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概要

Unified Contact Center Enterprise （UCCE）単一 サインオン（SSO）ログオンのエンドユーザ体
験がどのように改善することができるかこの資料に記述されています。  これはユーザが識別プロ
バイダ（IdP）ログイン ページの二回目のためのログインID を入力させる場合改善することがで
きます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

UCCE SSO ログイン フローおよび AD FS●

Hyper-Text Transfer Protocol （HTTP）●

ハイパーテキスト マークアップ言語（HTML） ●

セキュリティ アサーション マークアップ言語 2.0 （SAMLv2）●

開いて下さい許可 2.0 （OAuthv2）を●

Windows PowerShell （PS）との習熟度●

JavaScript （JS）の習熟度●

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。

UCCE 11.5(1) 以上に●

Finesse 11.5(1) 以上に●

Cisco Unified Intelligence Center （CUIC） 11.5(1) 以上に。●

Microsoft Active Directory（AD ）：Windows サーバにインストールされている AD●



AD FS 2.0/3.0●

Windows Server 2012 R2●

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

UCCE SSO ログオンでは、ユーザはログインID を入力する必要があります 2 回: （フォーム 認
証方式が使用されれば）最初にの UCCE アプリケーション ログイン ページ（Finesse、CUIC、
例えば）と二番目に IdP ログイン ページ。 この資料の例では、Active Directory フェデレーショ
ン サービス（AD FS）は IdP として利用されます。

次に SSO が UCCE で有効に なるとき、ログインID が入った、送信する/Login ボタンが
CUIC/Finesse で押される後、入力されたログインID はクッキー cc_username で保存され、識別
サーバ（ID）と IdP へのリダイレクトのために維持されます。 IdP ログイン ページのこのクッキ
ーを自動的にログインID を読み込むのに使用することは可能性のあるです。

確認に関しては、エンドユーザが Finesse エージェントであり、UCCE アプリケーションが
Finesse サーバであるところに HTTP/SAML 流れ図例ここにあります。

これは AD FS （IdP）にエンドユーザ Webブラウザによって送られるステップ 4c HTTP 要求 ヘ
ッダの例です。

Request URL: https://dc01.omozol.lab/adfs/ls/?SAMLRequest=tZTBjtowEIbv%2BxSR...

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: en-US,en;q=0.9

Cache-Control: no-cache

Connection: keep-alive



Cookie: cc_username=agent1%40omozol.lab

Host: dc01.omozol.lab

Pragma: no-cache

Referer: https://fns01p.omozol.lab/desktop/container/landing.jsp?locale=en_US

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36

設定

IdP として AD FS 3.0 を使うと、設定は AD FS が https:// <AD FS FQDN>/adfs/ls/への要求に応
じてユーザに戻る HTML ページにインジェクトする onload.js ファイルの修正によって実現しま
す。

ステップ 1. onload.js ファイルを修正するために、ファイルシステムに PowerShell コマンドレッ
トによってファイルをエクスポートして下さい:

PS C:\ > エクスポートAdfsWebTheme –ネーム デフォルト– DirectoryPath c:\temp\adfs\

onload.js ファイルはこのディレクトリに置かれます:

C:\temp\adfs\script

ステップ 2.ログオン形式によっては、適切な JS コード スニペットを既に現在のコード構造/ロジ
ックのファイルのあらゆるインポート外部で追加して下さい。 容易さに関しては、ファイルの下
部のにそれを追加して下さい。

デフォルトで、Windows サーバ 2012 R2 の AD FS によって SSO ユーザに示されるサインイン
ページは userPrincipleName （UPN）形式であるユーザ名を必要とします。 これはメールそっく
りの形式、たとえば、user@cisco.com です。 単一 ドメイン コンタクトセンターではユーザネー
ムの一部としてドメイン名が含まれていない簡単な sAMAccountNameUser ID （UID）を許可す
るために、AD FS サインイン ページは修正することができます。 

UPN ユーザ名が AD FS ログイン ページで入力される必要がある場合このコード断片を使用して
下さい:

Request URL: https://dc01.omozol.lab/adfs/ls/?SAMLRequest=tZTBjtowEIbv%2BxSR...

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: en-US,en;q=0.9

Cache-Control: no-cache

Connection: keep-alive

Cookie: cc_username=agent1%40omozol.lab

Host: dc01.omozol.lab

Pragma: no-cache

Referer: https://fns01p.omozol.lab/desktop/container/landing.jsp?locale=en_US

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36

この行では UCCE エージェントのドメインを UPN がログオン UID として使用される場合一致す
るために、domain.com は修正する必要があります。

var userNameValue = cc_login_name + '@' + 'domain.com';

注: AD FS は UPN ログオンをデフォルトで使用します。 UCCE 機能ガイドを、単一 サイ

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/ad/naming-properties
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/adschema/a-samaccountname
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/adschema/a-uid
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-feature-guides-list.html


ンオン章参照して下さい、AD FS ログイン ページを sAMAccountName ログインを可能に
するために設定する方法のユーザ ID セクションを許可するためにオプションで Windows
サーバ 2012 R2 の AD FS サインイン ページをカスタマイズして下さい。

sAMAccountName （ドメイン無しの UID）ユーザ名が AD FS ログイン ページでもし入力されれ
ば場合、このコード断片を使用して下さい:

var userNameValue = cc_login_name + '@' + 'domain.com';

注: コードの//シンボルはコメントを表示します。 それらの行は必要であれば削除すること
ができます。 目的は JavaScript コードの理解を援助することです。

ステップ 3. onload.js を保存し、PowerShell これらのコマンドで新しい AD FS Web テーマにリ
ロードして下さい:

デフォルト テーマからのテンプレートでカスタム AD FS テーマを作成して下さい:

PS C:\ > 新AdfsWebTheme –ネーム カスタム– SourceName デフォルト

アクティブとしてカスタム AD FS テーマを設定 して下さい:

PS C:\ > 設定 されるAdfsWebConfig - ActiveThemeName カスタム

カスタム テーマに修正された onload.js ファイルをロードして下さい:

PS C:\ > 設定 されるAdfsWebTheme - TargetName カスタム- AdditionalFileResource @
{Uri='/adfs/portal/script/onload.js; path= " c:\temp\adfs\script\onload.js」}

注: AD FS の再始動は必要ではないです。 アクティブなテーマは自動的に修正されます。

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

AD FS ログイン ページでユーザ ID がパスワードプロンプト フィールドの焦点と自動的に読み込
まれることを sAMAccountName との SSO 有効に された アカウントの Finesse または CUIC へ
のログインまたはログインID として UPN は（AD FS 設定によって決まります）および観察しま
す。 ログオンが続行することができるようにパスワードだけ入力される必要があります。



トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

問題の場合には、Webブラウザ開発者ツールが使用されています onload.js からの修正が戻され
た HTML ページにインジェクトされるかどうか、そして確認するのにどのエラーでも Webブラ
ウザ コンソールで観察されるかどうか。 

関連情報

Firefox 開発者ツール●

Chrome 開発者ツール●

Internet Explorer （F12）開発者ツール●

SAM-Account-Name●

userPrincipleName●

UID●

Cisco Unified Contact Center Enterprise はガイドを特色にします●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh968260%28v=vs.85%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/ad/naming-properties
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/adschema/a-uid
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-feature-guides-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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