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概要

この資料に Cisco Unified Customer Voice Portal （CVP）コール サーバのための CA 署名入り認
証を生成する方法をおよび CVP コール サーバ証明を確認する方法を記述されています。 CVP バ
ージョン 11.6 から、セッション開始プロトコル（SIP） TLS コミュニケーションはサポートされ
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。

CVP●

SIP●

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報は CVP 11.6 に基づいています。

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

ステップ 1 keystore のための検索パスワード。



CVP の c:\Cisco\CVP\conf\security.properties へのナビゲートはこのパスワードを見つけるためにサーバを呼出します。

このファイルは必要となる keystore のためのパスワードが含まれています、keystore を操作するとき。

ステップ 2 避けるために一時的数値変数を毎回入力します keystore パスワード値を作成して下さ
い。

ナビゲート c:\Cisco\CVP\conf\security へのおよび動作するこのコマンド:

kt= c:\Cisco\CVP\jre\bin\keytool.exe - storepass 592(!aT@Hbt{[c)b7n6{Mj6J[0P4C~X2?4!zv~5(@2*12Dm97 -
storetype JCEKS - keystore .keystore 設定 して下さい

注: Storepass はあなた自身の keystore パスワードで取り替える必要があります。

ステップ 3 既存の呼出し サーバ certfiicate を取除いて下さい。

既存の認証を見つける c:\Cisco\CVP\conf\security へのナビゲート。 証明書を削除するためにこ
のコマンドを実行して下さい:

%kt% -- callserver_certificate

証明書の削除の後で CVP サーバのすべての証明書を確認するために、このコマンドは使用する
ことができます:

%kt% -

そしてコール サーバ証明が削除されたかどうか確認するために、このコマンドを実行して下さい:

%kt% - | findstr callserver

ステップ 4.キーペアを作成して下さい。 2048 ビット キーペアを使用して下さい。 

ナビゲート c:\Cisco\CVP\conf\security へのおよび動作するこのコマンド:

%kt% - genkeypair - callserver_certificate - v - 2048 - keyalg RSA keysize

このコマンドを実行するとき、この情報を頼みます:

注: 名および名字としてサーバのホスト名を使用して下さい。

  

  []:  col115cvpcall02

  []:  TAC

  []:  Cisco

  []:  

  []:  NSW
 2 

  []:  AU
CN=col115cvpcall02 OU=TACO=CiscoL=SydneyST=NSWC=AU 
  [no]:  yes



ステップ 5 新しい証明書署名要求（CSR）を生成して下さい。

ナビゲート c:\Cisco\CVP\conf\security へのおよび動作するこのコマンド:

%kt% - certreq - callserver_certificate - callserver.csr

ステップ 6 内部 CA かサード パーティ C によって CSR に署名して下さい。

この CSR ファイルを見つけるために c:\Cisco\CVP\conf\security にナビゲート して下さい:

ステップ 7 ルートCA をインストールして下さい。

2 つの証明書は c:\Cisco\CVP\conf\security にコピーされます。

CA●

  ●

%kt% -- v - trustcacerts - - DCRoot.cer

このラボでは、ルートCA 証明書は DC-Root.cer です。

ステップ 8. CA によって署名したコール サーバ証明をインストールして下さい。

c:\Cisco\CVP\conf\security 

次のコマンドを実行します。

%kt% -- v - trustcacerts - callserver_certificate - cvpcallserver.cer
このラボでは、コール サーバ証明は cvpcallserver.cer です。

ステップ 9.新しいインストール済み証明書を確認して下さい

 C:\Cisco\CVP\conf\security  >  



%kt% -- v - callserver_certificate : callserver_certificate

注: エイリアス名前は固定システム値です。 callserver_certificate を使用して下さい。

例：

Creation date: 2017  8  25 

: PrivateKeyEntry

  : 2

Certificate[1]:

: CN=col115cvpcall02OU=TACO=CiscoL=SydneyST=NSWC=AU

Issuer: CN=col115-COL115-CADC=col115DC=orgDC=au

Serial number: 610000000e78c717ba3dd3dc2400000000000e

:  AEST 8  25  11:32:43 2017 :  AEST 8  25  11:42:43 2018

:

すべてのこれらのステップの完了の後で、コール サーバのための CA 署名入り認証はインストー
ルされました。 この証明書は SIP のための TLS 接続が確立されるとき使用されます。

確認

これら二つのコマンドがすべての証明書かコール サーバ証明だけリストするのに使用することが
できます:

%kt% -

%kt% - | findstr callserver

このコマンドが証明書の詳細を表示するのに使用することができます:

エイリアス名前: callserver_certificate

    

%kt% -- v - callserver_certificate
: callserver_certificate

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

Cisco Unified Customer Voice Portal のためのコンフィギュレーション ガイド、リリース 11.6(1)

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/customer_voice_portal/cvp11_6/configuration/guide/ccvp_b_configuration-guide-for-cisco-unified.html


テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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