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概要

この資料は Cisco Unified Customer Voice Portal （CVP）サーバと Ciscoインターネットワーク
オペレーティング システム（IOS）デバイス間のセキュアコミュニケーションを設定するために
プロセスを説明したものです。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

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。

設定

CVP サーバを設定するように安全に入力ゲートウェイや Voice Extensible Markup Language
（VXML）ゲートウェイのような Cisco IOSデバイスと通信するためにまた CVP セキュリティ ガ
イドの参照であるこれらのステップを完了して下さい

ステップ 1. %CVP_HOME% \ CONF にある .security keystore およびフォルダのバックアップを
奪取 して下さい。

ステップ 2.証明書 ストアのルート、中間物および Intermediate2 （もしあれば）証明書をインポ



ートして下さい。

ステップ 3.インポート CA はコール サーバおよび VXML 証明書に署名しました。

ステップ 4. callserver.crt および VXML.crt ファイルにコール サーバおよび VXML .pem ファイル
の名前を変更して下さい。

ステップ 5.コール サーバおよび VXML サービスを再開して下さい。

ステップ 6.コール サーバおよび VXML サーバ証明にアクセスして下さい。  それらは現在の証明
書日付を反映する必要があります。

https://ip_address_of_callserver:8443

https://ip_address_of_vxmlserver:7443

更に HTTPS のためのゲートウェイに Ciscoゲートウェイとコール サーバ間の HTTPS と VXML
サーバを設定するために、IOS ゲートウェイのコール サーバ証明と\または VXML サーバ証明を
インポートして下さい。

ステップ 1.セキュア コール サーバ証明か https://ip_address_of_vxmlserver:7443 にセキュア
VXML サーバ証明にアクセスするためにアクセスするように Webブラウザのアドレスバーで
https://ip_address_of_callserver:8443 を入力して下さい。 セキュリティ警報ダイアログ ボックス
は現われます。

ステップ 2.証明書を『View』 をクリック して下さい。

ステップ 3. Details タブを選択して下さい。

ステップ 4.ファイルに『Copy』 をクリック して下さい。 証明書 Export ウィザード ダイアログ
は現われます。

ステップ 5. X.509 （.CER）を『Base 64 encoded』 を選択 し、次に『Next』 をクリック して
下さい。

ステップ 6.ファイルのファイル名を Export ダイアログボックスに指定し、次に『Next』 をクリ
ック して下さい。

ステップ 7. 『Finish』 をクリック して下さい。 メッセージはエクスポートが正常だったことを
示します。

ステップ 8. 『OK』 をクリック し、セキュリティ警報ダイアログ ボックスを閉じて下さい。

ステップ 9.の間で現われる Notepad のエクスポートされたファイルを開き、CVP サーバ証明 情
報をコピーして下さい ---BEGIN CERTIFICATE-- および --END CERTIFICATE-- タグ。 これはプ
ロシージャの使用された以降です。

ステップ 10. IOS ゲートウェイのグローバル な 設定 モードにアクセスして下さい。

ステップ 11. trustpoints をこれらのコマンドによって作成し、登録して下さい:

crypto pki trustpoint xxxx



  en terminal

  revocation-check none

  exit

xxxx がトラストポイント名前であるところ。

次に、例を示します。

暗号 PKI トラストポイント ROOT

登録ターミナル

失効チェックどれも

暗号 PKI トラストポイント中間物

登録ターミナル

失効チェックどれも

暗号 PKI トラストポイント INTERMEDIATE2

登録ターミナル

失効チェックどれも

暗号 PKI トラストポイント cvpcallservernew

登録ターミナル

失効チェックどれも

暗号 PKI トラストポイント cvpvxmlnew

登録ターミナル

失効チェックどれも

ステップ 12： IOS ゲートウェイのインポート証明書 シグニチャ

IOS の証明書 シグニチャおよびインポートを得るためにステップ 9 および開いた認証局（CA）
証明書から certifiate シグニチャを得て下さい。

戻りは IOS ゲートウェイの EXEC モードに特権を与えりました。

xxxx が前の手順で規定 される トラストポイント名前である暗号 PKI auth <xxxx> を入力し
て下さい。（すべての信頼ポイントのために）

1.

Notepad クリップボードからの証明書を貼り付けて下さい。（内容だけ）2.
やめられる入力して下さい。3.

次のコマンドを実行します。

crypto pki auth ROOT



crypto pki auth INTERMEDIATE

crypto pki auth INTERMEDIATE2

crypto pki auth cvpcallservernew

crypto pki auth cvpvxmlnew

メッセージ表示は、記述する証明書属性および確認プロンプトは現われます。

はい入力すれば証明書は正常にインポートされることを示すメッセージが表示されることができ
ます

確認

テスト コールをし、ハンドシェイクを確認し、configuraton をテストするためにこれらのデバッ
グを実行できます。

debug crypto pki transactions

debug crypto pki messages

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

CVP セキュリティ ガイド●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/customer_voice_portal/cvp10_0/configuration/guide/CVP_BK_CFD64ACC_00_configuration-guide-for-cvp-1001/CVP_BK_CFD64ACC_00_configuration-guide-for-cvp-1001_chapter_01111.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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