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概要

この資料は Unified Contact Center Enterprise （UCCE）と 12.5 追加される最新のセキュリティ
拡張について記述したものです。

前提条件

UCCE●

Secure Sockets Layer （SSL）を開いて下さい●

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

UCCE 12.5●

SSL を開いて下さい●

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 12.5●

ウィンドウのための OpenSSL （64 ビット）●

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



Ciscoセキュリティ コントロール フレームワーク（SCF）: コラボレーション 緊急制御 フレーム
ワークはセキュアおよび信頼できるコラボレーション インフラストラクチャを構築するために設
計および実装ガイドラインを提供します。 これらのインフラストラクチャは不正侵入のよく知ら
れたおよび New 形式に弾力性のあります。 Cisco Unified ICM/Contact センター エンタープライ
ズのための参照セキュリティ ガイド、リリース 12.5。

Cisco SCF 努力 追加のセキュリティの一部として機能拡張は UCCE 12.5 のために追加されます
。 このドキュメント アウトラインこれらの機能拡張。

ダウンロードされた ISO の確認

Cisco によって署名するダウンロードされた ISO を検証するために、また承認されるようにする
ために、ステップは次のとおりです:

1. OpenSSL をダウンロードし、インストールして下さい。 ソフトウェア「openssl softpedia」
を捜して下さい。

2.パスを確認して下さい（これは確認することよいデフォルトで、まだ設定 されます）。
Windows 10 では、主力のシステム Propeties は、『Environment Variables』 を選択 します。

3. ISO 確認のために必要とされるファイル

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_12_5_1/configuration/guide/ucce_b_125-security-guide/ucce_b_125-security-guide_chapter_01101.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_12_5_1/configuration/guide/ucce_b_125-security-guide/ucce_b_125-security-guide_chapter_01101.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_12_5_1/configuration/guide/ucce_b_125-security-guide/ucce_b_125-security-guide_chapter_01101.html


4.コマンド・ラインから OpenSSL ツールを実行して下さい。

5.コマンドを実行して下さい

dgst -sha512 -keyform der -verify <public Key.der> -signature <ISO image.iso.signature> <ISO

Image>

6. 失敗の場合に、コマンド・ラインはイメージに示すようにエラーを示します

SHA-256 およびキー サイズ 2048 ビットによって証明書を使用
して下さい

非不平証明書の識別の場合のログ Report エラー（すなわち会わなくて SHA-256 はおよび/または
2048 ビット 要件を keysize。）

UCCE の見通しから 2 つの重要な証明書があります:

Cisco ICM 診断フレームワーク サービス証明書●

Cisco ICM SSL 証明書●

証明書は Windows サーバの Internet Information Services （IIS）マネージャ オプションで検討す
ることができます。



自己署名証明書に関しては（設定される Diagnose 柱廊玄関か Web のために）、報告されるエラ
ー ラインは次のとおりです:

Re-generating Cisco ICM SSL Certificate with SHA-256 and key size '2048' and will be binded with

port 443.

SSLUtil ツール

a.自己署名証明書（WebSetup/CCEAdmin ページのために）使用 SSLUtil ツールを再生するため
（位置 C:\icm\bin から）。

b. 現在の「Cisco ICM SSL 証明書」を削除するために『Uninstall』 を選択 して下さい。



c. 次に SSLUtil ツールで『Install』 を選択 し、プロセスが完了したら、SHA-256 が含まれ、
'2048' ビットを keysize ために今作成される証明書に注意して下さい。

DiagFwCertMgr コマンド

Cisco ICM 診断フレームワーク サービス証明書のための自己署名証明書を再生するために、イメ



ージに示すようにコマンド・ライン「DiagFwCertMgr」を、使用して下さい:

データ 保護ツール

1. CCEDataProtectTool がその機密情報を暗号化し、復号化するのにそれの Windowsレジストリ
ストア使用されています。 SQL 12.5 にアップグレードを、CCEDataProtectTool と再構成される
SQLLogin レジストリ必要の値ストア掲示して下さい。 administrattive 権限の管理者、ドメイン
ユーザー、またはローカルの管理者だけこのツールを実行できます。

2. このツールが設定しましたり、編集しましたり、取除きます SQLLogin レジストリの暗号化さ
れた値ストアを表示するのに使用することができます。

3. ツールは場所にあります;

<Install Directory>:\icm\bin\CCEDataProtectTool.exe

4. 場所およびダブル クリック CCEDataProtectTool.exe への移動。

5. 暗号化するために、DBLookup のために、入力しますインスタンス名を『1』 を押して下さい
。 次に、「選択するために『2』 を押して下さい編集し、暗号化します」



6.イメージに示すようにレジストリ場所および確認文字列型の値 SQLLogin 外観ブランクに、ナ
ビゲートして下さい:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems,

Inc.\ICM\pin12\RouterA\Router\CurrentVersion\Configuration\Database

7.まさかの時は暗号化された値を検討するため; 選り抜き CCEDataProtectTool のコマンド・ライ
ンが「復号化およびビュー」用に『1』 を押す間、イメージに示すように;



8. このツールのためのどのログでも場所で見つけることができます;

<Install Directory>:\temp

Audit logs filename : CCEDataProtectTool_Audit

CCEDataProtectTool logs : CCEDataProtectTool
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