
新機能および変更された機能

11.5 (1) SU5には、次の新機能および変更された機能が導入されました。これらの機能は 11.5
(1) SU6でも使用できます。

• AES 80ビット認証サポート（1ページ）
• SIP TLS認証コールのコール記録（1ページ）
•暗号化された IMコンプライアンスデータベース（2ページ）
• WebEx Hybrid Servicesのボイスメールへの即時転送（6ページ）
• Jabberモバイルでの永続的なチャットのサポート（6ページ）
•プッシュ通知の更新（7ページ）
• LDAPの UDSプロキシ経由で会議室を検索する（8ページ）

AES 80ビット認証サポート
Ciscoユニファイドコミュニケーションマネージャは、128ビット暗号化キーと 80ビット認
証タグ暗号化アルゴリズムとして使用する Advanced Encryption Standard（AES）をサポートし
ています。このリリースでは、AES32ビット認証タグは、保留音 (MOH)、自動音声応答 (IVR)
および警報の暗号化暗号として使用される 80ビット認証タグに拡張されています。この機能
拡張により、80ビット認証タグを使用して、SIP回線とSIPトランクを介してSecureReal-Time
Transport Protocol (SRTP)コールを行うことができます。

詳細については、『CiscoUnified CommunicationsManagerの Security Guide』の「Encrypted Phone
Configurationファイル設定」の章を参照してください。

SIP TLS認証コールのコール記録
11.5 (1) SU5バージョンよりも前のバージョンでは、認証された電話機 (セキュリティプロファ
イルが [デバイスセキュリティモード (Device securityMode )]に設定された電話機)は、コール
録音機能を使用できませんでした。セキュリティ保護されていない電話機、またはセキュア/
暗号化された電話機は、それぞれ非セキュアまたはセキュアなレコーダーでコール録音機能を

使用できます。このリリース 11.5(1)SU5では、Ciscoユニファイドコミュニケーションマネー
ジャにより、安全でないレコーダーを使用しているときに、認証された電話の通話を録音する
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ことができます。安全なレコーダーの場合、レコーダーが Secure Real-Time Transport protocol
（SRTP）フォールバックをサポートしている場合にのみ、録音できます。

認証された電話の通話を録音するには、Ciscoユニファイドコミュニケーションマネージャ
Serviceの [パラメータ（Parameter）]ページで、[認証済み電話の録音（Authenticated Phone
Recording）]フィールドを [録音の許可（AllowRecording）]に設定します。デフォルト値は、
[録音を許可しない（Do Not Allow Recording）]です。

Ciscoユニファイドコミュニケーションマネージャ JTAPI/TAPIインターフェイスは、新しい
サービスパラメータ認証済み電話の録音の値に基づいて、認証された電話機での録音を許可す

るように強化されています。ここで、コール録音は認証された電話機でも実行できることが期

待されています。新しく追加されたサービスパラメータの値は、次のように設定できます。

•録音を許可する:認証された電話はコールを録音できます。

•録音を許可しない:認証された電話はコールを録音できません。これがサービスパラメー
タのデフォルト値になります。動作は、現在の動作と同じです。

この機能は下位互換性があります。JTAPI/TAPIは現在の APIをサポートします。

暗号化された IMコンプライアンスデータベース
IMandPresenceサービスのこのリリースでは、メッセージアーカイバ機能の暗号化されたコン
プライアンスデータベースをサポートしています。この機能を導入すると、すべてのインスタ

ントメッセージが暗号化されてからコンプライアンスデータベースに送信されます。コンプラ

イアンスデータベース内のデータを調べるユーザは、暗号化キーを使用せずにアーカイブされ

たメッセージを読み取ることができません。

この機能により、お客様のシステムがコンプライアンス規制に準拠しながら、機密性の高い

IM交換の許可された担当者への読み取りアクセスを制限することで、IMおよびプレゼンスの
導入に対するセキュリティが強化されます。たとえば、会社がインスタントメッセージを使用

して顧客と通信し、会社がメッセージアーカイブを必要とする規制された業界でビジネスを

行っているとします。暗号化キーへのアクセスを制限することにより、すべてのインスタント

メッセージをアーカイブし、データベース管理者などの従業員に、システムの実行を維持する

ために必要なデータベースアクセスを提供できます。ただし、アーカイブされた IM交換への
読み取りアクセスを本物のビジネスニーズがある従業員にのみ制限することができます。

この機能は、Microsoft SQLサーバが外部コンプライアンスデータベースとして展開されてい
る場合にのみサポートされます。

クラスタ間ネットワーク

クラスタ間ネットワークでは、クラスタ間ネットワークの暗号化を1つのクラスタから有効に
することができます。これにより、ネットワークのマスタークラスタになります。マスターク

ラスタは、クラスタ間ネットワーク内のスレーブクラスタになるリモートクラスタに暗号キー

と暗号化の設定を同期します。リモートクラスタでメッセージアーカイバ機能が設定されて

いて、Microsoft SQLサーバコンプライアンスデータベースを使用している場合、暗号化はリ
モートクラスタに対して自動的に設定されます。
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暗号化標準規格

アーカイブされたデータが確実に侵害されないようにするために、この機能では3つのキー (対
称暗号化キーと assymetric公開秘密キーペア)を使用します。

•暗号化キー:この256ビットの対称キーは、IM and Presenceサービスによって内部的に生成
され、保存されます。このキーは、コンプライアンスデータベースにデータをアーカイブ

する前に、このキーを使用して IMコンプライアンスデータを暗号化します。クラスタ間
ネットワークの場合、マスタークラスタはその暗号キーをリモートスレーブクラスタと

同期して、クラスタ間ネットワーク全体がマスタークラスタから制御される同じ暗号キー

を使用するようにします。

このキーを IM and Presenceサービスからダウンロードし、データビューアとともに使用
して、アーカイブされた IMを復号できるようにする必要があります。このキーをダウン
ロードすると、公開キーと秘密キーのペアから公開キーを使用してキーが暗号化されま

す。後で秘密キーを使用して暗号キーを復号化できます。

•公開秘密キーペア:承認済みのキー生成ツール (OpenSSLなど)でこの assymetricキーペア
を生成し、それを使用して IMandPresenceサービスのキーを暗号化してから、データ表示
ツールを使用してキーを復号化する必要があります。公開秘密キーのペアは、IM and
Presenceサービスからデータ表示ツール (たとえば、分裂)への転送中に暗号化キーを保護
します。

暗号化パスワードは、SHA2でハッシュされ、AES 256で暗号化されます。インスタントメッ
セージは、AES 256アルゴリズムで暗号化されます。

暗号化のプロセスフロー

次の表に、暗号化を有効にし、暗号化されたデータをデータベースから表示するプロセスフ

ローを示します。このフローでは、各ステップと各ステップが完了したインターフェイスが強

調表示されます。

表 1 :暗号化プロセスフロー

データ表示ツールキー生成ツール (OpenSSLな
ど)

IMおよびプレゼンスサービ
スマスタークラスタ

——管理者は、クラスタ間ネッ

トワークの暗号化を設定し

ます。マスタークラスタ

は、クラスタ間ネットワー

ク全体で暗号化設定を同期

します。アーカイブされた

データが暗号化されるよう

になりました。

ステッ

プ 1

—管理者は、暗号キーを保護

するための公開キーと秘密

キーのペアを生成します。

—ステッ

プ 2
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データ表示ツールキー生成ツール (OpenSSLな
ど)

IMおよびプレゼンスサービ
スマスタークラスタ

——管理者は、IM and Presence
サービスから暗号キーをダ

ウンロードします。ダウン

ロード中に、公開キーに

よって暗号キーが暗号化さ

れます。

ステッ

プ 3

管理者は秘密キーを使用し

て暗号キーを復号化しま

す。

——ステッ

プ 4：

暗号キーは、コンプライア

ンスデータを復号化しま

す。承認された担当者は、

アーカイブされたコンプラ

イアンスデータを表示でき

ます。

——ステッ

プ 5

最小要件

この機能には、次の要件が適用されます。

表 2 :暗号化された IMコンプライアンスデータベースの最小要件

この機能の要件システム

• 11.xリリースでは、この機能の最小リリースは 11.5 (1)
SU5です。

• 12.xリリースの場合、最小リリースは 12.5 (1)になりま
す。

•この機能は、12.0 (1)または 12.0 (1) SU1においてもサポー
トされていません。この機能を 11.5 (1) SU5に導入し、
12.0 (1)または 12.0 (1) SU1にアップグレードすると、こ
の機能は失われます。

IMおよびプレゼンスサービス

•この機能をサポートするには、すべてのクラスタノード
でコンプライアンスデータベースとして導入された

Microsoft SQLサーバが必要です。

外部データベース

新機能および変更された機能

4

新機能および変更された機能

暗号化された IMコンプライアンスデータベース



コンフィギュレーション

メッセージアーカイバの暗号化データベースを設定する方法の詳細については、 IMAndPresence
サービスのインスタントメッセージング準拠ガイドの「Message Archiver Configuration」の章
を参照してください。

ユーザインターフェイスの更新

この機能をサポートするために、[ Encryption settings for external database ]セクションが [コ
ンプライアンス設定の設定]ウィンドウに追加されました。このフィールドのセットは、メッ
セージアーカイバを設定し、Microsoft SQLサーバコンプライアンスデータベースを選択した
場合にのみ表示されます。ここでは、次のフィールドについて説明します。このリリースで

は、すべてが追加されています。

• [Enable encryption on this cluster]:ローカルクラスタで暗号化を有効にするには、この
チェックボックスをオンにします。

• [Enable EncryptionOnRemotecluster]:クラスタ間ネットワーク内のクラスタ間ピアで暗号
化を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。ローカルクラスタはマス

タークラスタになります。これにより、その暗号キーがスレーブクラスタであるリモー

トクラスタに同期されます。

•パスワード/パスワードの確認—暗号化パスワードを入力します。暗号キーをダウンロー
ドする場合、暗号化を無効にする場合、または暗号化パスワードを変更する場合は、この

パスワードを再入力する必要があります。

•このクラスタのステータステーブル:この読み取り専用ステータステーブルには、クラス
タ間同期のステータスが表示されます。また、どのクラスタがマスタークラスタであるか

も表示されます。テーブルには、次のステータス列が表示されます。

• [変更に成功した日]:暗号化パスワードと暗号化ステータスの両方で最後に成功した設
定変更の結果。

• [変更に失敗した日]:暗号化パスワードまたは暗号化ステータスを変更しようとしたと
きに失敗した場合、結果はここに表示されます。

•マスタークラスタ ID:このフィールドは、クラスタ間ピアの設定でマスタークラスタ
であるクラスタを識別します。

•パスワードの変更:暗号化が設定されている場合は、このボタンをクリックしてパスワー
ドを変更します。マスタークラスタ上のパスワードのみを変更できます。

• [暗号キーのダウンロード]:暗号キーをダウンロードするには、このボタンをクリックし
ます。キーをダウンロードするには、外部Windowsツールで生成した公開キーと同様に、
暗号化パスワードを入力する必要があります。

•暗号化の無効化—このチェックボックスにチェックを入れて暗号化を無効化します。
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アラームの更新

Cisco XCP Message Archiverサービスに、メッセージアーカイバの暗号化に関する問題を示す
ために、MAencryptionMultiMasterアラームが追加されました。このアラームは、複数のクラ
スタがメッセージアーカイバ暗号化のマスタークラスタとして設定されているクラスタ間ピ

アネットワークがある場合に発生します。

WebEx Hybrid Servicesのボイスメールへの即時転送
SIPトランクメッセージングの仕様は、Cisco Webex Hybrid Servicesからのボイスメールへの即
時転送のサポートを提供するために更新されています。Cisco Webex Hybrid Servicesでこの機
能をサポートするために、sip 603の拒否応答がCiscoユニファイドコミュニケーションマネー
ジャの SIPトランクメッセージング仕様に追加されました。

この更新は、Cisco Sparkのリモートデバイスへの着信コールにのみ適用されます。以前は、
ユーザがこのデバイスタイプへの着信コールを拒否すると、そのコールはユーザの会社の電話

機にリダイレクトされました。603の拒否応答を使用すると、拒否されたコールはユーザのボ
イスメールに直接転送されます。

Cisco Webex Hybrid Servicesのこの機能を設定する方法については、Hybrid Servicesのマニュア
ルを参照してください。

Jabberモバイルでの永続的なチャットのサポート
このリリースでは、iPhone、iPadおよび Androidの Cisco Jabberの永続的なチャットルームが
サポートされています。この更新により、Cisco Jabberモバイルクライアントは、Windowsま
たはMac上のCisco Jabberなどのデスクトップクライアントとまったく同じ永続的なチャット
機能を利用できます。

この機能には、IM and Presenceサービスで永続的なチャットルームを設定する方法の変更は含
まれていません。ただし、この機能には、iPhone、iPadおよび Androidでの Cisco Jabberの次
の更新が含まれています。

• Cisco Jabberモバイルクライアントは、永続的なチャットルームに入ることができるよう
になりました。

• Jabberがサイレントモードのときに永続的なチャット通知を無効にするために使用できる
ミュート機能。ミュート機能は、Cisco Jabberクライアント内の Cisco Jabberユーザが有効
にする必要があります。

•この機能は、ミュート設定を上書きします。Jabberユーザが記載されている場合、ミュー
ト機能がアクティブになっているかどうかに関係なく、通知が送信されます。

•他の Jabberアプリケーションへのシーン通知の背後では、1つのデバイスでチャットメッ
セージを読むと、すべての Jabberアプリケーションでの読み取りメッセージとして表示さ
れます。
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サポートされている最小リリース

この機能には、次の最小リリースサポート情報が適用されます。

サポート情報製品

•一連の 11. xリリースでは、この機能は 11.5 (1) SU5で導
入されました。一連の 12.xリリースでは、この機能は
12.5 (1)で導入されています。

•この機能が 11.5 (1) SU5に導入されていて、12.xリリース
にアップグレードする場合は、この機能のサポートを維

持するために12.5 (1)にアップグレードする必要がありま
す。Jabberモバイル クライアントの永続的なチャット
は、リリース 12.0 (1)または 12.0 (1) SU1ではサポートさ
れていません。

IMおよびプレゼンスサービス

• Cisco Jabberの最小リリースは 12.1 (0)です。

• Cisco Jabberの機能の詳細については、Cisco Jabberのマ
ニュアルを参照してください。

Cisco Jabber

コンフィギュレーション

永続的なチャットの設定方法の詳細については、 IM And Presenceサービスの設定および管理
ガイドの「チャットルームの設定」の章を参照してください。

プッシュ通知の更新
このリリースでは、プッシュ通知機能の [Cisco Cloudのオンボード]ウィンドウの [トラブル
シューティング情報を Cisco Cloudに送信]チェックボックスの動作が次のように変更されま
した。

•使用メトリック -このリリースでは、このフィールドの設定に関係なく、24時間ごとに
プッシュ通知の使用メトリックが Cisco Cloudに送信されるようになりました。以前のリ
リースでは、このチェックボックスがオンになっている場合にのみ、プッシュ通知の使用

メトリックがCiscoCloudに送信されました。使用メトリックは、成功および失敗したプッ
シュ通知の数で構成されます。ユーザが生成したコンテンツや個人を特定できる情報は、

これらのメトリックとともに渡されます。

• [デフォルト設定 (default Setting)]:このチェックボックスのデフォルト設定がオンになって
います。以前は、デフォルト設定ではチェックされていませんでした。

•アラーム:プッシュ通知アラームの動作に変更はありません。プッシュ通知アラームは、
このチェックボックスがオンになっている場合にのみ、Cisco Cloudに送信されます。
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LDAPの UDSプロキシ経由で会議室を検索する
このリリースの一部として、UDSプロキシ機能は、OpenLDAPサーバでのルームオブジェク
ト検索として表される会議室をサポートするように拡張されています。フィルタが設定されて

おらず、ディレクトリサーバタイプがOpenLDAPの場合、ユニファイドコミュニケーション
マネージャーは、デフォルトのフィルタ文字列 (objectclass = inetOrgPerson)のみを使用してユー
ザを検索します。会議室を検索するには、フィルタ文字列を使用してカスタムフィルタを設定

します (| (objectClass = intOrgPerson) (objectClass = room))を使用し、LDAP検索設定でこのカス
タムフィルタを使用します。

これにより、Cisco Jabberクライアントは部屋に関連付けられた名前およびダイヤル番号で会
議室を検索できます。会議室は、ルームオブジェクトの OpenLDAPサーバに、givenName、
sn(lastName)、または telephonenumberの属性が設定されていると検索可能です。

この機能は、スペースを含む複数の単語を含む検索文字列を使用して、名前検索の既存のトー

クン化ルールを拡張します。たとえば、3つのスペースを含む文字列 A B C Dを検索する場合
は、次のようになります。

1. 最初の名前として文字列全体 (A B C D)を検索します。

2. 最後の名前として文字列全体 (A B C D)を検索します。

3. 最初の単語 (A)を最初の名前、残りの単語 (B C D)を姓として検索します。

4. 最初の単語 (A)を姓、残りの単語 (B C D)を最初の名前として検索します。
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