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概要
標準構成では、ユーザのサインイン名とパスワードは、企業または組織で使用されている認証資
格情報とは無関係です。そのため、ユーザは別の一連のサインイン資格情報を覚える必要があり
ます。また、組織管理者は別の一連のユーザ アカウントを管理する必要があります。
シングル サインオンを採用している企業は、社内のシングル サインオン システムを使用して、
Cisco WebEx 管理の管理を簡素化できます。シングル サインオンにより、ユーザは自社のサイン
イン資格情報を使用してアプリケーションに安全にサインインできます。ユーザのサインイン資
格情報は Cisco WebEx に送信されないため、ユーザの会社のサインイン情報は保護されます。
シングルサインオン設定オプションを設定すると、ユーザの初回サインイン時にユーザアカウン
トが自動的に作成されます。シングルサインオンを使用すると、会社のサインインアカウントが
非アクティブ化されている場合に、ユーザが Cisco WebEx アプリケーションにアクセスするのを
防ぐこともできます。
Cisco WebEx アプリケーションは、業界標準のセキュリティ アサーション マークアップ言語
（SAML2）および WS-Federation プロトコルに基づくシングル サインオン システムをサポートし
ます。
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Cisco WebEx および Cisco WebEx Meeting アプリケーショ
ンでの SSO の使用
Cisco WebEx サービスの 1 つの目的は、組織のユーザ アイデンティティを包括的に管理すること
です。ユーザ アイデンティティの管理には、認証と認可のための安全な機能の提供が含まれま
す。これらの機能は、組織内のユーザ ロールとグループ関係に基づいた使い勝手を高め、ポリ
シー制御を容易にします。
SAML2（セキュリティ アサーション マークアップ言語）および WS フェデレーションなどのフェ
デレーテッド シングル サインオン標準は、そのような安全な認証機能を提供しています。SAML
対応のアイデンティティ管理システムは、Cisco WebEx サービスに SAML アサーションを送信し
ます。SAML アサーションは、情報カテゴリに関する信頼されたステートメントが記述された
XML ドキュメントです。通常、これらの信頼されたステートメントには、ユーザ名、電子メー
ル、およびその他のプロファイル情報などの情報が含まれます。信頼性を確保するために、SAML
アサーションはデジタル署名されます。
通常、企業はユーザ アイデンティティの管理のためにフェデレーテッド ID と Access Management
System（IAM）を展開しています。これらの IAM システムは、ユーザ アイデンティティ管理アク
ティビティに SAML および WS フェデレーション標準を使用します。より優れたエンタープライ
ズクラスの IAM システムには、CA SiteMinder、Ping Federate、および Windows Active Directory
Federation Services（ADFS）などがあります。これらの IAM システムが社内のイントラネットの
一部を形成し、従業員やパートナーのユーザ認証およびシングル サインオン要件に対応します。
IAM システムは、ファイアウォールの外側にあるパートナー Web サイトと相互運用するため、
SAML または WS フェデレーション プロトコルを使用します。顧客、パートナー、ベンダーは、
IAM システムを使用して Cisco WebEx サービスに対してそのユーザを自動的に認証することがで
きます。ユーザは Cisco WebEx サービスを使用するために自分のユーザ名とパスワードを思い出
す必要がないため、効率が向上します。
また、退職する従業員を外部管理ツールで明示的に無効にする必要もありません。従業員が顧客
の IAM システムから削除されると、Cisco WebEx サービスのいずれに対してもその従業員を認証
できなくなります。

（注）

Cisco WebEx Messenger でシングル サインオンを有効にするには、担当のカスタマー サクセス
マネージャにお問い合わせください。

シングル サインオンの要件
Cisco WebEx 組織にフェデレーテッド シングル サインオンを実装するには、次のシステム要件が
必要です。これらのシステム要件は、Cisco WebEx Messenger および Cisco WebEx Meeting アプリ
ケーションと同じです。
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項目

要件

注記

お客様は、OpenSAML のようなプログラ
ミング ライブラリを使用して独自の
SAML 対応 IAM システムを開発すること
SAML バージョン（Cisco
も、Ping Federate、CA SiteMinder、
アイデンティティとアク
WebEx Meeting のみ）2.0 ま Microsoft Windows Server ADFS、Oracle
セス管理（IAM）システ
たは WS フェデレーション Identity Federation/OpenSSO、Novell Identity
ム
1.0 標準に準拠した IAM。 Manager および IBM Tivoli Federated
Identity Manager などの民間企業のサード
パーティ製 IAM システムを購入すること
もできます。
X.509 証明書に公開キー PEM 形式の、VeriSign や
または、自己署名証明書を使用する、社
があり、デジタル署名が Thawte のような信頼できる 内で開発した独自の X.509 証明書を使用
秘密キーを使用する
組織からのもの。
することもできます。

Cisco WebEx Messenger 管理ツールでのシングル サイン
オンの設定
組織管理者は Cisco WebEx 管理ツールを使用して、シングル サインオンの設定を行い、Cisco
WebEx 組織のセキュリティ設定および証明書を変更できます。オプションは、管理者が設定する
組織の設定に基づいて表示されます。すべてのオプションが常に表示されるわけではありません。
• [フェデレーテッド Web SSO 構成（Federated Web SSO Configuration）]を選択すると、シング
ル サインオンを有効にしている組織の管理者向けのダイアログが表示されます。
• [組織証明書の管理（Organization Certificate Management）]を選択すると、シングル サインオ
ンを有効にしている組織の管理者、または「委任認証」管理者用の、管理者向けダイアログ
が表示されます。これは、X.509 証明書を手動でインポート、検証、または削除するために
使用します。組織証明書の管理は、組織管理者のための管理ツールです。
• [WebEx 証明書の管理（WebEx Certificate Management）]を選択すると、シングル サインオン
を有効にしている組織の管理者向けのダイアログが表示されます。これは、組織管理者が
サービス プロバイダーの証明書を作成するための管理ツールとして使用されます。このツー
ルは、SP からの開始によって使用されます。自己署名証明書は Cisco WebEx によって生成さ
れ、IAM システムにアップロードする必要があります。証明書は以下の場合に生成されま
す。
◦ AuthnRequest に署名するため
◦ SAML アサーションの暗号化のため
◦ シングル ログアウトを有効にするため
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自己署名証明書または認証局は事前に生成されており、インポート可能になっていま
す。管理者は組織に適用するものを選択できます。
• [パートナー Web SSO 構成（Partner Web SSO Configuration）]を選択すると、「委任認証」の
組織の管理者向けダイアログが表示されます。パートナー委任では、管理者がパートナー ア
プリケーション向けに単一のユーザ名とパスワード認証によるサインオン ページを設定する
ことができます。管理者は、この機能を使用してセキュリティを高め、サインオンとパス
ワードの複数の要件を減らし、ユーザが複数のサインオン資格情報を追跡する必要性を排除
する必要があります。
• SAML 2.0 の構成も設定できます。属性は次の表に表示されています。
属性

必須（ /×）

uid

○

firstname

○

lastname

○

email

○

groupid

×

作成のみサポート、更新は未サポート

updateTimeStamp

×、ただし推奨

長い値、UTC 時間形式、LDIF 時間形式
をサポート

displayName

×

companyName

×

businessFax

×

streetLine1

×

streetLine2

×

city

×

state

×

zipcode

×

jobTitle

×

mobilePhone

×

businessPhone

×
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属性

必須（ /×）

使用方法

employeeid

×

imloggingenabled

×

組織で IM ログ記録が有効になっていて、
該当する属性が存在しない場合、False に
設定されます。

imloggingendpointname

×

組織で IM ログ記録が有効になっていて、
該当する属性が存在しない場合、
wbx_default_endpoint に設定されます。

ISOCountry

×

2 文字の ISO 国番号

upgrade site

×

ヌル以外の「upgradesite」属性が存在する
場合、有効化または無効化されているア
カウントの自動作成機能およびアカウン
トの自動更新機能に対応したアクション
が実行されます。
「upgradesite」属性が指定されていない
か、または値が空の場合、アクションは
不要です。

（注）

組織が認証メカニズムを「クラウドに保存されたユーザ名とパスワード」から「IDP による
SSO」に移行している段階では、[CAS API 経由で接続アカウントのユーザ名とパスワードに
よるログインを許可（Allow Connect account username and password login via CAS API）] チェッ
クボックスが選択されています。これにより、組織は段階的に SSO に移行できます。

フェデレーテッド Web SSO 設定
手順
ステップ 1

[設定（Configuration）] タブ > [システム設定（System Settings）] > [セキュリティ設定（Security
Settings）].を選択します。

ステップ 2

[フェデレーテッド Web SSO 設定（Federated Web SSO Configuration）]を選択します。

ステップ 3

[フェデレーション プロトコル（Federation Protocol）]ドロップダウンから、フェデレーション プ
ロトコル [SAML 2.0] を選択します。
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ウィンドウに表示されるフィールドに、選択するフェデレーション プロトコルによって異なりま
す。デフォルトで、SAML 2.0 の設定フィールドは [フェデレーテッド Web SSO 設定（Federated
Web SSO Configuration）]ウィンドウを開くたびに表示されます。
ステップ 4

[SAML メタデータをインポート（Import SAMLMetadata）] を選択して [フェデレーテッド Web
SSO 設定 - SAML メタデータ（Federated Web SSO Configuration - SAML Metadata）] ダイアログボッ
クスを開きます。

ステップ 5

次のいずれかを実行します。
• [フェデレーテッド Web 認証（federated Web authentication）] フィールドに移動し、[SAML メ
タデータ（SAML Metadata）] ファイルをインポートしてこのフィールドに自動的にデータを
入力します。
• [インポート（Import）]、[戻る（Back）]を選択してインポートを完了します。インポートさ
れたメタデータ フィールドは、次のとおりです。
◦ AuthnRequestSigned Destination
◦ SAML（IDP ID）の発行者
◦ 顧客 SSO サービス ログイン URL
• 各フィールドに適切な情報を入力します。
「関連項目」セクションを参照してください。

ステップ 6

SAML メタデータ ファイルが正常にインポートされたら、[フェデレーテッド Web SSO 設定
（Federated Web SSO Configuration）]ウィンドウの関連フィールドにデータが入力されていること
を確認します。

関連トピック
フェデレーテッド Web SSO 設定, （7 ページ）
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フェデレーテッド Web SSO 設定
フィールド

説明

SSO プロファイル（SSO
Profile）

SP 起動：ユーザがサービス プロバイダー（SP）サイトにアクセス
し、特別な認証や認可を必要としないリソースに初めてアクセスし
たとき。SAML 対応の導入では、その後 SP で保護されたリソース
にアクセスを試みると、SP はユーザにサインインを許可するため
に、認証要求とともにユーザを IDP に送信します。
AuthnRequest 署名付き宛先：選択する場合、WebEx 証明書と宛先を
指定する必要があります。この宛先アドレスは、IAM の authnRequest
署名付き設定と一致している必要があります。
IDP 起動のターゲット ページの URL パラメータ：ユーザが Cisco
WebEx サービス（SP）にアクセスすると、SP は認証要求を付けず
にユーザを IDP に送信します。

WebEx SAML 発行者（SP URI は Cisco WebEx Messenger サービスを SP として特定します。こ
ID）（WebEx SAML Issuer の設定は、お客様のアイデンティティ アクセス管理の設定と一致し
（SP ID））
ている必要があります。
デフォルト値は http://www.webex.com です。
SAML（IDP ID）の発行者 URI は IDP を一意に特定します。この設定はお客様の IAM の設定
（Issuer For SAML（IDP
と一致している必要があります。
ID））
顧客 SSO サービス ログイ 企業のシングル サインオン サービスの URL。企業のユーザは通常、
ン URL（Customer SSO
この URL からサインインします。
Service Login URL）
SAML メタデータ WebEx SP 設定ファイルをエクスポートできます。
エクスポートされたメタデータ フィールドには次のものがあります。
• AuthnRequestSigned Destination
• SAML（IDP ID）の発行者
• 顧客 SSO サービス ログイン URL（Customer SSO Service Login URL）
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フィールド

説明

NamedID 形式（NamedID
Format）

このフィールドは IAM の設定と一致している必要があります。サ
ポートされる形式は以下のとおりです。
• 未指定（デフォルト）
• 電子メール アドレス（Email address）
• X.509 の件名
• エンティティ識別子
• 永続的な識別子

AuthnContextClassRef

アイデンティティ プロバイダーでの認証動作を記述する SAML ス
テートメント。このフィールドは IAM の設定と一致している必要が
あります。

デフォルトの WebEx ター これはオプションです。認証時には、Web アプリケーションに割り
ゲット ページ URL
当てられているターゲット ページのみ表示されます。要求には
（Default WebEx Target page RelyState パラメータは含まれていません。
URL）
Web クライアントのシング サインアウトを要求し、ログアウト URL を設定するにはこのフィー
ル ログアウト（Single
ルドをオンにします。
Logout for Web Client）
注：このオプションは、Web IM アプリケーションにのみ適用され
ます。
アカウントの自動作成
（Auto Account Creation）

ユーザ アカウントの作成を選択します。[UID]、[電子メール
（email）]、[姓名（first and last name）] フィールドは、SAML アサー
ションに存在している必要があります。

アカウントの自動更新
（Auto Account Update）

SAML アサーションで「updateTimeStamp」属性を指定します。既存
のユーザ アカウントを更新する場合は、このフィールドをオンにし
ます。
「updateTimeStamp」の値は、お客様の ID ストア内でユーザのプロ
ファイルが最後に更新された時刻です。たとえば、Active Directory
では、「whenChanged」属性にこの値が設定されます。
「updateTimeStamp」が属性に含まれていない場合、ユーザ プロファ
イルは前回の更新から更新されていません。これは、ユーザ プロ
ファイルが [アカウントの自動更新（Auto Account Update）] または
[アカウントの自動作成（Auto Account Creation）] を介して更新され
たときに初めて更新されます。
オフの場合、更新が行われないことを示しています。
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フィールド

説明

Active Directory UPN の UID
ドメイン サフィックスを
削除（Remove uid Domain
Suffix for Active Directory
UPN）

このフィールドを選択すると、Active Directory ドメイン部分が UPN
から削除されます。
Cisco WebEx Messenger の UID には電子メール ドメインが必要なた
め、このフィールドをオンにするとエラーになります。その場合
は、「ssoid」を使用してユーザを特定します。
デフォルトでは、SAML 2.0 および WS-Federation 1.0 はオフになっ
ています。

WS フェデレーションの設定
SAML メタデータ ファイルが正常にインポートされたら、[フェデレーテッド Web SSO 設定
（Federated Web SSO Configuration）]ダイアログ ボックスの関連フィールドにデータが入力されて
いることを確認します。

手順
ステップ 1

[フェデレーション プロトコル（Federation Protocol）]ドロップダウンから、フェデレーション プ
ロトコル [WS-Federation 1.0]を選択します。[フェデレーテッド Web SSO 設定（Federated Web SSO
Configuration）]ダイアログ ボックスに表示されるフィールドは、選択したフェデレーション プロ
トコルによって異なります。

ステップ 2

以下の追加情報を入力します。
• WebEx サービス URI：この URI は、Cisco WebEx サービスに依存する関係者を特定します。
• フェデレーション サービス URI：この URI は、企業のシングル サインオン サービス（IdP）
を特定します。
• 顧客 SSO サービス ログイン URL：企業のシングル サインオン サービスの URL。企業のユー
ザは通常、この URL からサインインします。シングル サインオン プロファイルに応じて、
IdP が開始したログイン URL と、SP が開始したサインイン URL が、IdP 設定に合わせて設
定されます。

ステップ 3

[保存（Save）]を選択して フェデレーテッド Web シングル サインオン設定の詳細を保存し、[SSO
関連オプション（SSO Related Options）] 画面に戻ります。
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組織の証明書管理の設定
手順
ステップ 1

使用可能な証明書を表示するには、[組織の証明書管理（Organization Certificate Management）]を
選択します。
証明書は最大 3 つに制限されており、特定の時期にアクティブにできるのは 1 つだけです。以前
にインポートされた X.509 証明書が表示されます。

ステップ 2

証明書の詳細を表示するには、[証明書のエイリアス（Certificate Alias）]列で証明書リンクを選択
し、必要に応じて [削除（Remove）] を選択して証明書を削除します。

ステップ 3

[新しい証明書のインポート（Import New Certificate）]を選択します。
[組織の証明書管理（Organization Certificate Management）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[組織の証明書管理（Organization Certificate Management）]ウィンドウの [エイリアス（Alias）]
フィールドに、会社の Cisco WebEx 組織の名前を入力します。

ステップ 5

[参照（Browse）]を選択して X.509 証明書を選択します。
証明書は CER または CRT ファイル形式である必要があります。1024、2048、または 4096 暗号化
ビットおよび RC4-MD5 アルゴリズムによる証明書だけがサポートされています。

ステップ 6

[インポート（Import）]を選択して証明書をインポートします。
証明書が X.509 証明書の指定された形式に従っていない場合は、エラーが表示されます。

ステップ 7

[閉じる（Close）]を選択します。

ステップ 8

[保存（Save）]を選択して新しくインポートした組織の証明書を保存し、[SSO 関連オプション
（SSO Related Options）] 画面に戻ります。

WebEx 証明書管理の設定
手順
ステップ 1

以前に生成した Cisco WebEx 証明書を表示するには、[WebEx 証明書管理（WebEx Certificate
Management）]を選択します。

ステップ 2

新しい証明書を生成するには、[新しい証明書を生成（Generate New Certificate）]を選択します。
新しい証明書は通常、既存の証明書の期限が切れるときに生成されます。

ステップ 3

[WebEx 証明書管理（WebEx Certificate Management）]ウィンドウで、次の情報を入力します。
• [エイリアス（Alias）]：WebEx 証明書を特定するエイリアス。
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• [有効（Val）]：WebEx の証明書の有効日数。WebEx 証明書の有効期間は最小 90 日、最大
3652 日までです。
ステップ 4

生成された証明書の詳細をすべて表示するには、証明書のエイリアスを選択します。

ステップ 5

生成された証明書の画面で、次のいずれかを選択します。
• [削除（Remove）]：証明書を削除します。アクティブな証明書は削除できません。
• [エクスポート（Export）]：証明書をエクスポートし、.cer ファイルとしてコンピュータに保
存します。

ステップ 6

[閉じる（Close）]をクリックし、[WebEx 証明書管理（WebEx Certificate Management）] ウィンド
ウに戻ります。

ステップ 7

[アクティブ（Active）]オプションを選択し、この（新たに生成した）WebEx 証明書をアクティブ
な証明書としてシングル サインオン関連の認証プロセスに適用します。

ステップ 8

[保存（Save）]を選択して WebEx 証明書の変更を保存し、[SSO 関連オプション（SSO Related
Options）] 画面に戻ります。

ステップ 9

アクティブな Cisco WebEx 証明書を IdP にインポートします。

パートナーの委任認証
パートナー委任では、管理者がパートナー アプリケーション向けに単一のユーザ名とパスワード
認証によるサインオン ページを設定することができます。管理者は、この機能を使用してセキュ
リティを高め、サインオンとパスワードの複数の要件を減らし、ユーザが複数のサインオン資格
情報を追跡する必要性を排除する必要があります。
パートナーの委任認証の要件
顧客とパートナーの間で信頼関係を確立する必要があります。パートナーは、顧客のユーザに代
わってパートナー ルート経由で Cisco WebEx サービスにログオンする機能を果たします。パート
ナーの委任認証は、信頼関係と同意関係を構築するために使用される次の属性で構成されます。
• 顧客と Cisco WebEx サービス（信頼）
• パートナーと Cisco WebEx サービス（信頼）
• 顧客とパートナー（信頼と同意）
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パートナーの委任認証の設定
手順
ステップ 1

証明書をアップロードするには、[WebEx 証明書管理（WebEx Certificate Management）]を使用し
ます。

ステップ 2

SAML 2.0 の設定を構成するには、[パートナーの Web SSO 設定（Partner Web SSO Configuration）]
を使用します。

ステップ 3

「委任認証」が設定されていない組織の管理者向けダイアログを表示するには、[パートナーの委
任認証（Partner Delegated Authentication）]を選択します。

ステップ 4

パートナーを信頼し、メンバー、またはメンバー プラス組織管理者として行動してもらいます。

ステップ 5

対応する [NameID]フィールドを設定します。

パートナーの Web シングル サインオンの設定
手順
ステップ 1

[パートナーの Web SSO 設定（Partner Web SSO Configuration）]を選択します。

ステップ 2

SAML 設定をインポートしていない場合、[SAML メタデータをインポート（Import SAML
Metadata）]を選択して [パートナーの Web シングル サインオン設定 - SAML メタデータ（Partner
Web Single sign-on Configuration - SAML Metadata）] ダイアログボックスを開きます。
詳細については、次を参照してください。 フェデレーテッド Web SSO 設定, （5 ページ）
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