドメインを追加して下さい。

ドメインがはじめて変更するか、または読み込まれる場合、証明書は再生する必要があります。
サーバコンフィギュレーションにドメイン名を追加した後、他のアプリケーションで、クライア
ント ブラウザに、または署名のための証明書署名要求（CSR）の生成にそれらをインストールす
る前に Tomcat 証明書すべてを再生して下さい。

使用するコンポーネント

この資料に説明がある情報はこれらのにハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント基づい
ています:

UCCX Web サービス●

UCCX 通知サービス●

UCCX プラットフォーム Tomcat●

Cisco Finesse Tomcat●

Cisco Unified Intelligence Center （CUIC） Tomcat●

SocialMiner Tomcat●

MediaSense Web サービス●

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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。



背景説明

共存する Finesse および CUIC の概要、メールおよびチャットのための UCCX と SocialMiner 間
の統合、および MediaSense の使用によって記録するために、理解し、Finesse によって証明書
を、証明書問題を解決する機能です現在極めて重要インストールして下さい。

この資料は UCCX 設定 環境で自己署名および署名入り認証の使用を記述したものですカバーす
る:

UCCX 通知サービス●

UCCX Web サービス●

UCCX スクリプト●

共存する Finesse●

共存する CUIC （ライブ データおよび史的記事）●

MediaSense （Finesse ベースの記録およびタギング）●

SocialMiner （チャット）●

署名するか、または自己署名 証明書は、両方のアプリケーション（サーバ）で UCCX 設定に、
またエージェントおよびスーパバイザ クライアント デスクトップ インストールする必要があり
ます。

ユニファイド コミュニケーション オペレーティング システム（UCOS） 10.5 では、マルチサー
バ証明書は単一 CSR がクラスタのためにクラスタの各ノードのための個々の証明書に署名しな
ければならないかわりに生成できるのは追加されたからです。 このタイプの証明書は UCCX、
MediaSense および SocialMiner のために明示的にサポートされていないです。

設定

このセクションは自己署名および署名入り認証の使用のための UCCX を設定する方法を記述しま
す。

設定ダイアグラム



UCCX 11.0 現在の UCCX ソリューション アーキテクチャ 有効な。 HTTPS 通信ダイアグラム。

署名証明書

UCCX 設定のための証明書管理の推奨される方法は署名入り認証にてこ入れすることです。 これ
らの証明書は内部 認証局（CA）かよく知られたサード パーティ CA によって署名することがで
きます。

主要なブラウザでは、Mozilla Firefox および Internet Explorer のような、よく知られたサード パ
ーティ CA のためのルート証明はデフォルトでインストールされています。 これらの CA によっ
て署名する UCCX 設定アプリケーションのための証明書はブラウザに既にインストールされてい
るルート証明で証明書 チェーン端として、デフォルトで信頼されます。

内部 CA のルート証明はまたグループ ポリシーまたは他の現在のコンフィギュレーションによる
クライアント ブラウザでプレインストールされるかもしれません。

かどうか UCCX 設定 アプリケーション 証明書をよく知られたサード パーティ CA またはクライ
アント ブラウザの CA のためのルート証明のアベイラビリティおよびプレインストールに基づい
て内部 CA によって署名してもらうために選択できます。

署名された Tomcat アプリケーション 証明書をインストールして下さい

UCCX パブリッシャ および サブスクライバ、SocialMiner および MediaSense パブリッシャ およ
び サブスクライバ 管理アプリケーションの各ノードのためのこれらのステップを完了して下さい
:

[OS Administration] ページを選択し、[Security] > [Certificate Management] を選択します。1.
[Generate CSR] をクリックします。2.
証明書 リスト ドロップダウン リストから、Tomcat を証明書名前として選択し、CSR を『
Generate』 をクリック して下さい。

3.

[Security] > [Certificate Management] を選択し、[Download CSR] を選択します。4.
ポップアップ ウィンドウから、Tomcat をドロップダウン リストから選択し、CSR を『
Download』 をクリック して下さい。

5.



新しい CSR をサード パーティ CA に送るか、または内部 CA と以前に記述されているように、
署名して下さい。 このプロセスはこれらの署名入り認証を生成 する必要があります:

CA のためのルート証明●

UCCX パブリッシャ アプリケーション 証明書●

UCCX サブスクライバ アプリケーション 証明書●

SocialMiner アプリケーション 証明書●

MediaSense パブリッシャ アプリケーション 証明書●

MediaSense サブスクライバ アプリケーション 証明書●

注: サーバの FQDN として CSR でディストリビューション フィールドを残して下さい。

注: 「マルチサーバ（SAN）」証明書は 11.6 リリースからの UCCX のために前にサポート
されます。 ただし、SAN は UCCX Node-1 だけおよび Node-2 を含む必要があります。 他
のサーバは、SocialMiner のような UCCX の SAN に、含んでいるべきではありません。

注: UCCX は 1024 のおよび 2048 ビットの Certificate 鍵長さだけをサポートします。

ノードにルート証明およびアプリケーション 証明書をアップ ロードするために各アプリケ− ショ
ンサーバのこれらのステップを完了して下さい:

注: パブリッシャのルートおよび中間物証明書を（UCCX か MediaSense）アップ ロードす
れば、サブスクライバに自動的に複製する必要があります。 すべてのアプリケーション証
明書が同じ証明書チェーンで署名される場合は、コンフィギュレーション内の他の非パブリ
ッシャ サーバにルート証明書や中間証明書をアップロードする必要はありません。

[OS Administration] ページを選択し、[Security] > [Certificate Management] を選択します。1.
[Upload Certificate] をクリックします。2.
ルート証明書をアップロードし、証明書タイプとして [tomcat-trust] を選択します。3.
[Upload File] をクリックします。4.
[Upload Certificate] をクリックします。5.
アプリケーション 証明書をアップ ロードし、認証タイプとして Tomcat を選択して下さい
。

6.

[Upload File] をクリックします。 注: 下位 CA が証明書に署名する場合、ルート証明書の代
わりに、下位 CA のルート証明書を tomcat-trust 証明書としてアップロードします。 中間証
明書が発行される場合、アプリケーション証明書に加えて、この証明書を tomcat-trust スト
アにアップロードします。

7.

完了したら、次のアプリケーションを再起動します。 Cisco MediaSense パブリッシャ およ
び サブスクライバCisco SocialMinerCisco UCCX パブリッシャとサブスクライバ

8.

注: UCCX を、MediaSense、および SocialMiner 11.5 および使用する時以降、
TomcatECDSA と呼ばれる新しい証明書があります。 サーバに署名された TomcatECDSA
証明書をアップ ロードする時、TomcatECDSA 証明書としてアプリケーション 証明書をア
ップ ロードして下さい--ない Tomcat 証明書。 ECDSA のさらに詳しい詳細については、
ECDSA 証明書を理解し、設定するためにリンクのための関連情報セクションを参照して下
さい。

自己署名証明書



周辺装置サーバのインストール

UCCX 設定で使用するすべての証明書は設定アプリケーションでプレインストールされて来、自
己署名です。 これらの自己署名証明書は暗黙のうちにクライアント ブラウザか別の設定 アプリ
ケーションに示されたとき信頼されません。 UCCX 設定のすべての証明書に署名することを推奨
するがプレインストールされた自己署名証明書を使用できます。

各アプリケーション関係に関しては、適切な証明書をダウンロードし、アプリケーションにアッ
プ ロードして下さい。 証明書を入手してアップロードするためにこれらのステップを完了して下
さい:

アプリケーション OS 管理 ページにアクセスし、> Certificate Management を『Security』
を選択 して下さい。

1.

適切な証明書 .pem ファイルをクリックし、『Download』 を選択 して下さい:2.

適切なアプリケーションの証明書をアップ ロードするために、OS 管理 ページにナビゲー
トし、> Certificate Management を『Security』 を選択 して下さい。

3.

証明書/証明書 チェーンを『Upload』 をクリック して下さい:4.

完全、これらのサーバを再起動して下さい:

Cisco MediaSense パブリッシャ および サブスクライバCisco SocialMinerCisco UCCX パブ
リッシャとサブスクライバ

5.

クライアント マシンに自己署名証明書をインストールするには、グループ ポリシーまたはパッケ
ージ マネージャを使用するか、各エージェント PC のブラウザで個別に証明書をインストールし
ます。



Internet Explorer の場合、[Trusted Root Certification Authorities] ストアに、クライアント側の自
己署名証明書をインストールします。

Mozilla Firefox の場合は、次の手順を実行します：

[Tools] > [Options] に移動します。1.
[Advanced] タブをクリックします。2.
[View Certificate] をクリックします。3.
[Servers] タブを選択します。4.
[Add Exception] をクリックします。5.

再生自己署名証明書

ケースでは自己署名証明書が切れること、再生する必要があり周辺装置サーバのインストールか
らのコンフィギュレーションのステップは再度実行される必要があります。

アプリケーション OS 管理 ページにアクセスし、> Certificate Management を『Security』
を選択 して下さい。

1.

適切な証明書をクリックし、再生を選択して下さい。 2.
証明書が再生したサーバは再起動する必要があります。3.
各アプリケーション関係に関しては、適切な証明書をダウンロードし、アプリケーションに
コンフィギュレーションのステップに従がって周辺装置サーバのインストールからアップ
ロードして下さい。

4.

統合およびクライアントコンフィギュレーション

UCCX に MediaSense

UCCX は MediaSense Web サービス他 Application Programming Interface （API; アプリケーシ
ョン プログラミング インターフェイス）を 2 つの目的で消費します:

Cisco Unified Communications Manager （CUCM）で呼び出される新しい記録物の通知を定
期講読するため。

●

UCCX エージェントの記録物をエージェントおよび Contact Service Queue （CSQ） 情報と
タグ付けするため。

●

UCCX は MediaSense 管理 ノードの残り API を消費します。 最大 MediaSense クラスタの 2 が
あります。 UCCX は MediaSense 展開ノードに他 API によって接続しません。 UCCX ノードは
両方とも MediaSense 残り API を消費する必要があります従って UCCX ノードの両方で 2 つの
MediaSense Tomcat 証明書をインストールして下さい。

UCCX Tomcat 信頼 keystore に MediaSense サーバの署名されたまたは自己署名証明書 チェーン
をアップ ロードして下さい。

MediaSense に Finesse

MediaSense は Finesse の MediaSense 検索および演劇小道具のためのエージェントを認証する
ために Finesse Web サービス他 API を消費します。

検索および演劇小道具のための Finesse XML レイアウトで設定される MediaSense サーバは



Finesse 残り API を消費する必要があります従ってその MediaSense ノードで 2 つの UCCX
Tomcat 証明書をインストールして下さい。

MediaSense Tomcat 信頼 keystore に UCCX サーバの署名されたまたは自己署名証明書 チェーン
をアップ ロードして下さい。

UCCX に SocialMiner

UCCX はメール連絡先および設定を管理するために SocialMiner 他および通知 API を消費します
。 UCCX ノードの両方は SocialMiner 残り API を消費し、SocialMiner 通知サービスによって知
らせる必要があります従って UCCX ノードの両方で SocialMiner Tomcat 証明書をインストール
して下さい。

UCCX Tomcat 信頼 keystore に SocialMiner サーバの署名されたまたは自己署名証明書 チェーン
をアップ ロードして下さい。

UCCX AppAdmin クライアント 認証

UCCX AppAdmin クライアント 認証は UCCX システムの管理のために使用されます。 UCCX 管
理者のための UCCX AppAdmin 証明書を、クライアントPC でインストールするために、UCCX
ノードのそれぞれのための https:// <UCCX FQDN>/appadmin/main にナビゲートし、ブラウザに
よって証明書をインストールして下さい。

UCCX プラットフォーム クライアント 認証

UCCX Web サービスはクライアント ブラウザへのチャット連絡先の配信のために利用されます
。 UCCX エージェントおよびスーパバイザのための UCCX プラットフォーム 証明書を、クライ
アントPC でインストールするために、UCCX ノードのそれぞれのための https:// <UCCX
FQDN>/appadmin/main にナビゲートし、ブラウザによって証明書をインストールして下さい。

通知サービス クライアント 認証

CCX 通知サービスは Finesse、UCCX および CUIC によって拡張可能なメッセージングおよび存
在プロトコル（XMPP）によってクライアント デスクトップにリアルタイム情報を送信 するため
に利用されます。 これはリアルタイム Finesse 通信のために使用されます、また CUIC はデータ
住んでいます。

使用ライブ データが UCCX ノードのそれぞれのための https:// <UCCX FQDN>:7443/ に、ナビゲ
ートし、ブラウザによって証明書をインストールすること通知をインストールするためにエージ
ェントおよびスーパバイザまたは報告の PC のクライアント 認証をユーザ保守して下さい。

Finesse クライアント 認証

Finesse クライアント 認証は Finesse デスクトップによってデスクトップと共存する Finesse サ
ーバ間の残り API コミュニケーションの目的で Finesse Tomcat 例に接続するために使用されま
す。

エージェントおよびスーパバイザのための Finesse 証明書を、クライアントPC でインストール
し、UCCX ノードのそれぞれのための https:// <UCCX FQDN>:8445/ にナビゲートし、証明書を
ブラウザ プロンプトによってインストールするため。



Finesse 管理者のための Finesse 証明書を、クライアントPC でインストールし、UCCX ノード
のそれぞれのための https:// <UCCX FQDN>:8445/cfadmin にナビゲートし、証明書をブラウザ プ
ロンプトによってインストールするため。

SocialMiner クライアント 認証

SocialMiner Tomcat 証明書はクライアントマシンでインストールする必要があります。 エージェ
ントがチャット要求を受け入れれば、チャット小道具はチャット ルームを表す URL にリダイレ
クトされます。 このチャット ルームは SocialMiner サーバによってホストされ、顧客またはチャ
ット連絡先が含まれています。

SocialMiner 証明書を、クライアントPC でブラウザにインストールし、https:// <SocialMiner
FQDN>/にナビゲートし、証明書をブラウザ プロンプトによってインストールするため。

CUIC クライアント 認証

CUIC Tomcat 証明書はエージェント、スーパバイザ、および史的記事のために CUIC Webインタ
ーフェイスを使用するか、または Data レポート CUIC Webページまたはデスクトップの小道具
内の住んでいるユーザを報告するためのクライアントマシンでインストールする必要があります
。

CUIC Tomcat 証明書を、クライアントPC でブラウザにインストールし、https:// <UCCX
FQDN>:8444/ にナビゲートし、証明書をブラウザ プロンプトによってインストールするため。

CUIC は証明書はデータ住んでいます（11.x 以来）

CUIC はバックエンド ライブ データのためにソケット IO サービスを利用します。 この証明書は
エージェントのためのクライアントマシンでスーパバイザ CUIC Webインターフェイスを使用す
るか、または Live データのために Finesse 内のライブ データ小道具を使用する報告ユーザ イン
ストールし。

ソケット IO 証明書を、クライアントPC でブラウザにインストールし、https:// <UCCX
FQDN>:12015/ にナビゲートし、証明書をブラウザ プロンプトによってインストールするため。

スクリプトからアクセス可能なサードパーティ製のアプリケ− ション

サード パーティ サーバのセキュア位置にアクセスするために UCCX スクリプトが（たとえば、
HTTPS URL に URL 資料ステップを得て下さいまたは HTTPS 残り URL に残りコールをして下
さい）設計されていたら、UCCX Tomcat 信頼 keystore にサードパーティのサービスの署名され
たまたは自己署名証明書 チェーンをアップ ロードして下さい。 この証明書を得るために、
UCCX OS 管理 ページにアクセスし、証明書を『Upload』 を選択 して下さい。

UCCX エンジンはそれらがスクリプト ステップによってセキュア位置にアクセスするときサード
パーティ製のアプリケ− ションによってこれらの証明書と示されたときサード パーティ 証明書
チェーンをプラットフォーム Tomcat keystore を捜すために設定されます。

全体の証明書 チェーンは OS 管理 ページによってアクセス可能なプラットフォーム Tomcat
keystore に Tomcat keystore がルート証明がデフォルトで含まれていないのでアップ ロードする
必要があります。

これらの操作を完了した後、Cisco UCCX エンジンを再起動して下さい。



確認

証明書すべてが正しくインストールされていることを確認するために、このセクションに説明が
ある機能をテストできます。 Certificate エラーが現われないし、すべての機能が適切に機能すれ
ば、証明書は正しくインストールされています。

作業の流れによって自動的にエージェントを記録するように Finesse を設定して下さい。 コ
ールがエージェントによって扱われた後、コールを見つけるために MediaSense 検索および
演劇アプリケーションを使用して下さい。 コールに MediaSense でエージェント、CSQ お
よび記録メタデータに接続されるチーム タグがあることを確認して下さい。

●

SocialMiner によってエージェント Web チャットを設定して下さい。 Web 形式によってチ
ャット連絡先をインジェクトして下さい。 チャット連絡先を受け入れ、一度チャット連絡先
が受け入れられることを確認するためにエージェントがまたバナーを、きちんとチャット フ
ォームのロード受け取り、エージェントはチャット メッセージを受け取り、送信できますこ
とを確認して下さい。

●

ログインへの試み Finesse によるエージェント。 証明書警告が現われないこと、そして
Webページがブラウザに証明書のインストールのためにプロンプト表示しないことを確認し
て下さい。 エージェントが状態をきちんと変更できる新しいコール正しく示されますエージ
ェントに UCCX にことを確認すれば。

●

設定した後エージェントおよびスーパバイザのライブ データ小道具はデスクトップ レイアウ
ト、ログイン エージェント、スーパバイザおよびレポート ユーザをうまく解決します。 初
期データが小道具に読み込まれること、そして基になるデータが変更する時データ更新こと
ことライブ データ小道具がきちんとロードする確認して下さい。

●

ブラウザから両方の UCCX ノードの AppAdmin URL に接続するように試みて下さい。 Login
ページとプロンプト表示されてと証明書警告が現われないことを確認して下さい。

●

トラブルシューティング

問題-無効なユーザid/パスワード

UCCX Finesse エージェントはエラー「無効なユーザid/パスワード」のログインにないです。

原因

統一された CCX は投げ、例外「SSLHandshakeException 「を統一された CM の接続を確立しま
せん。

解決策

統一された CM Tomcat 証明書が期限切れではないことを確認して下さい。●

統一された CM でアップ ロードしたどの証明書でも重要としてマークされるこれらの拡張機
能のどれでもあることを確認して下さい:
    X509v3 キー使用法（OID - 2.5.29.15）
    X509v3 基本的な制約（OID - 2.5.29.19）
重要ように他のどの拡張機能もマークする場合、コミュニケーションは統一された CM 証明
書確認の障害による統一された CCX と統一された CM の間で失敗します。

●



問題- CSR SAN および証明書 SAN は一致する

CA 署名入り認証のアップ ロードはエラー「CSR SAN および証明書 SAN を一致する」表示しま
す。

原因

CA は証明書 サブジェクト代替名前（SAN）フィールドの別の親ドメインを追加するかもしれま
せん。 デフォルトで、CSR にこれらの SAN があります:

SubjectAltName [
  example.com （dNSName）
  hostname.example.com （dNSName）
]

CA は証明書に追加される別の SAN の証明書を戻すかもしれません:
www.hostname.example.com。 証明書に余分 SAN がこの場合あります:

SubjectAltName [
  example.com （dNSName）
  hostname.example.com （dNSName）

  www.hostname.example.com （dNSName）
]

これにより SAN ミスマッチ エラーを引き起こします。

解決策

UCCX 「生成する 証明書署名要求」ページの「認証対象代替名（SAN）」セクションでは、空親
Domain フィールドが付いている CSR を生成して下さい。 こうすればは SAN アトリビュートと
CSR 生成されません、CA は SAN をフォーマットでき UCCX に証明書をアップ ロードする時
SAN アトリビュート ミスマッチがありません。 CSR の設定が行われる間、親 Domain フィール
ドが UCCX サーバのドメインにデフォルトで設定される、従って値は明示的に取除く必要があり
ますことに注目して下さい。 

問題- NET:: ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

UCCX、MediaSense、または SocialMiner Webページにアクセスするとき、エラー メッセージを
受け取ります。

「接続は私用ではないです。

攻撃者は <Server_FQDN> からの情報を盗むことを試みるかもしれません（たとえば、パスワー
ド、メッセージ、またはクレジットカードを）。 NET:: ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

このサーバはそれが <Server_FQDN> であると証明できませんでした; その機密保護証明書はから
あります[missing_subjectAltName]。 これは接続を代行受信するミスコンフィギュレーションか
攻撃者によって引き起こされるかもしれません」。

http://www.hostname.example.com
http://www.hostname.example.com


原因

Chrome バージョン 58 は Common Name （CN）がまた SAN として含まれていない場合 Webサ
イトの証明書はセキュアではないことを報告する新しいセキュリティ機能を導入しました。

解決策

<Server_FQDN> に高度にサイトに続き、Certificate エラーを受け入れるために > 進みます
（危険な）ナビゲートできます。

●

CA 署名入り認証とのエラーを全体で防ぐことができます。 CSR を生成するとき、サーバの
FQDN は SAN として含まれています。 CA は CSR に署名できサーバに戻って署名入り認証
をアップ ロードした後エラーが示されないように、サーバの証明書に SAN フィールドの
FQDN があります。

●

詳細情報

セクションが「Chrome 58 の Deprecations および取り外しの証明書で」一致する commonName
のサポートを取除くのを参照して下さい。

証明書欠陥

Cisco バグ ID CSCvb46250 - UCCX: Finesse ライブ データの Tomcat ECDSA 証明書影響●

Cisco バグ ID CSCvb58580 - Tomcat および TomcatECDSA 両方との SocialMiner にログイ
ンすることが不可能 RSA CA によって署名しました

●

Cisco バグ ID CSCvd56174 - UCCX: SSLHandshakeException による Finesse エージェント
ログイン障害

●

Cisco バグ ID CSCuv89545 - Finesse 停滞脆弱性●

関連情報

UCCX ソリューションの ECDSA 証明書を理解して下さい●

UCCX のための SHA 256 サポート●

UCCX の署名済み証明書と自己署名証明書の設定例●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://developers.google.com/web/updates/2017/03/chrome-58-deprecations
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb46250/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb58580/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd56174/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv89545/?reffering_site=dumpcr
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/customer-collaboration/unified-contact-center-express/210528-Understand-ECDSA-certificates-in-an-UCCX.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/customer-collaboration/unified-contact-center-express-1101/200423-SHA-256-Support-for-UCCX.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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