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概要

この資料に Cisco Virtualized Voice Browser （CVVB）リアルタイム レポート アプリケーション
問題を解決する方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

CVVB●

Microsoft Windows Server●

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。

CVVB バージョン 11.0(1)●

Windows Internet Explorer （IE） バージョン 8、IE バージョン 11●

Java バージョン 7 アップデート 40、Java バージョン 7 アップデート 51 およびそれ以降●

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。

リアルタイム レポート アプリケーションは開始しません



症状

CVVB 管理 ページの Tools メニューの下でリアルタイム報告オプションを選択するとき、リアル
タイム報告アプリケーションは開始しません。

このメッセージは Java バージョンが早いかどうかより Java 7 アップデート 4.0 インストールさ
れている表示されます:

ステップ 1.メッセージをクリックし、このコンピュータのすべてのユーザ向けのこの追加項目を
『Install』 を選択 して下さい。 セキュリティ警告ウィンドウは表示されます。

ステップ 2. Java バージョンをアップデートして下さい。 [install] を選択します。

ステップ 3 設定される次の Java - Welcome ウィンドウは > 『Install』 を選択 します。



ステップ 4 インストールが終了した後 Java Setup Complete ウィンドウで『Close』 を選択 して
下さい。



ステップ 5.表示する ウィンドウから『Add』 を選択 して下さい。



New ウィンドウは Java バージョンを確認するようです。 これはオプションであり、Java バー
ジョンを確認する必要がありません。

ステップ 6.ブラウザを再起動することを続行して下さい（すべてのブラウザウィンドウを閉じ、
それを再開して下さい）。

ステップ 7. CVVB 管理 ページの Tools メニューからリアルタイム報告を選択して下さい。 

Java アップデートによって必要とされるウィンドウは表示されます。

ステップ 8.次のアップデートが利用できる次に選択します以降をクリックして下さいまでチェッ
クボックスをの隣で再度頼まないし。

Next ウィンドウはサイトが信頼できないことを示します:

ステップ 9. 『Continue』 を選択 して下さい。



アプリケーションはセキュリティ設定によってブロックされます。

ステップ 10.、エラー表示『OK』 を選択 して下さい。

解決策

ブラウザを起動させるコンピュータからのこの問題を、解決することはこれらのステップを実行
します:

ステップ 1. > すべての Programs > Java > 設定 Java 『Start』 を選択 し、そして Security タブ
を選択して下さい。

ステップ 2.動作するすべての Javaアプリケーションを割り当てるためにメディアにセキュリティ
レベルを下げて下さい。



ステップ 3. CVVB 管理 ページの Tools メニューからリアルタイム報告を選択して下さい。

ステップ 4.セキュリティ警告ウィンドウで『Continue』 を選択 して下さい:

  



新しいセキュリティ警告ウィンドウは表示する:

ステップ 5.リスクを受け入れるクリックし、このアプリケーションを実行し、『Run』 を選択 し
たいと思って下さいチェックボックスを。

リアルタイム レポート アプリケーションは今開始します:



リアルタイム レポート アプリケーションは Java セキュリティ
によってブロックされます

症状 

Java バージョン 7 アップデート 51 のリアルタイム報告アプリケーションはおよびより高い Java
セキュリティによってブロックされます。



解決策

Java 例外リストに CVVB の URL を追加して下さい。

例外 サイト リストにアプリケーション URL を追加するときアプリケーションが動作するように
するケースは下記に記載されています:

アプリケーション 証明書は信頼された認証局から署名しません。●

アプリケーション 証明書はローカルでホストされます。●

JARファイルに権限明らかなアトリビュートがありません。●

アプリケーション 証明書は期限切れです。●

アプリケーション certificat は失効があるように確認することができません。●

注: 高い（デフォルト） securtity レベルは動作する、より古い Javaのバージョンの無署名
および自己署名 Javaアプリケーションを可能にしません。

例外リストについての詳細はここに見つけることができます。

この問題を解決するために、ブラウザを閉じ、例外リストにブラウザを起動させ、これらのステ
ップを実行するコンピュータから CVVB ホスト名 URL を追加して下さい:

https://www.java.com/en/download/faq/exception_sitelist.xml


ステップ 1. > すべての Programs > Java > 設定 Java 『Start』 を選択 して下さい。

ステップ 2. Javaコントロールパネルの Security タブを選択して下さい。  ウィンドウの下部ので
、サイト リストを『Edit』 を選択 して下さい

ステップ 3.例外 サイト リスト ウィンドウから Add ボタンを選択して下さい。



ステップ 4.空フィールドで Location の下でクリックし、URL を入力して下さい。

注: URL は http:// か https:// から始まる必要があります

例：

http://myexample.com か https://myexample.com

http://myexample.com
https://myexample.com


ステップ 5.入力した URL を保存するために『OK』 を選択 して下さい。 『Cancel』 を選択 す
る場合、URL は保存されません。

ステップ 6.表示する場合セキュリティ警告ダイアログで『Continue』 を選択 して下さい。

リアルタイム レポート アプリケーションは Java セキュリティによってもはやブロックされませ
ん
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