
Cisco CAD インストレーション ガイド

Cisco Unified Contact Center Enterprise and Hosted Release 8.5

初版：2010 年 11 月
終変更日：2013 年 5 月 17 日



【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報

につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあ

り、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますこと

をご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ

イトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊

社担当者にご確認ください。
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項

は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべ

てユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public
domain version of the UNIX operating system.All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび

これら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめ

とする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接

的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this
URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company. (1110R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワー

ク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なも

のではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco CAD インストレーション ガイド
© 2010 - 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

www.cisco.com/jp/go/safety_warning/
http://www.cisco.com/go/trademarks


Contents
1 概要 11
■ 概要 11

CAD の関連マニュアル 11
マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート 12
マニュアルに関するフィードバック 12

■ CAD 8.5 の機能レベル 13
Agent Desktop 13
CAD-BE 14

IP Phone エージェント 14
Supervisor Desktop 15
Desktop Administrator 15

■ このバージョンの新機能 17
■ CAD 8.5 のコンポーネント 18

デスクトップ アプリケーション 18
Desktop Administrator 18
Agent Desktop 18
CAD-BE 18

IP Phone エージェント 19
Supervisor Desktop 19
Desktop Monitoring Console 19

サービス 19
BIPPA サービス 20
チャット サービス 20
ディレクトリ サービス 20
エンタープライズ サービス 20
LDAP モニタ サービス 21
LRM サービス 21
録音および再生サービス 21
録音および統計サービス 21
同期サービス 21
Tomcat サービス 21
VoIP モニタ サービス 21

■ ローカリゼーション 23
サポートされる言語 23
ローカライズされたコンタクト センターでのインストール 24

■ システムのキャパシティ 25



Contents
2 要件 27
■ システム構成 27

シンクライアント環境 27
■ システム要件 28

動作環境 28
ハードウェアおよび OS の 小要件 28
動作環境の言語に関する要件 30

VPN と NAT に関する要件 30
IP Phone エージェントおよび CAD-BE での NAT の使用 31

サードパーティのソフトウェアに関する要件 31
Microsoft Internet Explorer 31
Mozilla Firefox 32

Microsoft SQL Server 2005 Standard または Enterprise Edition 32
OpenLDAP 32
CTI OS 32

モニタリングに関する要件 33
■ サポートされる IP フォン 34

Cisco 7920 Wireless Phone に関する注意事項 34

3 CAD 8.5 インストール前の作業 35
■ 概要 35
■ Unified ICM の設定 36

スーパーバイザおよびチーム 36
エンタープライズ データおよびコール履歴 36
スキル統計情報 36
理由コード 37

■ 非 ACD コール（マルチライン）の設定 38
コール表示 38
コール モニタリングおよび録音 38
コール介入および代行受信 39

■ 適切なデータ ストアの選択 40
概要 40
フラット ファイル 40

ハイ アベイラビリティ設定のフラット ファイル 41



Contents
バックアップと復元 41
SQL Server データベース 41

ハイ アベイラビリティ設定の SQL Server 41
データベース サイズ制限の変更 41

以前のバージョンの CAD からのアップグレード 42
■ ユーザ アカウントおよび権限の準備 43
■ CAD 8.5 用の Microsoft SQL Server 2005 の設定 44

SQL Server 2005 のインストールおよび設定 44
CAD 7.6 以前のバージョンからのアップグレード 48

4 CAD 8.5 のインストール 49
■ インストールのシナリオ 49
■ フラット ファイルを使用した CAD 8.5 のインストール（基本インストール）50

CAD 基本サービスのインストール 51
CAD Configuration Setup ユーティリティ 56
複製システムでのプライマリ サーバの設定 58
CAD Configuration Setup ユーティリティ ノード 60

Unified CM SOAP AXL へのアクセス手順（Unified CM SOAP AXL 
Access） 60

Unified Communications Manager 62

CTI サーバ（Unified CM）（CTI Server (Unified CM)） 64
CTI OS 66

ICM Admin Workstation ディストリビュータ（ICM Admin Workstation 
Distributor）67

ICM Admin Workstation データベース 69
録音および統計データベースの設定（Recording and Statistics Database 
Configuration）71
録音および統計サービス データベース（Recording and Statistics Service 
Database）74
バックアップ データの復元（Restore Backup Data）76
CAD-BE サーバ（CAD-BE Servers）77
VoIP モニタ サービス（VoIP Monitor Service）79
サービスの設定（Services Configuration）80
SNMP の設定（SNMP Configuration）82
シンクライアント環境（Thin Client Environment）84



Contents
複製（Replication）85
複製システムのセカンダリ サーバの設定 87
設定変更 88

■ CAD 8.5 のライセンス 90
ライセンス アカウントの取得 90
Unified CCE License Administration の使用 90
録音のライセンス 92

■ その他のインストールのシナリオ 93
SQL Server を使用した CAD 8.5 のインストール 93

■ ペリフェラル ゲートウェイのレジストリの変更 95

5 CAD デスクトップ クライアント アプリケーション 97
■ CAD クライアント MSI ファイルの設定 97

概要 97
基本リリースのクライアント MSI 準備手順 98
メンテナンス リリースおよびエンジニアリング スペシャルのクライアント 
MSI 99

■ 自動パッケージ配布ツールの使用 101
要件 101

実行 101
マシン単位と ユーザ単位のインストール 101
特権 101
自動パッケージ インストールと 手動インストール 102
複数のソフトウェア リリース 102
再起動 102

ベスト プラクティス 102
Windows インストーラのロギング 102
配備 103
インストールおよびアンインストール配備パッケージ 103

推奨される配備準備モデル 103
■ デスクトップ アプリケーションのインストール 104

クライアントのインストールの失敗 104
エラー / イベント ログとデバッグ ログ 105
Cisco Desktop Administrator のインストール 105
Agent Desktop と Supervisor Desktop のインストール 105



Contents
インストール上の注意事項 106
CAD-BE の設定 106

Internet Explorer での CAD-BE の設定 106
Firefox での CAD-BE の設定 108

6 CAD の以前のバージョンからのアップグレード 111
■ 概要 111

アップグレードに関する注意事項 112
CAD デスクトップ クライアントのアップグレード 113
複製システムのアップグレード 113

■ メンテナンス リリースまたはパッチのインストール 114
エンジニアリング テスト（ET）114
エンジニアリング スペシャル（ES）114
メンテナンス リリース（MR）114
MR、ES、および ET に関する注意事項 115
パッチの削除 115

■ アップグレード方法 117
バックアップおよび復元法の概要 117
over the top アップグレード法の概要 118

■ CAD データ ストアの変更 120
■ バックアップと復元 121

バックアップ ファイルの場所 121
CAD データのバックアップ 121
CAD データの復元 122
BackupDB ユーティリティ 123
InstallRestoreDB ユーティリティ 124
CDBRTool ユーティリティ 126
バックアップおよび復元に関する注意事項 127

■ CAD 8.5 の以前のバージョンの CAD へのロールバック 128
ロールバックに関する注意事項 128

■ アップグレードでの機能レベルの変更 129



Contents
7 その他の考慮事項 131
■ データ ストアの切り替え 131

概要 131
フラット ファイルから SQL Server データベースへの切り替え 131

データ ストア切り替えの準備 131
Data Migration Tool の使用 132

SQL Server データベースからフラット ファイルへの切り替え 133
■ IP Phone での IP Phone エージェントの設定 134

IP Phone サービスの作成 134
IP エージェント電話への IP Phone サービスの割り当て 135
ローカライズされた BIPPA サービスで使用する IP フォンの設定 136
Unified CM ユーザの作成 137
デフォルトの認証 URL の変更 138
IP Phone エージェントの 1 ボタン ログインの設定 139

■ IP Communicator Phone の設定 140
■ CTI OS セキュリティの設定 141

各要素に対して実行する手順 141
CTI OS サーバ 141
Desktop Work Flow Administrator PC 141

Agent Desktop クライアント PC 142
証明書 PC 142

クライアント CTI OS セキュリティ証明書の署名 143
サーバ CTI OS セキュリティ証明書の署名 143

ピア CTI OS サーバ セキュリティ証明書の署名 144
CTI OS セキュリティ設定（CTI OS Security Setup）144

■ Desktop Monitoring Console 145

■ CAD の修復 147
■ 複製のシャットダウンと再起動 148

複製のシャットダウン 149
CAD 7.2 以降 149
CAD 7.1 以前 150

複製の再起動 150
■ ハイ アベイラビリティ システムでの CAD Services の再インストール 152



Contents
8 削除 153
■ CAD 8.5 の削除 153

MR、ES、ET の削除 153



Contents



2013 年 5 月 17 日
概要
概要

CAD 8.5 をインストールするには、次の作業を行います。

1. ソフトウェアおよびハードウェアの要件が満たされていることを確認します。こ

の説明については、第 2 章「要件」 を参照してください。

2. インストール前の準備を完了します。この説明については、第 3 章「CAD 8.5 
インストール前の作業」 を参照してください。

3. インストールのシナリオに従って、CAD 基本サービスをインストールおよび設

定します。詳細については、「CAD 8.5 のインストール」（P.49）を参照してく

ださい。  以前のバージョンの CAD からアップグレードしている場合は、「CAD 
の以前のバージョンからのアップグレード」（P.111）を参照してください。

4. CAD デスクトップ クライアント アプリケーションをインストールします。詳細

については、「CAD デスクトップ クライアント アプリケーション」（P.97）を参

照してください。 

5. その他のシステム コンポーネントを設定します。詳細については、「その他の考

慮事項」（P.131）を参照してください。

以上のステップが完了すると、CAD の基本的機能は、その他の設定作業不要で利用でき

る状態になります。

CAD の関連マニュアル

次のマニュアルには、CAD 8.5 に関する追加情報が記載されています。

■ 『Cisco Agent Desktop User Guide』

■ 『Cisco Agent Desktop—Browser Edition User Guide』

■ 『Cisco Supervisor Desktop User Guide』

■ 『Cisco IP Phone Agent User Guide』

■ 『Cisco Desktop Administrator User Guide』

■ 『Mobile Agent Guide for Cisco Unified CC Enterprise』

■ 『Cisco CAD Troubleshooting Guide』
11
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■ 『Integrating CAD with Thin Client and Virtual Desktop Environments』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL 
で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してくだ

さい。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。

また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信され

るように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、

RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づき

の点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡く

ださい。ご協力をよろしくお願いいたします。
12 2013 年 5 月 17 日
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CAD 8.5 の機能レベル
CAD 8.5 の機能レベル

CAD 8.5 の機能レベルは、標準、拡張、プレミアムの 3 つがあります。次の表に、

Cisco Agent Desktop（Agent Desktop）、Cisco Agent Desktop-Browser Edition
（CAD-BE）、Cisco IP Phone エージェント、Cisco Supervisor Desktop（Supervisor 
Desktop）、および Cisco Desktop Administrator（Desktop Administrator）の使用で

きる機能を示します。

Agent Desktop

次の表は、Agent Desktop の各機能レベルで使用可能な機能を示しています。ここに示

されていない機能は、3 つの機能レベルすべてで使用できます。

表 1. Agent Desktop の機能

機能 標準 拡張 プレミアム

エージェントが開始するコール録音 ● ●

エージェントが開始するチャット ● ● ●

Cisco IP Communicator のサポート ● ● ●

Cisco Unified Mobile Agent のサポート ● ● ●

Cisco Unified Outbound Dialer ● ●

Cisco Unified Presence Server との統合 ● ● ●

エンタープライズ データのしきい値 ● ●

イベント トリガー型ワークフロー ● ●

HTTP Post/Get アクション ●

複数のタブを備えた統合ブラウザ ●

IPC Receive アクション ●

電話帳 ● ●

理由コード ● ● ●

タスク ボタン ● ●

タイマー アクション ● ●

後処理データ ● ● ●

エージェント イベント：時刻 ●

CTI OS レコード アクション ● ●
2013 年 5 月 17 日 13
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CAD-BE

次の表に、CAD-BE の各機能レベルで使用できる機能を示します。ここに示されていな

い機能は、3 つの機能レベルすべてで使用できます。

IP Phone エージェント

次の表に、IP Phone エージェントの各機能レベルで使用できる機能を示します。ここに

示されていない機能は、3 つの機能レベルすべてで使用できます。

表 2. CAD-BE の機能

機能 標準 拡張 プレミアム

エージェントが開始するコール録音 ● ●

Cisco IP Communicator のサポート ● ● ●

Cisco Unified Mobile Agent のサポート ● ● ●

エンタープライズ データのしきい値 ● ●

イベント トリガー型ワークフロー ● ●

HTTP Get アクション ● ●

統合ブラウザ ● ●

音声イベント ● ●

理由コード ● ● ●

タスク ボタン ● ●

後処理データ ● ● ●

表 3. IP Phone エージェントの機能

機能 標準 拡張 プレミアム

エージェントが開始する録音 ● ●

エンタープライズ データ ● ● ●

理由コード ● ● ●

スキル グループ データ ● ● ●

後処理データ ● ● ●
14 2013 年 5 月 17 日
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Supervisor Desktop

次の表に、Supervisor Desktop の各機能レベルで使用できる機能を示します。ここに示

されていない機能は、3 つの機能レベルすべてで使用できます。

Desktop Administrator

次の表に、Desktop Administrator の各機能レベルで使用できる機能を示します。ここ

に示されていない機能は、3 つの機能レベルすべてで使用できます。

表 4. Supervisor Desktop の機能

機能 標準 拡張 プレミアム

介入 ● ● ●

Cisco Mobile Agent のサポート ● ● ●

Cisco Unified Presence Server との統合 ● ● ●

統合ブラウザ ● ● ●

代行受信 ● ● ●

リアルタイム画面（図） ●

リアルタイム画面（テキスト） ● ● ●

録音 ● ●

通話モニタリング ● ● ●

スキル統計情報 ● ● ●

スーパーバイザ ワークフロー：ツリー制御ア

クションのしきい値アラートを除くすべての

アクション

●

スーパーバイザ ワークフロー：ツリー制御ア

クションのしきい値アラートのみ
● ●

チーム メッセージ ● ● ●

エージェントへの Web ページ送信 ●

表 5. Cisco Desktop Administrator の機能

機能 標準 拡張 プレミアム

Desktop Administrator

エンタープライズ データの設定 ● ● ●

デスクトップとサーバの監視の設定 ● ●
2013 年 5 月 17 日 15
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ワークフロー グループの作成 ● ● ●

Cisco Unified Presence の設定 ● ● ●

Desktop Work Flow Administrator

ワークフローの設定 ● ● ●

ダイヤルストリングおよび電話帳の設定 ● ●

CAD インターフェイスの設定 ● ●

音声コンタクトおよびエージェント管理ワーク 
フローの設定

● ●

統合ブラウザの設定 ● ●

表 5. Cisco Desktop Administrator の機能  （続き）

機能 標準 拡張 プレミアム
16 2013 年 5 月 17 日
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このバージョンの新機能

CAD 8.5 の新機能は次のとおりです。

リリース 8.5(1)

■ 複数の電話回線の電話機での ACD 以外のコールの表示および制御

■ Freedom Scientific JAWS 11 やその他のキーボード ショートカットのサポート

の機能強化

■ シングルステップ転送とシングルステップ会議

■ 統合ブラウザで、ポップアップが新しいタブまたは Internet Explorer ポップ

アップ ウィンドウとしてサポートされる

■ Desktop Administrator での HTTPS サポート

■ [VoIP モニタリング デバイス（VoIP Monitoring Device）] ページで MAC 電話

デバイスをフィルターで除外することによる実質的な検索応答

■ Microsoft Internet Explorer 8（IE7 互換モード）および Mozilla Firefox 3.6 の
サポート

■ CAD-BE での Redhat Linux 4.0 および 5.0 のサポート

■ Agent Desktop、CAD-BE、および Supervisor Desktop 用 JRE 1.6.0 の更新プ

ログラム 24 ~ 31

■ Windows 7 の 64 ビット オペレーティング システムが互換性モード

（WoW64）で実行されている場合の Agent Desktop でのデスクトップ モニタリ

ングと録音

■ フィンランド語でのローカリゼーション

リリース 8.5(2)

■ チャット メッセージやチーム メッセージを送信するスーパーバイザの機能を有

効または無効にするための Desktop Administrator の機能強化

■ Windows Server 2008 R2 上で実行される CAD サービスのサポート

リリース 8.5(4)

■ バグ フィックス
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CAD 8.5 のコンポーネント

CAD 8.5 は、次に示すアプリケーションおよびサービスで構成されます。

デスクトップ アプリケーション

Desktop Administrator

Desktop Administrator は、デスクトップ アプリケーションの設定を一元管理するため

のツールです。このツールでは複数の管理者がサポートされ、各管理者が同じデータを

設定することができます。ただし、データ整合性を保証するために、同じノードの作業

を 2 人以上で同時に行うことはできないようになっています。

詳細については、『Cisco Desktop Administrator User Guide』を参照してください。

Agent Desktop

Agent Desktop は、エージェントがコール制御を行うためのアプリケーションです。

コールへの応答、保留、会議、転送に加えて、ACD 状態制御（受信可 / 不可、ラップ

アップなど）を行うことができます。Agent Desktop では、エージェントが顧客とのコ

ンタクトを管理できるように、顧客情報（エンタープライズ データ、コール アクティビ

ティ情報、レポートなど）がエンタープライズ データ ウィンドウを通して表示されま

す。他のエージェントやスーパーバイザとのチャットのためのチャット クライアント機

能もあります。統合ブラウザ ウィンドウでは、エージェントがイントラネット、イン

ターネット、および Web アプリケーションのページを必要に応じて見ることができま

す。エージェントは、IP フォンと IP Communicator ソフト フォンのどちらでも、

Agent Desktop と組み合わせて使用できます。

Agent Desktop は、エージェントの Cisco Unified Communications Manager
（Unified CM）電話回線上のテレフォニー アクティビティを制御するアプリケーション

です。エージェントの Unified CM 電話回線を制御または共有しようとする他のアプリ

ケーションと Agent Desktop とを共存させることはできません。このようなアプリケー

ションの例としては、Attendant Console や Unified Personal Communicator がありま

す。

詳細については、『Cisco Agent Desktop User Guide』を参照してください。

CAD-BE

CAD-BE は、Agent Desktop の Java アプレット バージョンであり、Web ブラウザ

（Internet Explorer および Mozilla Firefox）上で実行されます。

CAD-BE は、エージェントがコール制御を行うためのアプリケーションです。コールへ

の応答、保留、会議、転送に加えて、ACD 状態制御（受信可 / 不可、ラップアップなど）

を行うことができます。CAD-BE では、エージェントが顧客とのコンタクトを管理でき

るように、顧客情報（エンタープライズ データ、コール アクティビティ情報、レポート

など）がエンタープライズ データ ウィンドウを通して表示されます。また、CAD-BE で
は、エージェントがイントラネット、インターネット、および Web アプリケーションの

各ページを必要に応じて表示できる統合ブラウザ ウィンドウを利用できます。
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詳細については、『Cisco Agent Desktop—Browser Edition User Guide』を参照してく

ださい。

IP Phone エージェント

IP Phone エージェントは、エージェントの IP フォンで実行されるサービスであり、

エージェントがコンピュータを使用しなくても顧客とのコンタクトを管理できるように

します。IP Phone エージェントの機能には、エンタープライズ データ、エージェントの

状態、ラップアップ データ、理由コード、およびスキル統計情報があります。詳細につ

いては、『Cisco IP Phone Agent User Guide』を参照してください。

Supervisor Desktop

Supervisor Desktop は、コンタクト センターのスーパーバイザがエージェント チーム

をリアルタイムで管理するためのアプリケーションです。エージェントの観察と指導や、

エージェントのステータス詳細情報の表示に加えて、会議情報を見ることもできます。

スーパーバイザは、発信者に知られることなく、エージェントとのチャット セッション

を開始してエージェントのコール処理を支援したり、エージェントに Web ページをプッ

シュしてエージェントの顧客サービスを支援したりできます。さらに、顧客コールのサ

イレント モニタと録音も可能です。また、必要に応じて会議に参加したりコールを引き

継いだりするための、割り込みおよび代行受信の機能を備えています。スーパーバイザ 
レコード ビューアでは、録音済みのエージェント コールをスーパーバイザが再生した

り、保存したりすることができます。

Desktop Monitoring Console

Desktop Monitoring Console は CAD サービスと LDAP ディレクトリ サービスのステー

タスをモニタできる Web サーブレットです。これは CAD 基本サービスのインストール

時に自動的にインストールされます。詳細については、「Desktop Monitoring Console」
（P.145）を参照してください。 

サービス

CAD 基本サービスには以下のものがあり、すべて同じサーバ上にインストールされます。

■ Cisco Browser and IP Phone Agent Service（BIPPA サービス）

■ Cisco Chat Service

■ Cisco Enterprise Service

■ ディレクトリ サービス

■ Cisco LDAP Monitor サービス

■ Cisco Licensing and Resource Manager（LRM）Service

■ Cisco Recording and Statistics Service

■ Cisco Sync Service

■ Tomcat サービス

CAD にはこの他にも 2 つのサービスがあり、基本サービスと同じサーバにも、別のサー

バにもインストールできます。このサービスは次のとおりです。
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■ Cisco Recording & Playback サービス

■ Cisco VoIP Monitor サービス

基本サービス一式と追加サービスによって、論理的コンタクト センター（LCC）が構成

されます。LCC のキャパシティと CAD システムのその他のキャパシティについては、

表 7（P.25）を参照してください。

CAD 基本サービスと追加サービスの説明を次に示します。

BIPPA サービス

BIPPA サービスは、IP Phone エージェントがコンピュータを使用しなくても CTI サーバ

へのログインとログアウト、エージェント状態の変更、およびラップアップ データと理

由コードの入力をできるようにするためのサービスです。このサービスによって、エー

ジェントがこれらの機能をブラウザ ベースの CAD-BE でも利用できるようになります。

このサービスは、Unified CM のサービス機能および IP フォンと連携して動作します。

チャット サービス

チャット サービスは、チャット クライアントと Supervisor Desktop の間のメッセージ 
ブローカとしての役割を果たします。このサービスは、すべてのエージェントおよび

スーパーバイザのデスクトップと継続的に通信します。

エージェントのデスクトップからは、すべてのコール アクティビティの情報がチャット 
サービスに伝達されます。チャット サービスは、この情報を該当するすべてのスーパー

バイザに送信します。エージェント間（CAD-BE および IP Phone エージェントを除く）

やスーパーバイザとの間のテキスト チャットおよびチーム メッセージの送信も、この

サービスによって処理されます。

ディレクトリ サービス

LRM サービスはスタートアップ時にディレクトリ サービスに登録されます。その他のす

べてのサービス（LDAP モニタ サービスを除く）は、LRM サービスを使用して各サービ

ス間の接続方法を決定します。

エージェント、スーパーバイザ、チーム、およびスキルの情報の大多数は、ディレクト

リ サービス内に保持されます。この情報のほとんどは Cisco Unified Intelligent Contact 
Management（Unified ICM）ロガーからインポートされたものであり、同期サービス

によって同期が維持されます。このサービスは、Desktop Administrator によって管理

される設定情報の保存にも使用されます。

エンタープライズ サービス

エンタープライズ サービスは、システム内のコールをトラッキングします。IVR によっ

て収集されたデータがこのサービスによって特定のコールに関連付けられ、エージェン

ト デスクトップで使用できるようになります。このサービスは、リアルタイムのコール

履歴提供にも使用されます。エンタープライズ サービスは CTI サーバと相互作用します。

CTI サーバは一般に、ペリフェラル ゲートウェイ（PG）上で稼働します。
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LDAP モニタ サービス

LDAP モニタ サービスは、ディレクトリ サービスを起動し、確実に実行を続けているか

どうかをモニタします。さらに、夜間に LDAP の自動バックアップを行い、保存前に

バックアップ内容の有効性を確認します。

LRM サービス

LRM サービスは、ライセンスをクライアントに配布し、CAD のサービスが正常に動作し

ているかどうかを監視します。サービスの 1 つが停止した場合は、LRM サービスによっ

てフェールオーバー プロセスが開始されます。LDAP モニタ サービスを除く、CAD の他

のサービスはすべて、クライアントから見つけられるように、自身を LRM サービスに登

録します。

録音および再生サービス

録音および再生サービスによって、VoIP モニタ サービスの能力が拡張され、スーパーバ

イザやエージェントがコールを録音して再生できるようになります。

録音および統計サービス

録音および統計サービスは、エージェントおよびチームの統計情報の履歴を 7 日分保持

します。これに含まれる情報には、エージェントが特定のエージェント状態であった時

間の長さの平均や、前回ログイン日時、エージェントが受信したコールの数などがあり

ます。リアルタイム データもこのサービスによって保存され、毎日午前 0 時にリセット

されます。

同期サービス

同期サービスは、Unified ICM アドミン ワークステーション SQL データベースに ODBC 
経由で接続して、エージェント、スーパーバイザ、チーム、およびスキルの情報を取得

します。この情報をディレクトリ サービス内の情報と比較し、必要に応じてエントリの

追加、更新、削除を行って、Unified ICM 設定との整合性を維持します。

同期サービスは、Unified ICM LDAP のモニタも行い、コンタクト情報やコンタクト リ
ストの変更を検出します。これらの情報が変更されていた場合は、同期サービスから 
CAD LDAP に変更が通知されます。

Tomcat サービス

Tomcat は、Java ベースの Web サーバです。IP フォンに表示される XML ページと IP 
Phone エージェントを連携させるには、Tomcat が必要です。Tomcat は Desktop 
Administrator、CAD-BE、Desktop Management Console、およびデスクトップのイン

ストールにも使用されます。

VoIP モニタ サービス

VoIP（Voice over IP）モニタ サービスは、スーパーバイザがエージェントのサイレント 
モニタを行うのに使用されます。この目的のために、このサービスはネットワーク トラ

フィックを「スニッフィング」して音声パケットを検出します。
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（注）VoIP モニタ サービスは、Unified CM ベースのモニタリングには

使用されませんが、 インストールしてイネーブルにする必要がありま

す。

1 つの論理コンタクト センターに複数の VoIP モニタ サービスをインストールできるの

で、エージェントの数に応じて十分なキャパシティを確保できます。
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ローカリゼーション

サポートされる言語

CAD 8.5 では、CAD のデスクトップ アプリケーション（英語版のみの Cisco Work Flow 
Administrator を除く）は表 6 に示す言語にローカライズされています。

表 6. サポートされる言語と CAD デスクトップ アプリケーションの対応

サポートされる言語 CAD CAD-BE CSD IPPA CDA

中国語（簡体字） x x x x*

* IPPA は、この言語の UTF-8 をサポートしている電話でのみサポートされます。

中国語（繁体字） x x x x*

デンマーク語 x x x x

オランダ語 x x x x

英語 x x x x x

フィンランド語 x x x x

フランス語（カナダ） x x x x

フランス語（フランス） x x x x

ドイツ語 x x x x

イタリア語 x x x x

日本語 x x x x†

† IPPA は日本語版 UTF-8 をサポートしていない電話では、一部のみサポートされます。これらの電話で
は、理由コードとラップアップ データは、Shift-JIS 形式の半角カタカナでなければなりません。漢字
は、日本語版 UTF-8 をサポートしている電話でのみサポートされます。

韓国語 x x x x*

ノルウェー語 x x x x

ポーランド語 x x x x

ポルトガル語（ブラジル） x x x x

ロシア語 x x x x‡

‡ IPPA はロシア語版 UTF-8 をサポートしていない電話では、一部のみサポートされます。これらの電話
では、理由コードとラップアップ データは、Unicode エスケープ形式のない ISO-8859-1 形式でなけ
ればなりません。

スペイン語 x x x x

スウェーデン語 x x x x

トルコ語 x x x x
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ローカライズされたコンタクト センターでのインス

トール

CAD のサービスをインストールするマシンでは、英語版のオペレーティング システムが

稼働している必要があります。

CAD のデスクトップ アプリケーションをインストールするマシンでは、稼働するオペ

レーティング システムが英語版でも、サポート対象の言語にローカライズされたもので

もかまいません。

Cisco Desktop Administrator は英語版のみが提供されますが、サポートされるローカラ

イズ言語で理由コードやラップアップ データなどのエージェントとの通信を作成できる

ようにするには、そのローカライズ言語のオペレーティング システムが稼働しているマ

シンにインストールされている必要があります。
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システムのキャパシティ

CAD システムのキャパシティは、Unified CCE システムのトポロジや設定、さらには

エージェント スキル グループの数や CTI OS インスタンスの数を考慮に入れるかどうか

によって異なります。

CAD は、『Cisco Unified Contact Center Enterprise Solution Reference Network 
Design (SRND)』の表 14「Sizing Effects Due to Number of Skill Groups/Precision 
Queues per Agent (8000 Agents)」で指定されている 大エージェント負荷の 大 1/2 
をサポートし、1 つの PG 上に配備されている複数の CTI OS サーバの影響が考慮に入れ

られます。

SRND は次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1844/tsd_
products_support_series_home.html

複数の CTI OS サーバを含むシステムでのキャパシティ制限の詳細については、SRND の
「CTI-OS Multi-Server Support」の項を参照してください。

CAD 8.5 は、表 7 に示されているシステム キャパシティをサポートします。

表 7. CAD 8.5 のシステム キャパシティ

説明 キャパシティ

CAD インスタンスあたりの 大並列エージェント数（CAD エージェント、IP 
Phone エージェント、CAD-BE エージェント、またはこれらの組み合わせ）。この

値は、1 台の CTI OS サーバおよびエージェントあたり 5 つ以下のスキル グループ

のインストール シナリオで有効です。

（注）モバイル エージェント機能を使用するときは、キャパシティが小さくなりま

す。コールバイコール モードではキャパシティが約 70% に縮小し、固定コール 
モードでは約 50% に縮小します。

1000

エージェントあたりの 大スキル数（リアルタイム レポーティングの場合）

（注）エージェントあたりのスキル数（システムあたりの総スキル数に依存しない）

は、CTI OS、Agent PG、ICM Call Router and Logger に重要な影響を与えます。

エージェントあたりの平均スキルグループ数が増えると、PG あたりのエージェン

トの 大キャパシティは減ります。詳細については、SRND の「Sizing Unified 
CCE Components and Servers」の項を参照してください。

50

モニタ ドメインあたりの 大設定エージェント数

（注）エージェント数が 100 を超えるシステムでは、オフボード VoIP モニタ サー

ビスが必要です。エージェント数が 400 を超えるシステムでは、1 GB NIC 搭載の 
VoIP モニタ サービス サーバが必要です。

2000

コンタクト センターあたりの同時録音および再生の 大数

（注）32 を超える録音 / 再生セッションを同時にサポートするには、オフボードの

録音および再生サービスが必要です。

拡張：32
プレミアム：80
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アウトバウンド PG あたりの 大 CAD エージェント数

（注）この PG はアウトバウンド エージェント専用であり、ダイヤラやメディア 
ルーティングと共存します。

200

オフボード録音および再生サービスの 大数 2

オフボード VoIP モニタ サービスの 大数 5

録音および再生サービスあたりの 大同時再生数 8

VoIP モニタ サービスあたりの 大同時モニタリング セッション数 114

表 7. CAD 8.5 のシステム キャパシティ  （続き）

説明 キャパシティ
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要件
システム構成

サポートされるシステム構成は『Cisco Unified Contact Center Enterprise Solution 
Reference Network Design (SRND)』に記載されています。このドキュメントは次の 
URL からダウンロードできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1844/tsd_products_
support_series_home.html

シンクライアント環境

CAD は、Citrix（XenApp）および Microsoft のターミナル サービス環境でサポートされ

ます。詳細については、『Integrating CAD with Thin Client and Virtual Desktop 
Environments』を参照してください。このドキュメントは次の URL からダウンロード

できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1844/tsd_products_
support_series_home.html
27
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システム要件

CAD 8.5 は Unified Contact Center Enterprise and Hosted 8.5 環境に統合されていま

す。

新の互換性および要件の情報については、次のドキュメントを参照してください。

■ 『Cisco Unified Communications Manager Software Compatibility Matrix』

■ 『Cisco Unified Contact Center Enterprise (Unified CCE) Software 
Compatibility Guide』

■ 『Hardware and System Software Specification (Bill of Materials) for Cisco 
Unified ICM/Contact Center Enterprise & Hosted Release 8.5(x)』

これらのドキュメントはシスコの Web サイト（次の URL）から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1844/tsd_products_
support_series_home.html

動作環境

新のハードウェアおよびシステム ソフトウェア要件の情報については、『Hardware 
and System Software Specification (Bill of Materials)』を参照してください。

ハードウェアおよび OS の 小要件

CAD 8.5 の実行には、少なくとも次のハードウェアおよびオペレーティング システムが

必要です。

表 8. デスクトップ アプリケーションの 小オペレーティングシステムおよびハードウェア

オペレーティング システム ハードウェア

Windows XP Professional サービス パッ

ク 2 および 3
すべてのデスクトップ：

500 MHz プロセッサ
256 MB RAM
100 メガビット NIC（イーサネット 2 を
サポートすること）

Agent Desktop、Supervisor Desktop、
Admin Desktop：
空き領域 650 MB
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システム要件
Windows Vista Enterprise、Business、
Ultimate Edition サービス パック 1

すべてのデスクトップ：

1 GHz プロセッサ
1 GB RAM
100 メガビット NIC（イーサネット 2 を
サポートすること）

Agent Desktop、Supervisor Desktop、
Admin Desktop：
空き領域 650 MB

Windows 7 Enterprise、Professional、
および Ultimate Edition
32-bit および 64-bit

すべてのデスクトップ：

1 GHz プロセッサ

1 GB RAM（32 ビット）

2 GB RAM（64 ビット）

100 メガビット NIC（イーサネット 2 を
サポートすること）

Agent Desktop、Supervisor Desktop、
Admin Desktop：
空き領域 650 MB

Red Hat Enterprise Linux v5 CAD-BE のみ：

1 GHz Pentium プロセッサ
256 MB RAM
1 GB の空き容量（ロギング用）

100 メガビット NIC（イーサネット 2 を
サポートすること）

Microsoft Terminal Server 小ハードウェア要件については

『Integrating CAD with Thin Client and 
Virtual Desktop Environments』を参照

してください。

Citrix XenApp

表 9. サーバのオペレーティング システムとハードウェアの 小要件

オペレーティング システム ハードウェア

Windows Server 2003 32 ビット 
Standard および Enterprise Edition、
R2 または SP2

『Hardware and Software Specification 
(Bill of Materials)』の「System 
Software Requirements」の項を参照し

てください。
Windows Server 2008 64 ビット 
Standard および Enterprise Edition、
R2（Unified CCE 8.5（2）以降のみ。こ

のサーバ OS では Unified CCE 8.5(1) は
サポートされていません）

表 8. デスクトップ アプリケーションの 小オペレーティングシステムおよびハードウェア  （続き）

オペレーティング システム ハードウェア
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動作環境の言語に関する要件

CAD のサービスをインストールするマシンでは、英語版のオペレーティング システムが

稼働している必要があります。CAD のデスクトップ アプリケーションをインストールす

るマシンでは、稼働するオペレーティング システムが英語版でも、ローカライズされた

ものでもかまいません。ローカライズされているデスクトップ アプリケーションは次の

とおりです。

■ Agent Desktop

■ CAD-BE

■ Supervisor Desktop

■ IP Phone エージェント

Desktop Administrator はローカライズされていません。ただし、英語以外のコンタク

ト センターでは、ローカライズされたオペレーティング システムが稼働しているマシン

で Desktop Administrator を実行する必要があります。この要件が満たされていれば、

チャット メッセージ、ツールチップ、エンタープライズ データ名などの、コンタクト セ
ンター内でのコミュニケーションを現地の言語で行うことができます。

1 つの CAD インスタンス（1 つの CAD ペア）で複数のローカライズ言語をサポートす

ることはできません。エージェントおよびスーパーバイザ全員が同じ言語を使用する必

要があります。一部のエージェントとスーパーバイザがある言語を使用し、他のエー

ジェントとスーパーバイザが別の言語を使用するということはできません。2 つの言語

を使用する場合は、各言語に対して別の CAD ペアをそれぞれ設定する必要があります。

CAD がインストールされた後に言語を変更することはできません。言語を変更する場合

は、CAD 基本サービスをアンインストールし、新しい言語で CAD を再度インストールす

る必要があります。

サポートされる言語の一覧については、表 6（P.23）を参照してください。

VPN と NAT に関する要件

バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）を利用すると、接続のセキュリティが強

化されます。VPN 経由の接続は、CAD のクライアント（Agent Desktop、Supervisor 
Desktop、および CAD-BE）でサポートされます。

Cisco VPN コンセントレータおよび Cisco VPN Client は、CAD クライアントとの組み合

わせで動作することが正式に確認済みであり、これらを使用するアクセスがサポートさ

れます。他のベンダーの VPN ソリューションは、正しく動作する場合もありますが、正

式に検証が行われていないので、サポート対象外になっています。代替 VPN ソリュー

ションの検証をご希望の場合は、シスコの販売代理店にお問い合わせください。

CAD では、サーバ側ネットワーク アドレス変換（NAT）はサポートされません。CAD の
クライアントが、サーバ コンポーネントの実 IP アドレスを使用して接続できることが必

要です。CAD クライアントのアドレスが NAT 経由で変換される場合は、VPN ソフト

ウェアを使用する必要があります。VPN ソフトウェアなしで CAD クライアントを NAT 
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環境内で使用すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。たとえば、エー

ジェントが Supervisor Desktop で認識されなくなるおそれがあります。

IP Phone エージェントおよび CAD-BE での NAT の使用

NAT は IP Phone エージェントおよび CAD-BE でサポートされます。ただし、IP Phone 
エージェントおよび CAD-BE の電話機に対するスタティック IP アドレスとスタティック 
NAT を使用する必要があります。ダイナミック NAT とアドレス オーバーロードはサポー

トされません。録音とモニタリングは、IP Phone エージェントおよび CAD-BE を NAT 
とともに使用するときは機能しません。

NAT IP アドレスは CAD-BE サーバ ノードの CAD Configuration Setup ユーティリティ

で設定されます。

NAT の詳細については、『How NAT Works』（シスコ ドキュメント ID 6450）を参照し

てください。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_
note09186a0080094831.shtml

サードパーティのソフトウェアに関する要件

CAD 8.5 が正常に動作するには、以下のソフトウェア アプリケーションが必要です。

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer がエージェントとスーパーバイザの PC にインストールされ

ている必要があります。これは、Agent Desktop、および Supervisor Desktop の統合

ブラウザ コンポーネントをサポートするためです。Microsoft Internet Explorer は 
CAD-BE の使用もサポートします。CAD 統合ブラウザの実装には、Microsoft 
WebBrowser コントロール（Shdocvw.dll）が使用されます。これによって表示された

ウィンドウで、ユーザがハイパーリンクや URL を使用して Web サイトやファイルをナ

ビゲートすることができます。

サポートされる Internet Explorer のバージョンについては、『Hardware and System 
Software Specification (Bill of Materials) for Cisco Unified ICM/Contact Center 
Enterprise & Hosted』を参照してください（ドキュメントの URL については「動作環

境」（P.28）を参照してください）。

CAD 統合ブラウザと Internet Explorer は、次のような点が異なります。

■ サードパーティの Web アプリケーションが新しいブラウザ ウィンドウを開こう

としたときに、CAD 統合ブラウザでは代わりに新しいタブが開きます。

■ JavaScript エラーが存在するページを CAD 統合ブラウザで開いたときに、スク

リプト エラーの通知が IE の設定で無効化されている（デフォルト）場合は、

CAD 統合ブラウザにはエラーに関する情報は表示されません。このエラーに関

する詳細な情報を見るには、スクリプトのデバッグを有効化した状態でそのペー

ジを IE で開く必要があります。
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■ CAD 統合ブラウザは、ポップアップ ブロッカやフィッシング フィルタなどの 
Internet Explorer の高度な機能をサポートしません。

（注）統合ブラウザは、Internet Explorer のインストールに依存します

が、Internet Explorer ではありません。統合ブラウザは単純化された 
Web ブラウザであり、Internet Explorer の機能のすべてを含むもので

はありません。Internet Explorer が必要な Web ベースのアプリケー

ションは、統合ブラウザでは正常に動作しない場合があります。

（注）統合ブラウザは、セッション管理にクッキー（Cookie）を使用す

る Web アプリケーションについては、一度に 1 つの Web セッション

しかサポートしません。たとえば、あるタブでクッキーを使用する 
Web アプリケーションにユーザ A としてログインしながら、別のタブ

で同じ Web アプリケーションにユーザ B としてログインできません。

ただし、URL ベースのセッション管理を使用する Web アプリケーショ

ンに対しては、複数の Web セッションがサポートされます。

（注）WebBrowser コントロールの技術的リファレンス情報について

は、次の URL にある MSDN の記事『CHTMLView Class』を参照して

ください。
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/42h6dke4(VS.80).aspx

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox は CAD-BE の使用もサポートします。サポートされる Firefox のバー

ジョンについては、『Hardware and System Software Specification (Bill of Materials) 
for Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise & Hosted』を参照してください（ド

キュメントの URL については「動作環境」（P.28）を参照してください）。

Microsoft SQL Server 2005 Standard または Enterprise Edition

Cisco Agent Desktop および Cisco Supervisor Desktop に表示される履歴データの一部

は CAD サーバのフラット ファイルに保存されます。ただし、必要に応じて、このデータ

はオンボード SQL Server 2005 インスタンスで管理できます。データの保存方法の選択

についての情報は、「適切なデータ ストアの選択」（P.40）を参照してください。

OpenLDAP

システム構成データを保持するために、OpenLDAP V2.4.16 ディレクトリ サービスが 
CAD サーバ上で使用されます。

CTI OS

CAD のサービスをインストールする前に、Computer Telephony Integration Object 
Server（CTI OS）を CTI サーバ上にインストールする必要があります。Agent Desktop 
がすべての CTI イベントを受信できるようにするために、さまざまなレジストリ キーの

編集が必要になる可能性があります。このレジストリ キーの変更方法については、「ペリ

フェラル ゲートウェイのレジストリの変更」（P.95）を参照してください。
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サポートされる CTI OS のバージョンの情報については、『Hardware and System 
Software Specification (Bill of Materials) for Cisco Unified ICM/Contact Center 
Enterprise & Hosted』を参照してください（URL については 「動作環境」（P.28） を参

照してください）。

モニタリングに関する要件

CAD は、CAD ベース（エージェント ベース）のモニタリングと Unified CM ベース

（コール ベース）のモニタリングの両方をサポートします。CAD ベース モニタリングの

実装は、デスクトップとサーバのどちらでも可能です。

（注）Unified CM ベースのモニタリングを使用する場合、CAD ベース

の録音サービスは使用できません。

使用するモニタリングのタイプは、CTI OS のインストール時に指定されます。CAD で使

用されるモニタリングは、Unified CM ベースと CAD ベースの一方のみであり、両方が

使用されることはありません。Supervisor Desktop は、使用されているモニタリングの

タイプを起動時に自動的に判別します。

（注）CAD ベースのモニタリングには、G.711 と G.729 のコーデック

が必要です。

モニタリングの詳細については、www.cisco.com からダウンロード可能なホワイト 
ペーパー『Configuring and Troubleshooting VoIP Monitoring』を参照してください。
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サポートされる IP フォン

Agent Desktop、CAD-BE、および IP Phone エージェントでサポートされる IP フォンの

リストについては、『Unified CCE Software Compatibility Matrix for 8.5(x)』を参照し

てください。このドキュメントは次の URL から入手できます。

http://docwiki.cisco.com/wiki/Unified_CCE_Software_Compatibility_Matrix_for_
8.5%28x%29

（注）: 統合 CCE は Internet Protocol バージョン 6（IPv6）エージェン

ト電話をサポートしないため、IPv4 電話専用のエージェントが必要で

す。

Cisco 7920 Wireless Phone に関する注意事項

7920 Wireless IP Phone で使用できるのは SPAN ポート モニタリングのみです。アク

セス ポイントの有線接続先であるポートを、SPAN の対象として指定します。

7920 Wireless Phone には移動可能という特性があるため、次のような条件下では、

コールのモニタリングや録音のときに音声の途切れが生じることがあります。

■ エージェント間の会話で、両方のエージェントが同じワイヤレス アクセス ポイ

ントを使用している場合 

■ エージェントが別のモニタリング ドメインにローミングしたとき

7920 Wireless Phone は、エージェントの有線電話のセカンダリ ライン アピアランス

としてはサポートされません。
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CAD 8.5 インストール前の作業
概要

CAD 8.5 をインストールする前に、以下のタスクを完了する必要があります。

■ CAD 8.5 リリース ノートを読みます。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1844/prod_
release_notes_list.html

■ Unified ICM の設定

■ スーパーバイザ モニタリングおよびエージェントの非 ACD コールの録音のため

のレジストリ キー エントリを変更します。

■ エージェント状態の情報、エージェントのコール ログ、録音情報を保存する適

切なデータ ストアを選択します。

■ 他の Unified CCE コンポーネントと統合するための、CAD のユーザ アカウント

および権限を準備します。

■ データ ストアとして SQL Server を選択した場合は（オプション）、CAD 8.5 に 
Microsoft SQL Server 2005 を設定します。

ここでは、これらのタスクについて説明します。
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Unified ICM の設定

スーパーバイザおよびチーム

CAD 8.5 のアプリケーションを適切に動作させるには、エージェントをグループ化して

チームを作り、何人かをスーパーバイザとして指名する必要があります。この作業は、

Unified ICM で行います。手順については、Unified ICM のマニュアルを参照してくださ

い。

エンタープライズ データおよびコール履歴

CAD でエンタープライズ データおよびコール履歴を正しく表示するには、[ アプリケー

ション ルーティングを許可（Permit application routing）] オプションを有効にする必

要があります。このオプションは、ICM Configuration Manager の [ リスト ツール

（List Tools）] > [ ダイヤル番号 / スクリプト セレクタ リスト（Dialed Number/Script 
Selector List）] ノードにあります。

スキル統計情報

Agent Desktop および Supervisor Desktop のスキル統計情報の [ 待機中（Waiting）] 
フィールドに表示される数値（現在スキル グループのキューに入っているコールの数を

表します）は、スキル グループとキューが Unified ICM Configuration Manager でどの

ように設定されているかによって異なります。次のルールが適用されます。

■ コールをベース スキル グループのキューに入れる場合は、サブ スキル グルー

プが設定されていてはなりません。

■ サブ スキル グループを持つようにスキル グループが設定されている場合は、そ

のベース スキル グループのキューにコールを入れることはできません。

コールをベース スキル グループのキューに入れる場合は、そのスキル グループのキュー

に入れられたすべてのコールが [ 待機中（Waiting）] フィールドで報告されます。サブ 
スキル グループが設定されている場合に、コールがサブ スキル グループのキューに入る

と、プライマリ サブ スキル グループのキューのコールのみが [ 待機中（Waiting）] 
フィールドで報告されます。

（注）スーパーバイザが Supervisor Desktop でチームのスキル データ

を表示するには、エージェントをベース スキル グループに割り当てる

必要があります。ベース スキル グループのみが Supervisor Desktop 
のスキル統計情報に表示されます。サブ スキル グループがイネーブル

になっている場合は、エージェントをサブ スキル グループに割り当て

る必要があります。ベース スキル グループに割り当てることはできま

せん。この場合は、Supervisor Desktop にスキル データは表示されま

せん。

スキル グループとキューのセットアップ方法の詳細については、Unified ICM 
Configuration Manager のマニュアルを参照してください。
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（注）スキル グループを作成する場合、統計情報が Supervisor 
Desktop に正しく入力されるため、スキル グループ ID を 0（ゼロ）に

設定しないでください。Unified ICM Configuration Manager では、こ

の ID はスキル グループのペリフェラル ID と呼びます。

理由コード

CAD バージョン 7.1(1) からは、理由コードが Unified ICM で作成されて保持され、CAD 
に取り込まれます。以前のバージョンの CAD では、理由コードを Unified ICM と CAD 
の両方で作成して保持することができました。

以前のバージョンの CAD からアップグレードしている場合、CAD で作成した可能性のあ

る理由コードはすべて、アップグレード時に失われます。その理由コードをこのバー

ジョンの CAD でも使用する場合は、Unified ICM で理由コードを作成してください。
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非 ACD コール（マルチライン）の設定

次のいずれかの基準を満たすコールは、ACD コールと定義されます。

■ コールは音声 CSQ からエージェントに割り当てられます。

■ 少なくとも 1 人以上のコールの参加者が ACD ラインを使用しています。

■ コールは ACD ラインから転送されます。

■ ACD コールを利用して他のコールとの会議を実行できます。

その他すべてのコールは非 ACD コールであると判断され、システムの設定に応じて 
Agent Desktop および CAD-BE に表示されます。

マルチライン設定が有効になっている場合、エージェントの電話機は 1 つの ACD ライン

と 大 3 つの非 ACD ラインをサポートします。エージェントとスーパーバイザが非 
ACD コールですべての一般動作を実行できるように非 ACD コールを設定できます（応

答、転送、会議など）。

インバウンドの非 ACD コールでは、次の機能を有効化 / 無効化できます。

■ エージェントとスーパーバイザのコール表示およびコール制御アクション

■ スーパーバイザのコール モニタリングおよび録音

■ スーパーバイザのコール介入および代行受信

非 ACD コール設定は、Unified CCE Configuration Manager PG Explorer、CTI OS サー

バ、Cisco Desktop Administrator の 3 つの場所すべてで設定する必要があります。

コール表示

非 ACD コール表示設定は Unified CCE Configuration Manager Peripheral Gateway 
Explorer で設定されます。デフォルトでは、Agent Desktop、Supervisor Desktop、
CAD-BE の ACD コールのみを表示します。

これらのアプリケーションで非 ACD コールを表示し、エージェントとスーパーバイザが

制御アクションを実行できるようにするには、PG Explorer の Agent Phone Line 
Control パラメータを変更する必要があります。このパラメータの設定については、

『Configuration Guide for Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise and Hosted』
の「How to Configure the System PGs」を参照してください。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_
center/ipcc_enterprise/ipccenterprise8_5_2/configuration/guide/icm85config.pdf

コール モニタリングおよび録音

非 ACD コール モニタリングおよび録音設定は CTI OS サーバで設定されます。非 ACD 
コールが表示される場合、スーパーバイザがエージェントの非 ACD コールをモニタおよ

び記録する機能はデフォルトで有効になります。
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非 ACD コール（マルチライン）の設定
非 ACD コールモニタリングおよび録音を無効化する場合は、CTI OS サーバの 
StopSMNonACDCall レジストリのサブキーの値を変更する必要があります。その後、

CTI OS サーバを再起動した後、Cisco Sync Service を再起動して CAD の変更を有効に

する必要があります。このパラメータの設定の詳細については、『CTI OS System 
Manager's Guide for Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise & Hosted』の

「Configuring Unified CM-Based Silent Monitor」を参照してください。URL は次のと

おりです。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1844/prod_installation_
guides_list.html

コール介入および代行受信

スーパーバイザがエージェントの非 ACD コールに介入して代行受信できるようにする場

合は、Desktop Administrator の [ 表示設定（Display Settings）] ページで [ 非 ACD 
コール（Non-ACD Calls）] チェックボックスをオンにする必要があります。このオプ

ションはデフォルトでは無効になっています。
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適切なデータ ストアの選択

概要

CAD は履歴情報の一部を CAD サーバのデータ ストアに保存します。このデータ ストア

は、Agent Desktop や Supervisor Desktop（Agent State Log および Agent Call Log）
およびスーパーバイザ レコード ビューアで使用可能な 2 つのレポートのコンテンツを提

供します。データ ストアはエージェント状態の情報を 1 日、エージェント コール ログ

と録音情報を 7 日周期で保持します。

CAD は次の 2 つのタイプのデータ ストアを使用できます。

■ フラット ファイル（デフォルト）

■ Microsoft SQL Server 2005（32 ビットおよび 64 ビット）

（注）CAD 8.5 の基本リリースは、SQL Server 2005 の 32 ビットでの

み動作します。CAD 8.5(2a) は、SQL Server 2005 の 32 ビットと 64 
ビットの両方で動作します。

2 つのタイプのデータ ストアの も重要な違いは、ハイ アベイラビリティ（HA）環境で

のフェールオーバー時のデータの保持方法です。

■ フラット ファイル データ ストアでは、サイド A とサイド B の間で記録が更新

される一方でデータの比較や調整が行われないため、データが失われる場合があ

ります。フラット ファイルのデータ処理方法については、「ハイ アベイラビリ

ティ設定のフラット ファイル」（P.41）を参照してください。

■ SQL Server データ ストアでは、データが確実に復元され、サイド A とサイド B 
の間で同期されるため、すべてのデータが保持されます。SQL Server データ ス
トアののデータ処理方法については、「ハイ アベイラビリティ設定の SQL 
Server」（P.41）を参照してください。

選択したデータ ストアのタイプは、コンタクト センターの状態ログ、コール ログ、録音

データの履歴の収集と表示の重要度に基づいて決定する必要があります。

サービスがインストールされた後に実行される CAD Configuration Setup ユーティリ

ティで、使用するデータ ストアのタイプを選択します。

デフォルトのフラット ファイルではなく SQL Server データベースを使用することを選

択した場合は、CAD のインストールを開始する前にソフトウェアを購入し、SQL Server 
2005 インスタンスをインストールおよび設定する必要があります。

フラット ファイル

フラット ファイルの実装では、3 つのテキスト ファイルで CAD データを保持します。

■ AgentStateLog_<YYYYMMDD>_<agent name>.xml

■ CallLogWeek_<YYYYMMDD>.xml
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適切なデータ ストアの選択
■ RecordLog_<YYYYMMDD>.xml

デフォルトでは、これらのファイルは CAD 基本サービス サーバ上の次の場所にありま

す。

C:\Program Files\Cisco\Desktop\database\<team name>

設定された各チームのデータベース フォルダにはサブフォルダがあります。CAD データ

を含む 3 つの XML ファイルは適切なチーム フォルダ内にあります。

ハイ アベイラビリティ設定のフラット ファイル

ハイ アベイラビリティ（HA）設定では、録音および統計サービスがアクティブ サイド

と非アクティブ サイドの両方に履歴データを書き込みます。1 つのサイドがオフライン

の失敗のシナリオでは、 大 10,000 の履歴データ記録がアクティブ サイドにキャッ

シュされ、オフラインのサイドがオンライン状態に戻ってから書き込まれます。

オフラインのサイドがオンライン状態に戻る前にキャッシュが一杯になる、またはアク

ティブ サイドがオフラインになった場合、オフラインのサイドに保存されたフラット 
ファイルの記録は失われます。オフラインのサイドが後からオンラインに戻ってアク

ティブになった場合、ユーザ レポートのデータの一部は失われます。さらに、スーパー

バイザ レコード ビューアの録音の一覧は不完全になります（ただし、CAD サーバの実際

の録音は影響を受けません）。コンテンツのギャップを確実に解決する復元サービスは起

動しません。

バックアップと復元

バックアップおよび復元ユーティリティは、フラット ファイルをバックアップして復元

します。HA 設定では、両方のサイドがバックアップおよび復元されます。

SQL Server データベース

CAD データを保存するために SQL Server データベースを使用することを選択した場合

は、自分で SQL Server 2005 を購入してインストールし、SQL Server インスタンスを

作成する必要があります。SQL Server は、CAD 基本サービスと同じサーバにインス

トールされる必要があります。

サポートされる SQL Server のバージョンの情報については、「システム要件」（P.28）
を参照してください。

ハイ アベイラビリティ設定の SQL Server

HA 設定では、録音および統計サービスがアクティブ サイドと非アクティブ サイドに存

在する SQL Server データベースに履歴データを書き込みます。また、SQL Server 復元

サービスが両システムに保存されたデータの同一性を確認します。

データベース サイズ制限の変更

サーバに CAD サービスがインストールされている場合、CAD の 大データベース サイ

ズは 2GB に制限されます。ただし、データベース サイズは必要に応じて変更できます。
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データベース サイズ制限を変更するには、次の手順を実行します。

1. [ スタート（Start）] > [ すべてのプログラム（All Programs）] > [Microsoft 
SQL Server 2005] > [SQL Server Management Studio] をクリックします。

[Microsoft SQL Server Management Studio Express] ウィンドウが表示されま

す。

2. [ 新規クエリ（New Query）] をクリックし、ドロップダウン リストから 
CADSQL の名前付きインスタンスを選択してその CADSQL の名前付きインスタ

ンスに接続します。

3. クエリ ペインに次の SQL 命令文を入力し、[ 実行（Execute）] をクリックしま

す。この例では、データベース サイズを 1000 GB にリセットします。

use master

alter database fcrassvr 

modify FILE (NAME=FCRasSvr_Data,MAXSIZE=1000GB)

4. SQL 命令文の実行後、[SQL Server Management Studio Express] ウィンドウ

を閉じます。

以前のバージョンの CAD からのアップグレード

CAD 8.5 およびフラット ファイル実装を以前のバージョンの CAD からアップグレード

すると、以前のデータはすべて失われます。

（注）エージェント状態データは 1 日後に、コール ログ データは 7 日
後にそれぞれパージされます。CAD の前のバージョンのデータはアッ

プグレード後に失われますが、1 日後にはエージェント状態の変更の完

全なセット、7 日後にはリアル タイプ レポートのコール ログ データの

完全なセットがそれぞれ取得できます。

録音に関連するメタデータも、アップグレード時にフラット ファイルに移行されません。

アップグレード前に実行された録音は、アップグレード後のスーパーバイザ レコード 
ビューアでは再生できません。ただし、raw2wav ユーティリティを使用して録音を 
WAV 形式に変換することにより、WAV 形式をサポートする任意のメディア プレーヤー

で再生できるようにすることは可能です。このユーティリティの使用方法の詳細につい

ては、『Cisco CAD Troubleshooting Guide』の「Converting Recordings from *.raw to 
*.wav Format」を参照してください。

CAD のアップグレードの詳細については、「CAD の以前のバージョンからのアップグ

レード」（P.111）を参照してください。
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ユーザ アカウントおよび権限の準備

CAD 基本サービスをインストールする前に、次のタスクを完了する必要があります。

1. CAD 基本サービスをインストールするサーバ（HA 環境の両サーバ）をドメイン

のメンバーに設定します。

CAD 基本サービスをインストールするサーバは、ワークグループではなく、ド

メインのメンバーである必要があります。サービスのインストール後にドメイン

を変更するか、ワークグループからドメインに切り替える場合、CAD デスク

トップ アプリケーションの実行時に、部分的なサービスまたはサービスなしの

問題を避けるため、CAD 基本サービスを再インストールする必要があります。

2. Windows Computer Management で、次の要件でユーザ アカウントを作成し

ます（両サーバ）。

■ ユーザはローカルの管理者権限を持つ必要があります。

■ ユーザ アカウントにはパスワードが設定されている必要があります。いず

れかのサーバにパスワードが設定されていない場合、サブスクライバは複製

を設定するためのパブリッシャへの接続を行えないため、複製の設定は失敗

します。

■ ICM Admin Workstation コンピュータに同じユーザ アカウントが存在する

必要があります。

■ ユーザは ICM Admin Workstation データベースの読み取り権限を持つ必要

があります。

■ このユーザ アカウントは、SQL Server 2005（データ ストアに使用するこ

とを選択した場合）をインストールするために使用する必要があります。ま

た、サイド A とサイド B の両方に CAD 基本サービスをインストールするた

めにも使用する必要があります。

データ ストアとして SQL Server 2005 を使用することを選択した場合は、次のタスク

も完了する必要があります。

■ TCP/IP 接続を経由して Admin Workstation SQL データベースに接続するには、

同期サービスを設定する必要があります。Admin Workstation マシンで SQL 
Server Network Utility を実行します。[ 一般（General）] タブで、TCP/IP が有

効になっていることを確認します。
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CAD 8.5 用の Microsoft SQL Server 2005 の
設定

データ保存にフラットファイルではなく SQL Server を選択する場合、システムは CAD 
基本サービスをホストする個別 SQL Server インスタンスを備えている必要があります

（復元システムの両サーバ）。SQL Server および CAD 基本サービスは同じマシンにイン

ストールされる必要があります。

（注）ベスト プラクティスとして、次の手順ごとに NT（Windows）認

証を使用します。SQL 認証を使用する場合は、一部の手順を変更する必

要があります。詳細については、SQL Server のマニュアルを参照して

ください。

SQL Server 2005 のインストールおよび設定

SQL Server 2005 のインストールに進む前に、ユーザ アカウントを作成する必要があり

ます。詳細については、「ユーザ アカウントおよび権限の準備」（P.43）を参照してくだ

さい。CAD を正しく機能させるためには、録音および統計サービスが Admin 
Workstation データベースとそのローカル データベースの両方に接続されている必要が

あります。NT（Windows）認証を使用して両データベースを接続している場合は、同じ

ユーザで認証を行う必要があります。このユーザがログイン中のローカル ユーザと異な

る場合は、SQL Server をインストールする前に Windows Computer Management で
このユーザのローカル管理者権限を作成する必要があります。

このアカウントを使用して、SQL Server 2005 および CAD 基本サービスをインストー

ルする必要があります。

ファイアウォールを実行している場合は（デフォルトの Windows Firewall など）、ファ

イアウォールで SQL Server が例外設定されていることを確認します。例外設定がなく、

ファイアウォールが有効化されている場合は、録音および統計サービスは機能しません。

さらに、インターネット接続が有効であることを確認します。

CAD を正しく機能させるには、SQL Server 2005 のインストール中に次の設定を行う必

要があります。

Microsoft SQL Server 2005 の名前付きインスタンスを CAD 8.5 用に設定する手順は、次の

とおりです。

1. SQL Server インストーラ（setup.exe）を実行して、新しい名前付きインスタ

ンスを作成します（デフォルト インスタンスは使用できません）。CAD には次

の設定が必要です。

■ [ インストールするコンポーネント（Components to Install）] ウィンドウ

で、[SQL Server データベース サービス（SQL Server Database 
Services）] および [ ワークステーション コンポーネント、Books Online、
および開発ツール（Workstation components, Books Online and 
development tools）] チェックボックスを選択します。
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■ [ サービス アカウント（Service Account）] ウィンドウで、[ ビルトイン シ
ステム アカウントを使用する（Use the built-in System account）] オプ

ションを選択し、[SQL Server エージェント（SQL Server Agent）] チェッ

クボックスを選択します。

■ [ 認証モード（Authentication Mode）] ウィンドウで、[Windows 認証モー

ド（Windows Authentication Mode）] オプションを選択します。

■ [ 照合順序の設定（Collation Settings）] ウィンドウでは、デフォルトの照

合設定である [ 辞書順、大文字と小文字を区別しない、1252 文字セットを

使用（Dictionary order, case-insensitive, for use with 1252 Character 
Set）] のままにします。

2. インストール ウィザードを完了します。

3. SQL Server の利用可能な 新の更新およびサービス パックを適用します。

4. [ スタート（Start）] > [ プログラム（Programs）] > [Microsoft SQL Server 
2005] > [ 構成ツール（Configuration Tools）] > [SQL Server セキュリティ構

成（SQL Server Surface Area Configuration）] を選択します。

5. [ 機能のセキュリティ構成（Surface Area Configuration for Features）] をク

リックします。インストールされた SQL インスタンスごとに設定情報が存在し

ます。CAD が使用している名前付きインスタンスの設定を選択します。

■ [ アドホック リモート クエリ（Ad Hoc Remote Queries）] コンポーネント

の [OPENROWSET および OPENDATASOURCE のサポートを有効にする

（Enable OPENROWSET and OPENDATASOURCE support）] チェックボッ

クスをオンにします。

■ [xp_cmdshell] コンポーネントの [xp_cmdshell を有効にする（Enable xp_
cmdshell）] チェックボックスをオンにします。

6. [OK] をクリックして設定内容を保存します。
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7. [SQL Server セキュリティ構成（SQL Server Surface Area Configuration）] 
で、[ 新しい管理者の追加（Add New Administrator）] をクリックします。SQL 
Server 2005 User Provisioning Tool（図 1）が表示されます。

8. [ 準備するユーザー（User to provision）] フィールドには、現在のログインに

使用しているユーザが自動的に入力されています。このユーザが、「ユーザ アカ

ウントおよび権限の準備」（P.43）のステップ 2 で作成したユーザと同じである

ことを確認してください。

9. 矢印ボタンを使用して、[ 使用できる特権（Available privileges）] のすべての

項目を右側の [ 許可される特権（Privileges that will be granted to）] ボックス

に移動します。

10. [OK] をクリックして設定内容を保存し、[SQL Server セキュリティ構成（SQL 
Server Surface Area Configuration）] を閉じます。

11. [ スタート（Start）] > [ すべてのプログラム（All Programs）] > [Microsoft 
SQL Server 2005] > [ 構成ツール（Configuration Tools）] > [SQL Server 構成

マネージャ（SQL Server Configuration Manager）] を選択します。

12. ナビゲーション ツリーで、[SQL Server 2005 ネットワークの構成（SQL 
Server 2005 Network Configuration）] > [ プロトコル（Protocols）] > 
<named instance> を選択します。ここで、<named instance> は、ステップ 
1 で作成された新しい名前付きインスタンスです。

13. CAD Configuration Setup ユーティリティで指定する接続方法が有効になって

いることを確認します。

図 1. SQL Server 2005 User Provisioning Tool
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■ 名前付きパイプを使用する場合は、[ 名前付きパイプ（Named Pipes）] プ
ロトコルをダブルクリックし、パイプ名が CAD Configuration Setup ユー

ティリティで入力される名前に一致していることを確認します。

■ TCP/IP を使用する場合（推奨）、TCP/IP プロトコルをダブルクリックしま

す。[IP アドレス（IP Addresses）] タブで、すべての IP アドレスに対して 
TCP ポート番号を追加します（デフォルトは 1433）。TCP ポートは、

[IPAll] セクションにも追加する必要があります（ある場合）。ポート番号を

メモします。番号は CAD Configuration Setup ユーティリティで入力しま

す（IP アドレスはシステム情報から自動入力されます）。[ 適用（Apply）] 
をクリックし、[OK] をクリックします。

（注）CAD は SQL が使用しているものと同じ名前付きパイプまたはポー

トを使用できません。別の SQL インスタンスが CAD Configuration 
Setup ユーティリティで入力された名前付きパイプまたはポートを使用

している場合は、CAD Configuration Setup ユーティリティの値を、別

の名前付きパイプまたはポートを使用するように変更する必要がありま

す。

（注）名前付きパイプまたはポートを指定した後、SQL Server と、CAD 
の名前付きインスタンスおよび Generic SQL Server Browser サービス

に対応する SQL Server エージェント サービスを再起動する必要があり

ます。この操作は、ナビゲーション ツリーで [SQL Server 2005 の
サービス（SQL Server 2005 Services）] を選択し、これらのサービス

を右クリックして [ 再起動（Restart）] を選択することにより実行でき

ます。

14. 変更内容を保存し、[SQL Server 構成マネージャ（SQL Server Configuration 
Manager）] を閉じます。

複製システムを使用している場合は、両サーバでこれらの手順を完了する必要がありま

す。

ユーザはデータベースの安全性を維持する責任があります。CAD インストーラが実行す

るロックダウン スクリプトはありません。ただし、複製環境の使用を計画している場合

は、SQL インスタンスの強化を実行する前に、複製設定手順を含む CAD のインストール

を完全に実行します。また、録音および統計サービスが SQL Server 2005 で正しく機能

していることも確認する必要があります。

データベースの安全性のベストプラクティスの詳細については、次の資料を参照してく

ださい。

■ http://msdn.microsoft.com/en-US/library/bb283235%28v=SQL.90%29.aspx

■ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648664.aspx
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CAD 7.6 以前のバージョンからのアップグレード

CAD 7.6 以前のバージョンでは、CAD データベース インスタンスには CADSQL という

名前を付ける必要があり、MSDE（Microsoft SQL Server Desktop Engine）形式にして

いました。CAD 8.0 以降では、MSDE は使用しません。データベース インスタンスに任

意の名前を付けることができます。

（注）名前付きインスタンスを使用する必要があります。デフォルト イ
ンスタンスは使用できません。

CADSQL MSDE インスタンスのデータをバックアップし、それを新しい SQL Server イ
ンスタンスに復元することをお勧めします（バックアップおよび復元については、古い

バージョンの CAD の『Cisco CAD Installation Guide』を参照してください）。インスタ

ンス名として CADSQL を継続して使用することを選択した場合は、MSDE インスタンス

をバックアップした後、それを削除します。この操作は、インスタンス名の競合を回避

するために実行する必要があります。
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CAD 8.5 のインストール
インストールのシナリオ

表 10 に CAD の詳細な新規インストールシナリオを示します。

詳細な手順は以下に示します。

表 10. 新規 CAD インストール パス

アップグレード後のデー

タ ストア方法 インストール手順

フラット ファイル（推奨） 「フラット ファイルを使用した CAD 8.5 のインストール（基本インス

トール）」（P.50）を参照してください。

SQL Server 2005 「SQL Server を使用した CAD 8.5 のインストール」（P.93）を参照して

ください。
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フラット ファイルを使用した CAD 8.5 のイン
ストール（基本インストール）

フラット ファイル データ ストアを使用した CAD 8.5 の新規インストールの一般的な手

順は次のとおりです。

1.「ユーザ アカウントおよび権限の準備」（P.43）に従ってインストール前の準備

を完了します。

2. プライマリ サーバ（サイド A）に CAD 基本サービスをインストールします。 
「CAD 基本サービスのインストール」（P.51）を参照してください。

3. CAD Configuration Setup ユーティリティでサイド A に CAD サービスを設定し

ます。CAD Configuration Setup ユーティリティの詳細については、「CAD 
Configuration Setup ユーティリティ」（P.56）を参照してください。プライマ

リ サーバ（サイド A）で CAD サービスを設定する手順については、「複製シス

テムでのプライマリ サーバの設定」（P.58）を参照してください。

ノードは次の順番で表示されます。

a.「Unified CM SOAP AXL へのアクセス手順（Unified CM SOAP AXL 
Access）」（P.60）

b.「Unified Communications Manager」（P.62）

c.「CTI サーバ（Unified CM）（CTI Server (Unified CM)）」（P.64）

d.「CTI OS」（P.66） 

e.「ICM Admin Workstation ディストリビュータ（ICM Admin Workstation 
Distributor）」（P.67）

f.「ICM Admin Workstation データベース」（P.69）

g.「録音および統計データベースの設定（Recording and Statistics Database 
Configuration）」（P.71）

h.「録音および統計サービス データベース（Recording and Statistics 
Service Database）」（P.74）

i.「バックアップ データの復元（Restore Backup Data）」（P.76）

4. Unified CCE License Administration を使用して CAD のライセンスを設定しま

す。詳細については、「CAD 8.5 のライセンス」（P.90）を参照してください。

5. セカンダリ サーバ（サイド B）に CAD 基本サービスをインストールします。手

順はサイド A と同じです。詳細については、「CAD 基本サービスのインストー

ル」（P.51）を参照してください。

6. CAD Configuration Setup ユーティリティでサイド B に CAD を設定します。詳

細については、「複製システムのセカンダリ サーバの設定」（P.87）を参照して

ください。フィールドは、サイド A の CAD の設定時に入力した情報に基づいて

自動入力されています。情報が正しいことを確認します。

（注）サイド B では [Unified CCE License Administration] を入力する

必要はありません。
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7. ペリフェラル ゲートウェイ（PG）コンピュータのレジストリに変更を加えま

す。詳しくは、「ペリフェラル ゲートウェイのレジストリの変更」（P.95）を参

照してください。

8. クライアント MSI ファイルを設定します。詳細については、「CAD クライアン

ト MSI ファイルの設定」（P.97）を参照してください。

9. 管理者のデスクトップに Desktop Administrator をインストールします。この

手順と手順 10 についての詳細は、「デスクトップ アプリケーションのインス

トール」（P.104）を参照してください。

10. その他のクライアント デスクトップ アプリケーションをインストールします。

a. Agent Desktop をエージェントのデスクトップにインストールします。

b. Supervisor Desktop をスーパーバイザのデスクトップにインストールしま

す。

c. Java Runtime Error（JRE）ブラウザ プラグインを CAD-BE エージェント 
デスクトップに設定します。

CAD 基本サービスのインストール

CAD 基本サービスは、InstallShield ウィザードを使用してインストールされます。
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InstallShield Wizard を実行するには次の手順を実行します。

1. 製品 CD から setup.exe ファイルを起動し、インストール プロセスを開始しま

す（図 2）。

図 2. Desktop Services - InstallShield ウィザードのようこそウィンドウ
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2. [ 次へ（Next）] をクリックして、[ コンタクト センターで使用できる言語

（Contact Center Language）] ステップ（図 3）を表示します。

3. ドロップダウン リストから、コンタクト センター エージェントが使用する言語

を選択します。

この選択によって、エージェントおよびスーパーバイザのデスクトップにインス

トールされるデスクトップ アプリケーションのローカライズ バージョンが決定

されます。詳細については、「動作環境の言語に関する要件」（P.30）を参照し

てください。

図 3. [ コンタクト センターで使用できる言語（Contact Center Language）] ステッ
プ
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4. [ 次へ（Next）] をクリックして、[ カスタム セットアップ（Custom Setup）] 
ステップ（図 4）を表示します。

5. インストールされる機能のリストから、追加または削除する機能の横の下向き矢

印をクリックします。

（注）デフォルトでは、Base サービス、VoIP モニタ サービス、録音お

よび再生サービスのインストールが選択されています。

図 4. [ カスタム セットアップ（Custom Setup）] ステップ
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6. [ 次へ（Next）] をクリックして、[ プログラムをインストールする準備ができま

した（Ready to Install the Program）] ステップ（図 5）を表示します。

7. [Install（インストール）] をクリックして、インストールを開始します。

（注）Cisco Security Agent（CSA）がサーバ コンピュータで実行して

いる場合、インストール プロセスによって、インストール時にそれが

一時的に停止され、インストールの終了後に再起動されます。

（注）ディレクトリ サービス、または録音および統計サービス、または

その両方の複製を設定する場合は、両方のコンピュータで Cisco 
Security Agent が停止していることを確認します。

8. インストールが完了すると、CAD Configuration Setup ユーティリティが自動

的に起動します。システムの詳細な設定方法については、「CAD Configuration 
Setup ユーティリティ」（P.56） を参照してください。

図 5. [ プログラムをインストールする準備ができました（Ready to Install the 
Program）] ステップ
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CAD Configuration Setup ユーティリティ

CAD Configuration Setup ユーティリティは、CAD 基本サービスのインストールが完了

すると自動的に起動します。CAD Configuration Setup ユーティリティは、CAD 基本

サービスを設定するために使用します。ユーティリティは後から再実行し、設定を変更

することができます。

CAD Configuration Setup ユーティリティは、データの入力を要求する一連のノードで

構成されています。CAD 基本サービスを正常に設定および実行するには、すべてのノー

ドに入力する必要があります。

このユーティリティを実行したときに表示されるノードは次の要因によって変わります。

■ CAD Configuration Setup ユーティリティが起動されたホスト コンピュータ

■ CAD Configuration Setup ユーティリティを初めて実行しているか、設定変更

のために再実行しているかどうか

■ CAD Configuration Setup ユーティリティが起動されたコンピュータで稼働し

ているサービスやアプリケーション

表 11 は、CAD Configuration Setup ユーティリティに含まれるすべての手順のアル

ファベット順のリストです。この表では、それぞれのアプリケーションまたはサービス

のホストであるコンピュータで CAD Configuration Setup ユーティリティが実行される

場合に各手順が表示されるかどうかを示します。設定変更が必要な場合は、この表を使

用して CAD Configuration Setup ユーティリティを実行する必要のあるコンピュータを

決定します。

表には次のカラムがあります。

■ ノード タイトル：ノードの名前

■ 状況：ノードの表示場所

— 両方：ノードは CAD Configuration Setup ユーティリティを初めて実行し

ている場合と、設定変更のために再実行している場合の両方で表示されま

す。

— 更新：ノードは設定変更のために CAD Configuration Setup ユーティリ

ティを再実行している場合にのみ表示されます。

■ 基本：CAD 基本サービスが実行されているコンピュータ

■ VoIP：VoIP モニタ サービスが実行されているコンピュータ

■ 録音：録音および統計サービスが実行されているコンピュータ

■ CAD/CSD：Agent Desktop および Supervisor Desktop が実行されているコン

ピュータ
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■ CDA：Desktop Work Flow Administrator が実行されているコンピュータ

システムにディレクトリ サービスの複製が含まれていない場合は、プライマリの基本

サービス マシンでのみ設定データを入力するための手順に従います。

（注）ディレクトリ サービスの複製は、セカンダリの基本サービス マシ

ンで CAD Configuration Setup ユーティリティを再実行し、[ 複製の設

定（Replication Setup）] ノードで情報を入力することによって、後で

設定できます。

表 11. CAD Configuration Setup ユーティリティ ノード

手順のタイトル 状況 基本 VoIP 録音

CAD
CSD CDA

「CAD-BE サーバ（CAD-BE Servers）」（P.77） 更新 ○

「CTI OS」（P.66） 両方 ○

「CTI サーバ（Unified CM）（CTI Server (Unified 
CM)）」（P.64） 

両方 ○

「ICM Admin Workstation データベース」（P.69） 両方 ○

「ICM Admin Workstation ディストリビュータ

（ICM Admin Workstation Distributor）」（P.67） 
両方 ○

「録音および統計データベースの設定（Recording 
and Statistics Database Configuration）」（P.71） 

両方 ○

「録音および統計サービス データベース（Recording 
and Statistics Service Database）」（P.74） 

両方 ○

「複製（Replication）」（P.85） 両方 ○

「バックアップ データの復元（Restore Backup 
Data）」（P.76） 

両方 ○

「サービスの設定（Services Configuration）」
（P.80） 

更新 ○ ○ ○

「SNMP の設定（SNMP Configuration）」（P.82） 更新 ○ ○ ○

「シンクライアント環境（Thin Client 
Environment）」（P.84） 

両方 ○

「Unified CM SOAP AXL へのアクセス手順（Unified 
CM SOAP AXL Access）」（P.60） 

両方 ○ ○

「Unified Communications Manager」（P.62） 両方 ○ ○

「VoIP モニタ サービス（VoIP Monitor Service）」
（P.79） 

更新 ○ ○
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複製システムでのプライマリ サーバの設定

単一サーバ システムまたは複製システムのプライマリ サーバ（サイド A）で CAD 
Configuration Setup ユーティリティを初めて実行している場合は次の手順を実行しま

す。

プライマリ ベース サービス コンピュータ（サイド A）に設定データを入力するには次の手順

を実行します。

1. Cisco Agent Desktop Configuration Setup ユーティリティは自動的に起動し、

[CAD 基本サービスの場所（Location of CAD Base services）] ダイアログを表

示します（図 6）。

2. CAD 基本サービスの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。CAD 
Configuration Setup ユーティリティが起動します。

各ノードのフィールドに入力します。ツールバーの右矢印または Ctrl+N キーを

使用して、次のノードに進みます。

■ 必須情報の入力がすべて終わらないと、先には進めません。

■ ノードをとばすことはできません。

■ 左矢印または Ctrl+B キーを使用すれば、いつでも前のノードに戻ることが

できます。

■ [ 保存（Save）] ボタンは、すべてのノードが入力されている場合にのみ使

用できます。

3. すべてのノードの入力が完了したら、ツールバーの [ 保存（Save）] をクリック

するか、[ ファイル（File）]、[ 保存（Save）] の順に選択します。

データが正常に保存されると、ユーティリティは自動的に終了します。

（注）保存プロセスには数分かかる場合があります。

図 6. [CAD 基本サービスの場所（Location of CAD Base services）] ダイアログ
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（注）設定が保存されると、Unified CCE License Administration が自

動的に起動します。詳細については、「CAD 8.5 のライセンス」（P.90）
を参照してください。この手順を完了する必要があるのはサイド A のみ

です。
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CAD Configuration Setup ユーティリティ ノード

この項では、CAD Configuration Setup ユーティリティ ノードについて説明します。

Unified CM SOAP AXL へのアクセス手順（Unified CM SOAP AXL Access）

パブリッシャ Unified CM の管理機能が Unified CM SOAP AXL（Simple Object Access 
Protocol Administrative XML Layer）にアクセスする際に使用するログイン ID およびパ

スワードを入力します。ログイン ID とパスワードは、パブリッシャ Unified CM へのア

クセスに使用するものと同じです。このログイン ID は対応するパブリッシャ Unified 
CM のアプリケーション ユーザに対応します。

SOAP AXL アクセス用のアプリケーション ユーザがパブリッシャ Unified CM に存在し

ない場合、Unified CM でアプリケーション ユーザを作成し、それを標準 AXL API アク

セス ロールに割り当てる必要があります。詳細については、『Cisco Unified 
Communications Manager System Guide』の「Roles and User Groups」の項、およ

び『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「User 
Group Configuration」の項を参照してください。

ドロップダウン メニューから、接続している Unified CM のバージョン番号を選択しま

す。

（注）Unified CM バージョンのドロップダウン リストは、初めて CAD 
Configuration Setup ユーティリティを実行した際には表示されませ

ん。設定変更するために再度 CAD Configuration Setup ユーティリ

ティを実行すると表示されます。

必要な JTAPI ユーザ ID を入力します（大文字小文字を区別します）。

図 7. Unified CM SOAP AXL へのアクセス手順（Unified CM SOAP AXL Access）
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Unified CM のユーザ ロールに関する詳細情報については、『Cisco Unified 
Communications Manager System Guide』の「Roles and User Groups」の項を参照

してください。Unified CM の JTAPI ユーザの詳細については、『Installation and 
Configuration Guide Cisco Unified Contact Center Enterprise』の「How to Configure 
Users for the Phones, the Unified CM PG, and Unified IP IVR」の項を参照してくださ

い。これらのドキュメントは、シスコの Web サイト（www.cisco.com）から入手でき

ます。

（注）初期設定後にこれらの設定を変更する場合、Sync サービスおよび 
VoIP モニタ サービスを再起動し、変更が正しく登録されたことを確認

してください。
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Unified Communications Manager

Unified CM サーバが 1 つのみの場合は、[ ホスト名（Hostname）] または [IP アドレス

（IP Address）] を選択して [ パブリッシャ（Publisher）] セクションを入力します。そ

の後、パブリッシャの Unified CM サーバの場所を入力します。[ サブスクライバ

（Subscriber）] セクションは空欄のままにします。

Unified CM クラスタがある場合は、[ パブリッシャ（Publisher）] セクションを入力し、

[ サブスクライバ（Subscriber）] セクションにサブスクライバ Unified CM サーバの場

所をすべて追加します。

サブスクライバの場所を追加するには、[ 追加（Add）] をクリックします。[ ホストの追

加 / 編集（Add/Edit Host）] ダイアログボックスが表示されます。次のいずれかの方法

でサブスクライバ Unified CM サーバの場所を入力し、[ 適用（Apply）] をクリックしま

す。

図 8. Unified Communications Manager
62 2013 年 5 月 17 日



CAD Configuration Setup ユーティリティ
■ [ ホスト名（Hostname）] を選択してから、サブスクライバ Unified CM サーバ

のホスト名を入力します。

■ [ ホスト名（Hostname）] を選択してから、ドロップダウン リストでサブスク

ライバ Unified CM サーバのホスト名を選択します。

■ [IP アドレス（IP Address）] を選択してから、サブスクライバ Unified CM サー

バの IP アドレスを入力します。

（注）初期設定後にこれらの設定を変更する場合、Sync サービスおよび 
VoIP モニタ サービスを再起動し、変更が正しく登録されたことを確認

してください。
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CTI サーバ（Unified CM）（CTI Server (Unified CM)）

CM または Unified CM クラスタに関連付けられた Unified ICM CTI サーバのホスト名ま

たは IP アドレス、ポート番号、およびペリフェラル ID を入力します。

■ CTI サーバが Unified ICM にホスト名で入力されている場合は、ホスト名を入力

します。IP アドレスで入力されている場合は、IP アドレスを入力します。

Unified ICM と CAD Configuration Setup ユーティリティにホスト名と IP アド

レスが混在していると、デスクトップ アプリケーションでエンタープライズ 
データの表示に失敗する場合があります。

■ Unified ICM CTI サーバが 1 つのみの場合は、[ サイド A（Side A）] セクション

に入力します。

■ 複製環境で冗長 Unified ICM CTI サーバも使用している場合は、[ サイド B
（Side B）] セクションに冗長 Unified ICM CTI サーバの場所を入力します。

■ システムの適切なペリフェラル ID を入力します。デフォルト値は 5000 です。

ペリフェラル ID は、エージェントやスキルなどの情報をフィルタするために

サービスによって使用されます。システムのペリフェラル ID は、Unified ICM 
Configuration Manager の PG Explorer を使用して確認できます。

図 9. CTI サーバ（Unified CM）（CTI Server (Unified CM)）
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（注）ペリフェラル ID を変更する場合は、Sync サービス、エンタープ

ライズ サービス、および BIPPA サービスを再起動し、変更が正しく登

録されたことを確認してください。
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CTI OS

CTI OS（Computer Telephony Integration Object Server）のホスト名または IP アドレ

ス、およびポート番号を入力します。

■ CTI OS が 1 つのみの場合は、[CTI OS A] セクションに情報を入力します。

■ 複製環境で冗長 CTI OS も使用している場合は、[CTI OS B] セクションに冗長 
CTI OS の場所を入力します。

設定を変更するために 2 度目に CAD Configuration Setup ユーティリティを実行してい

る場合は、「CTI OS のセキュリティ設定は有効になっていますか（Is the CTI OS 
Security Setting Enabled）」という質問が表示されるので、[ はい（Yes）] または [ い
いえ（No）] を選択します。[ はい（Yes）] を選択した場合は、CTI OS サーバで CTI OS 
セキュリティが有効になっていることを確認してください。次に、「CTI OS セキュリ

ティの設定」（P.141）の手順に従います。

図 10. CTI OS
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ICM Admin Workstation ディストリビュータ（ICM Admin Workstation 
Distributor）

ICM Admin Workstation（AW）Distributor のホスト名または IP アドレスを入力しま

す。

■ ICM AW Distributor が 1 つのみの場合は、[ プライマリ（Primary）] セクション

のみに入力します。

■ セカンダリ ICM AW Distributor を使用する場合は、[ セカンダリ（Secondary）] 
セクションにその場所を入力します。

設定変更についてのその他の考慮事項

初期設定後にどちらか一方でも場所を変更する場合、各録音および統計サービス、およ

び Sync サービスを再起動し、変更が正しく登録されたことを確認してください。

[ ダイナミック リスキル（Dynamic Reskilling）] セクションおよび [Cisco Unified 
System Contact Center 環境（Cisco Unified System Contact Center Environment）] 

図 11. ICM Admin Workstation ディストリビュータ（ICM Admin Workstation Distributor）
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セクションは、設定の変更を目的として 2 回目の CAD Configuration Setup ユーティリ

ティを実行している場合にのみ表示されます。

[ ダイナミック リスキル（Dynamic Reskilling）] セクションで、[ 有効（Enabled）] 
チェックボックスをオンにします。これにより、スーパーバイザは Unified Contact 
Center Enterprise Web Administration Agent Re-skilling ツールを使用して、チームの

エージェントのスキルを動的に変更できるようになります。このツールは Web ベースの

アプリケーションです。ツールがセキュア サーバに存在し、セキュア ソケット URL
（https）が必要な場合は、[ セキュリティ保護されたクライアント接続（Secured client 
connection）] チェックボックスをオンにします。このボックスをオフにしていると、

URL には http プレフィックスが使用されます。

[Cisco Unified System Contact Center 環境（Cisco Unified System Contact Center 
Environment）] セクションで、[ はい（Yes）] または [ いいえ（No）] を選択し、

Unified System Contact Center（SCC）環境で設定を実行するかどうかを指定します。

図 12. ICM Admin Workstation ディストリビュータ（ICM Admin Workstation Distributor）
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ICM Admin Workstation データベース

ICM Admin Workstation データベースの場所は、[ICM Admin Workstation ディストリ

ビュータ（ICM Admin Workstation Distributor）] ノードで入力した内容に基づいて自

動的に設定されます。

NT 認証を選択し、インスタンス名およびユーザ ログイン ID/ パスワードを入力します。

これらのフィールドに入力する文字列はすべて、大文字と小文字が区別されます。

（注）NT 認証を選択することを強く推奨します。SQL 認証はトラブル

シューティングの目的でのみ表示されます。

これはインストール前の準備中に作成したユーザ アカウントです。詳細については、

「ユーザ アカウントおよび権限の準備」（P.43）を参照してください。

■ ユーザは ICM Admin Workstation データベースの読み取り権限を持つ必要があ

ります。

図 13. ICM Admin Workstation データベース
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■ ユーザは、ICM Admin Workstation コンピュータの読み取り権限および書き込

み権限を持つ必要があります。

接続タイプとして TCP/IP または名前付きパイプを選択します。

■ TCP/IP（推奨）の場合は、データベースへの接続に使用するポート番号を入力

します。

■ 名前付きパイプの場合は、[ ポート（Port）] フィールドに \\< パス > の形式で共

有パスを入力します。

設定変更についてのその他の考慮事項

NT 認証を使用しているときに、片方のサイドで ICM の [ ログイン ID（Login ID）] また

は [ パスワード（Password）] を変更すると、その変更はもう一方のサイドにも複製さ

れます。ただし、Windows サービス ユーザも正しく更新されるようにするには、もう

一方のサイドで CAD Configuration Setup ユーティリティを実行し、[ 適用（Apply）] 
をクリックしてこの設定を保存する必要があります。

初期設定後に接続タイプを変更する場合、各録音および統計サービス、および Sync サー

ビスを再起動し、変更が正しく登録されたことを確認してください。
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録音および統計データベースの設定（Recording and Statistics Database 
Configuration）

システムのデータ ストアのタイプを適切に選択するためのガイドとして、「適切なデータ 
ストアの選択」（P.40）を参照することを強くお勧めします。

使用するデータ ストアのタイプとして、フラット ファイル（デフォルト）または SQL 
Server を選択します。

フラット ファイル

フラット ファイルはデフォルトで選択され、その他のウィンドウは無効化されます。次

のノードに進みます。

SQL Server： 
SQL Server データベースを選択した場合は、プライマリおよび（オプションの）セカン

ダリの録音および統計サービスをホストするサーバのホスト名を入力します。

図 14. 録音および統計データベースの設定（Recording and Statistics Database 
Configuration）
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（注）[ ホスト名（Host Name）] フィールドを使用してデータベースに

接続します。[IP アドレス（IP Address）] フィールドはデータを一切含

まず、トラブルシューティングのみを目的として提供されます。

（注）SQL Server データベースを選択した場合は、両方のサーバに 
SQL Server 2005 がインストールされている必要があります

（「CAD 8.5 用の Microsoft SQL Server 2005 の設定」（P.44）を参

照）。SQL Server 2005 がインストールされていない場合は、フラット 
ファイルを選択する必要があります。

後からフラット ファイル データ ストアを SQL Server データ ストアに変更でき

ます。SQL Server をインストールおよび設定する必要があります。その後、

CAD Configuration Setup ユーティリティを実行し、このノードで SQL Server 
を設定します。Data Migration Tool を使用してデータを新しくインストールし

た SQL Server に移動できるようになります。

NT 認証を選択し、次のフィールドを入力します。

（注）NT 認証を選択することを強く推奨します。SQL 認証はトラブル

シューティングの目的でのみ表示されます。

■ [ インスタンス名（Instance Name）]：CAD SQL のインスタンス名を入力しま

す。

■ [ データベース ディレクトリ（Database Directory）]（CAD 8.5(2) から表示さ

れます）：CAD SQL インスタンス データベースへのディレクトリ パスを入力し

ます。

すべての SQL インスタンスがデフォルトの場所にインストールされます。CAD 
は使用している SQL がこのデフォルトの場所にインストールされているものと

仮定します。ただし CAD SQL インスタンスは、ここで指定する別の場所にイン

ストールされる場合があります。

デフォルト以外のデータベース ディレクトリを使用する場合、両方のサーバで

変更する必要があります。他のサーバでは、自動入力は行われません。

■ [ ログイン ID/ パスワード（Login ID/Password）]：ログイン ID および CAD 
SQL インスタンス データベースのパスワードを入力します。ユーザはデータ

ベースの読み取り権限を持つ必要があります。

ユーザは、ICM Admin Workstation コンピュータのアカウントも持つ必要があ

ります。

（注）ICM Admin Workstation データベース ノードの ICM Admin 
Workstation データベースで NT 認証を選択し、録音および統計データ

ベースで NT 認証を選択している場合、ICM Admin Workstation データ

ベース ノードで入力されたユーザ名とパスワードがこのノードで自動

的に入力され読み取り専用になります。
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（注）ここの [ ログイン ID（Login ID）] が SQL Server のインストール

中（「CAD 8.5 用の Microsoft SQL Server 2005 の設定」のステップ 
7）に使用された ID と異なる場合は、ステップ 7 に従ってこの新しい

ユーザを再プロビジョニングする必要があります。

（注）片方のサイドで [ ログイン ID（Login ID）]/[ パスワード

（Password）] を変更すると、その変更はもう一方のサイドに複製され

ます。ただし、Windows サービス ユーザも正しく更新されるようにす

るには、もう一方のサイドで CAD Configuration Setup ユーティリ

ティを実行し、[ 適用（Apply）] をクリックしてこの設定を保存する必

要があります。

接続タイプとして TCP/IP（推奨）または名前付きパイプを選択します。TCP/IP を選択

する場合は、データベースへの接続に使用するポート番号を入力します。

重要事項 : 初期設定後にこのノードの設定を変更する場合は、必ず各録

音および統計サービスと同期サービスを再起動し、これらのサービスに

よって変更が適切に登録されていることを確認します。
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録音および統計サービス データベース（Recording and Statistics Service 
Database）

（注）複製システムのセカンダリ サーバで CAD Configuration Setup 
ユーティリティを実行している場合は、プライマリ システムに情報が

すでに入力されているため、この手順は表示されません。

（注）初期設定後にこれらの設定を変更する場合、各録音および統計

サービスを再起動し、変更が正しく登録されたことを確認してくださ

い。

録音および統計サービスのデータベースの設定方法を選択します。

■ 1 つのサービスまたは複製環境のプライマリ サービスをインストールする場合

は、[ ブランク データベース（Blank Database）]（デフォルト）を選択しま

す。このオプションを選択すると、データベースのスキーマが作成されます。

以前にバックアップしたデータベースから復元を行う場合は、[ ファイルから復

元（Restore From）] を選択します。複製環境で CAD を実行すると、メッセー

ジが表示され、データの復元前に複製をシャットダウンする必要があることが示

されます。ダイアログボックスを閉じたら、[ 参照（Browse）] をクリックし

て、BackupDB および CDBRTool ユーティリティを使用して作成されたバック

図 15. 録音および統計サービス データベース（Recording and Statistics Service Database）
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アップ データベースの場所まで移動します。次の手順に進むと、メッセージが

表示され、復元後に複製を再確立する必要があることが示されます。詳細につい

ては、「バックアップと復元」（P.121）を参照してください。  

（注）オーディオ ファイルを復元しなくても録音のメタデータを復元で

きますが、オーディオ ファイルは録音のメタデータがなければ復元で

きません。
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バックアップ データの復元（Restore Backup Data）

このノードは、CAD Configuration Setup ユーティリティを初めて実行した場合にのみ

表示されます。

以前のバージョンの CAD からのアップグレードで、保存されたデータを復元する場合

は、[ はい（Yes）] を選択します。ダイアログボックスが表示され、バックアップ デー

タの復元を開始する前に複製をシャットダウンする必要があることが示されます。

（注）データの復元前に複製をシャットダウンしないと、データベース

が破損する場合があります。

[OK] をクリックし、[ バックアップ フォルダの場所（Backup Folder Location）] 
フィールドにバックアップ フォルダへのパスを入力します。

次のノードに移動すると、ダイアログボックスが表示され、CAD Configuration Setup 
ユーティリティを終了した後に複製を再確立する必要があることが示されます。

図 16. バックアップ データの復元（Restore Backup Data）
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CAD-BE サーバ（CAD-BE Servers）

CAD-BE サーバ ノードは、設定変更のために CAD Configuration Setup ユーティリティ

を再実行している場合にのみ表示されます。  

[ プライマリ（Primary）] の [ 場所（Location）] フィールドに、CAD 基本サービス 
サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。このサーバには、CAD-BE の実行に

必要な Tomcat がインストールされています。

一部のエージェントがファイアウォールの外側にある場合は、これらのサーバに対応す

る外部ホスト名または IP アドレスを使用します。すべてのエージェントがファイア

ウォール内に存在する場合は、内部ホスト名または IP アドレスを使用します。

CAD 基本サービスに 2 つめのサーバを使用し、サーバ間に複製を設定している場合は、

2 つめのサーバの場所を [ セカンダリ（Secondary）] の [ 場所（Location）] フィール

ドに入力します。

図 17. CAD-BE サーバ（CAD-BE Servers）
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（注）CAD Configuration Setup ユーティリティを初めて実行した際の

設定や確立された複製の変更を行う場合は、[ セカンダリ（Secindary）
] の [ 場所（Location）] フィールドは自動的に入力されます。

（注）[ セカンダリ（Secondary）] の [ 場所（Location）] フィールド

は、2 つめの CAD 基本サービス サーバを設定して複製を確立するまで

有効になりません。
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VoIP モニタ サービス（VoIP Monitor Service）

VoIP モニタ サービス ノードは、設定変更するために再度 CAD Configuration Setup 
ユーティリティを実行した場合にのみ表示されます。

音声パケットを送信する宛先であるネットワーク アダプタの IP アドレスを選択し、VoIP 
モニタ サービス（サーバ マシンの場合）またはデスクトップ モニタ（クライアント デ
スクトップの場合）によるスニッフィングを実行します。

■ VoIP モニタ サービス サーバの場合、これは、SPAN 用に設定されたポートに接

続する NIC の IP アドレスです。

■ クライアント デスクトップ コンピュータの場合、これは、コンピュータが電話

機にデイジーチェーンされている NIC の IP アドレスです。

（注）これらの設定を初期設定の後に変更する場合、VoIP モニタ サービ

スまたはクライアント アプリケーション（Configuration Setup の実行

環境に依存）を再起動し、変更が正しく登録されたことを確認してくだ

さい。

図 18. VoIP モニタ サービス（VoIP Monitor Service）
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サービスの設定（Services Configuration）

サービス設定ノードは、設定変更するために再度 CAD Configuration Setup ユーティリ

ティを実行した場合にのみ表示されます。

コンピュータに複数の IP アドレスがある場合は、LAN への接続に使用している NIC の 
IP アドレスを選択してください。この LAN には、クライアント デスクトップからアク

セスできる必要があります。

CAD の自動更新を有効にするには、[ はい（Yes）] を選択します。自動更新を有効にす

ると、Agent Desktop、Supervisor Desktop、Desktop Work Flow Administrator の起

動時に毎回新しいバージョンが検索されるようになります。新バージョンが見つかると、

自動的に更新プロセスが実行されます。

（注）Unified CM に接続するには、この手順と Unified CM で BIPPA 
サービスの ID およびパスワードを同一に設定しておく必要があります。

この手順のフィールドは、Unified CM でユーザを設定する前に入力で

きます。Unified CM でクレデンシャルを設定するには、「Unified CM 
ユーザの作成」（P.137）を参照してください。これらの設定を変更する

図 19. サービスの設定（Services Configuration）
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場合、CAD のサービスをすべて再起動し、変更が正しく登録されたこ

とを確認してください。

WAN または LAN のハイ アベイラビリティを使用していて、マスター サーバを指定した

い場合は、[ マスター サーバの選択（Select Master Server）] チェックボックスをオン

にしてから、ドロップダウン リストで該当する IP アドレスを選択します。

（注）WAN リンクが停止すると、両方のサーバはもう一方のサーバが停

止したと判断し、マスター サーバとして引き継ぎを行おうとします。

リンクが復元すると、この設定はマスター サーバと待機サーバを指定

します。
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SNMP の設定（SNMP Configuration）

SNMP の設定手順が表示されるのは、設定を変更するために CAD Configuration Setup 
ユーティリティを再度実行しており、かつ CAD 基本サービスをホストするサーバに 
Microsoft 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）サービスがインストールされてい

る場合のみです。

SNMP を使用すると、1 つまたは複数の SNMP マネージャと呼ばれるワークステーショ

ンからネットワークをモニタおよび管理できます。SNMP は、実際にはネットワーク内

に存在するデバイスからネットワーク管理データを収集するための手段となる一連の仕

様です。SNMP は、このようなデバイスに問題が発生したときに管理ステーションにそ

れを報告する手段も提供します。このツールの使用方法の詳細については、Microsoft 社
の SNMP マニュアルを参照してください。

SNMP サービスをインストールするには、[ プログラムの追加と削除（Add or Remove 
Programs）] コントロール パネルを開き、[ コンポーネントの追加と削除（Add or 
Remove Windows Components）] をクリックします。コンポーネントのリストから [
管理とモニタ ツール（Management and Monitoring Tools）] を選択して、[ 簡易ネッ

トワーク管理プロトコル（SNMP）（Simple Network Management Protocol）] を選択

します
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[SNMP トラップの生成を有効にする（Enable SNMP Trap Generation）] チェックボッ

クスをオンにすると、CAD サービス サーバから [ 宛先（Destination）] ペインで設定さ

れた IP アドレスに INFO 以上のエラー メッセージが送信されます。[ 追加（Add）]、[
編集（Edit）]、および [ 削除（Remove）] ボタンを使用して、宛先 IP アドレスのリス

トを管理します。

図 20. SNMP の設定（SNMP Configuration）
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シンクライアント環境（Thin Client Environment）

このノードは、シンクライアント サービスがホストされている PC で CAD 
Configuration Setup ユーティリティを実行している場合にのみ表示されます。

Microsoft Terminal Services、Citrix、VMWare などのシンクライアント環境に CAD を
インストールした場合は、[ はい（Yes）] を選択します。それ以外の場合は、[ いいえ

（No）] をクリックしてください。

図 21. シンクライアント環境（Thin Client Environment）
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複製（Replication）

複製ノードは、設定変更のために再度 CAD Configuration Setup ユーティリティを実行

した場合にのみ表示されます。

この手順を使用すると、システムの初期設定後に、セカンダリのディレクトリ サービス、

またはセカンダリの録音および統計サービス、あるいはその両方を追加できます。これ

により、プライマリ サービスからセカンダリ サービスにデータが複製され、両方の情報

が同一になります。

先に進む前に、両方のサーバが稼働し、サービスが起動していることを確認します。

SQL Server データベースを使用している場合は、両方の SQL インスタンスが起動し、

ファイアウォールが適切に設定されている必要があります。

（注）ディレクトリ サービス、または録音および統計サービス、または

その両方の複製を設定する場合は、両方のコンピュータで CSA を停止

します。

（注）フラット ファイルの実装を選択した場合、デフォルトではディレ

クトリ サービスの複製がオンになり、[ 録音および統計の複製

（Recording and Statistics Replication）] オプションが表示されます。

図 22. 複製（Replication）
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ディレクトリ サービスの複製を設定するには、[ ディレクトリ サービスの複製

（Directory Services Replication）] で [ オン（On）] を選択し、フィールドにプライマ

リ サーバとセカンダリ サーバの IP アドレスを入力してから、[ 適用（Apply）] をクリッ

クします。

録音および統計の複製を設定するには、[ 録音および統計の複製（Recording and 
Statistics Replication）] で [ オン（On）] を選択し、フィールドにプライマリ サーバと

セカンダリ サーバの IP アドレスを入力してから、[ 適用（Apply）] をクリックします。

ダイアログボックスが表示され、録音および統計の複製に使用するプライマリ サーバの

ホスト名を入力するように求められます。ホスト名を入力して [OK] をクリックします。

別のダイアログボックスが表示され、録音および統計の複製に使用するセカンダリ サー

バのホスト名を入力するように求められます。ホスト名を入力して [OK] をクリックしま

す。
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複製システムのセカンダリ サーバの設定

複製システム（サイド B）のセカンダリ サーバで初めて CAD Configuration Setup ユー

ティリティを実行している場合は、次の手順を実行します。

セカンダリの基本サービス コンピュータ（サイド B）で設定データを入力する方法：

1. CAD Configuration Setup ユーティリティは自動的に起動し、[CAD 基本サービ

スの場所（Location of CAD Base Services）] ダイアログ（図 6（P.58））を表

示します。

2. CAD 基本サービスの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。ダイアロ

グボックスが表示され、ディレクトリ サービスの複製を設定するかどうかをた

ずねられます。

3. [ はい（Yes）] をクリックします。セカンダリ CAD 基本サービス ダイアログ

ボックスが表示されます（図 23）。

4. セカンダリ CAD 基本サービスをホストするサーバの IP アドレスを入力し、

[OK] をクリックします。確認のダイアログボックスが表示され、プライマリと

セカンダリの IP アドレスが正しいかどうかを指示するように求められます。

5. [ はい（Yes）] をクリックして複製を設定します。複製が完了すると、CAD 
Configuration Setup ユーティリティが起動します。

6. 各ノードのフィールドには、プライマリ サーバ（サイド A）上で CAD 
Configuration Setup ユーティリティに入力された情報に基づいて、すでにデー

タが入力されています。各ノードを切り替えて、情報が正しいことを確認しま

す。

7. すべてのノードを確認したら、ツールバーの [ 保存（Save）] をクリックする

か、[ ファイル（File）]、[ 保存（Save）] の順に選択します。データが正常に

保存されると、プログラムは自動的に終了します。

（注）保存プロセスには数分かかる場合があります。

図 23. セカンダリ CAD 基本サービス ダイアログボックス
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設定変更

CAD Configuration Setup ユーティリティは、設定を変更するために再実行できます。

CAD の設定を変更するには、次の手順を実行します。

1. 次のいずれかの方法で CAD Configuration Setup ユーティリティを起動します。

■ Desktop Work Flow Administrator で、左側のペインから論理コンタクト 
センター ノードを選択し、次にメニュー バーから [ セットアップ（Setup）
] > [ システムの設定（Configure Systems）] を選択します。

■ 別の CAD ホスト コンピュータで、...\Program Files\Cisco\Desktop\bin 
フォルダに移動し、postinstall.exe をダブルクリックします。

CAD Configuration Setup ユーティリティが起動し、CAD 基本サービスの場所

ダイアログが表示されます（図 24）。

2. CAD 基本サービスのプライマリおよびセカンダリ IP アドレスが正しいことを確

認し、[OK] をクリックします。CAD Configuration Setup ユーティリティが起

動します。

ノードは次の順番で表示されます。

a.「Unified CM SOAP AXL へのアクセス手順（Unified CM SOAP AXL 
Access）」（P.60）

b.「Unified Communications Manager」（P.62）

c.「CTI サーバ（Unified CM）（CTI Server (Unified CM)）」（P.64）

d.「CTI OS」（P.66）

e.「CAD-BE サーバ（CAD-BE Servers）」（P.77）

f.「ICM Admin Workstation ディストリビュータ（ICM Admin Workstation 
Distributor）」（P.67）

g.「ICM Admin Workstation データベース」（P.69）

図 24. CAD 基本サービスの場所ダイアログボックス
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h.「録音および統計データベースの設定（Recording and Statistics Database 
Configuration）」（P.71）

i.「録音および統計サービス データベース（Recording and Statistics 
Service Database）」（P.74）

j.「VoIP モニタ サービス（VoIP Monitor Service）」（P.79）

k.「サービスの設定（Services Configuration）」（P.80）

l.「複製（Replication）」（P.85）

（注）左側と右側のペインを切り替えるには、F6 を使用します。左側の

ペインでの上下の移動には、↑および↓を使用します。

3. 左側のペインで変更するノードを選択し、右側のペインで新しいデータを入力し

てから、[ 適用（Apply）] をクリックします。

■ ノードは任意の順番で表示できます。

■ ノードで変更を行った場合は、別のノードに移動する前に、[ 適用（Apply）] 
をクリックして変更内容を保存する必要があります。

4. 変更が終わったら、[ ファイル（File）] > [ 終了（Exit）] を選択するか、[ 閉じ

る（Close）] をクリックします。CAD Configuration Setup ユーティリティが

終了します。

5. CAD 基本サービスおよびすべてのデスクトップを再起動し、変更を有効にしま

す。
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CAD 8.5 のライセンス

CAD をインストールし、設定すると、Unified CCE License Administration が自動的に

起動します。この時点でソフトウェアのライセンスを受けるか、またはアプリケーショ

ンを閉じ、後でソフトウェアのライセンスを受けることができます。CAD サービスのラ

イセンスを受けるまで、CAD ソフトウェアを実行できません。購入したシート数を更新

する場合はいつでも、Unified CCE License Administration を再実行できます。

（注）既存または新しいサーバでアップグレードが実行される場合、現

在のライセンスは持続します。新しいライセンスは必要ありません。

（注）ソフトウェアのライセンス供与は、シスコ チャネル パートナーま

たはシスコ プロフェッショナル サービスによってのみ実行できます。

ライセンス アカウントの取得

ソフトウェアのライセンスを受けるには、ライセンス アカウントのユーザ ID とパス

ワードを取得する必要があります。

ライセンス アカウントを取得するには、次の手順を実行します。

1. Internet Explorer を起動します。

2. 次のアドレスに移動します。

http://cadlicensing.com/sws/WebLicensingInitial/InitialLicensePage.html

3. [Create a License Account] ハイパーリンクをクリックします。

4. Partner License Request Form に記入し、[E-mail Request] をクリックしま

す。要求が処理されると、ユーザ ID とパスワードが電子メールで送られます。

Unified CCE License Administration の使用

Windows Server 2003 を実行するコンピュータに CAD サービスをインストールする場

合、Internet Explorer に次のメッセージが表示され、Web サイトへのアクセスがブロッ

クされることがあります。

下に表示されている Web サイトのコンテンツは Internet Explorer セキュリ

ティ強化の構成によりブロックされています。（Content from the web site 
listed below is being blocked by the Internet Explorer Enhanced Security 
Configuration.）

ライセンス Web サイトにアクセスできるように、Internet Explorer を再設定する必要

があります。

ライセンス Web サイトにアクセスできるようにするには、次の手順を実行します。

1. Internet Explorer を起動します。
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2. [ ツール（Tools）]、[ インターネット オプション（Internet Options）] の順に

選択し、[ セキュリティ（Security）] タブを選択します。

3. [ 信頼済みサイト（Trusted Sites）] を選択し、[ サイト（Sites）] をクリックし

ます。

4. 該当するフィールドに、ライセンス Web サイトの URL を入力し、[ 追加

（Add）] をクリックします。

5. [ このゾーンのサイトにはすべてサーバの確認 (https:) を必要とする（Require 
Server Verification (https:) For All Sites in This Zone）] チェックボックスをオ

フにして、[OK] をクリックします。

CAD 8.5 のライセンスを受けるには、次の手順を実行します。

1. ...\Program Files\Cisco\Desktop\bin フォルダの LicenseAdmin.exe を起動し

ます。[Unified CCE License Administration] が表示されます（図 25）。

2. [ ライセンス URL（License URL）] をクリックします。Internet Explorer が起

動され、http://cadlicensing.com/sws/ciscoLicense/LicenseRegister.html 
の Web サイトにアクセスします。

3. Web サイトの指示に従います。すべての情報が必要です。

図 25. Unified CCE License Administration
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4. [ 送信（Submit）] をクリックします。Web サイトに、製品のライセンスに必要

なライセンス コードと確認番号を示すページが表示されます（図 26）。

5. Unified CCE License Administration にカスタマー ID、ライセンス コード、お

よび確認番号を入力して、[ 完了（Finish）] をクリックします。ライセンスさ

れたすべてのアプリケーションがアクティベーションされます。

録音のライセンス

録音と再生はライセンス機能です。使用可能なライセンス数は、購入したバンドルのタ

イプによって決まります。

■ 標準：ライセンスなし

■ 拡張：32 ライセンス

■ プレミアム：80 ライセンス

ライセンスは、スーパーバイザまたはエージェントが録音機能をトリガーしたときに使

用され、録音を停止したときに解放されます。ライセンスは、スーパーバイザがスー

パーバイザ レコードビューアを開いたときにも使用され、スーパーバイザ レコード

ビューアを閉じたときに解放されます。

すべてのライセンスが使用中の場合

■ エージェントとスーパーバイザはコールを録音できません。

■ スーパーバイザはスーパーバイザ レコードビューアを開くことができず、ライ

センス エラーが発生したことを示すエラー メッセージが表示されます。

図 26. ライセンス コードと確認番号
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その他のインストールのシナリオ

SQL Server を使用した CAD 8.5 のインストール

データ保存の方法として SQL Server 2005 を使用することを選択した場合は、フラット 
ファイルを使用して CAD 8.5 をインストールしてから、データ保存の方法を SQL 
Server に変換することをお勧めします。

手順は次のとおりです。

1. インストール前の準備を完了します。詳細については、「ユーザ アカウントおよ

び権限の準備」（P.43）を参照してください。

2.（冗長システム内のサイド A とサイド B で）SQL Server 2005 をインストール

および設定します。詳しくは、「CAD 8.5 用の Microsoft SQL Server 2005 の
設定」（P.44）を参照してください。

3. SQL Server 2005 がインストールされているプライマリ サーバ（サイド A）で 
CAD 基本サービスをインストールします。詳しくは、「CAD 基本サービスのイ

ンストール」（P.51）を参照してください。

4. CAD Configuration Setup ユーティリティでサイド A に CAD 基本サービスを設

定します。プライマリ サーバ（サイド A）で CAD サービスを設定する手順につ

いては、「複製システムでのプライマリ サーバの設定」（P.58）を参照してくだ

さい。CAD Configuration Setup ユーティリティの詳細については、「CAD 
Configuration Setup ユーティリティ」（P.56）を参照してください。

ノードは次の順番で表示されます。

a.「Unified CM SOAP AXL へのアクセス手順（Unified CM SOAP AXL 
Access）」（P.60）

b.「Unified Communications Manager」（P.62）

c.「CTI サーバ（Unified CM）（CTI Server (Unified CM)）」（P.64）

d.「CTI OS」（P.66） 

e.「ICM Admin Workstation ディストリビュータ（ICM Admin Workstation 
Distributor）」（P.67）

f.「ICM Admin Workstation データベース」（P.69）

g.「録音および統計データベースの設定（Recording and Statistics Database 
Configuration）」（P.71）

h.「録音および統計サービス データベース（Recording and Statistics 
Service Database）」（P.74）

i.「バックアップ データの復元（Restore Backup Data）」（P.76）

5. Unified CCE License Administration を使用して CAD のライセンスを設定しま

す。詳細については、「CAD 8.5 のライセンス」（P.90）を参照してください。
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6. セカンダリ サーバ（サイド B）に CAD サービスをインストールします。手順は

サイド A と同じです。詳細については、「CAD 基本サービスのインストール」

（P.51）を参照してください。

7. CAD Configuration Setup ユーティリティでサイド B に CAD 基本サービスを設

定します。詳細については、「複製システムのセカンダリ サーバの設定」（P.87）
を参照してください。フィールドは、サイド A の CAD の設定時に入力した情報

に基づいて自動入力されています。情報が正しいことを確認します。

（注）サイド B では [Unified CCE License Administration] を入力する

必要はありません。

8. ペリフェラル ゲートウェイのレジストリの変更 詳しくは、「ペリフェラル ゲー

トウェイのレジストリの変更」（P.95）を参照してください。

9. クライアント MSI ファイルを設定します。詳細については、「CAD クライアン

ト MSI ファイルの設定」（P.97）を参照してください。

10. 管理者のデスクトップに Desktop Administrator をインストールします。詳細

については、「デスクトップ アプリケーションのインストール」（P.104）を参照

してください。

11. その他のクライアント デスクトップをインストールします。

a. Agent Desktop をエージェントのデスクトップにインストールします。

b. Supervisor Desktop をスーパーバイザのデスクトップにインストールしま

す。

c. Java Runtime Error（JRE）ブラウザ プラグインを CAD-BE エージェント 
デスクトップに設定します。

12. CAD Configuration Setup ユーティリティを使用して設定を変更し、データ ス
トアを切り替える準備をします。詳しくは、「データ ストア切り替えの準備」

（P.131）を参照してください。

13. Data Migration Tool を使用して、データ ストアをフラット ファイルから SQL 
Server に変更します。詳しくは、「Data Migration Tool の使用」（P.132）を参

照してください。
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ペリフェラル ゲートウェイのレジストリの変
更

ペリフェラル ゲートウェイ（PG）コンピュータのレジストリ キーを変更して、Agent 
Desktop のコール アクティビティ ウィンドウに、呼び出し元が IVR（Intelligent Voice 
Recognition）で使った正しい時間が表示されるようにする必要があります。

この変更は、CAD サービスとデスクトップをインストールした後に実行する必要があり

ます。

PG コンピュータのレジストリ キーを変更するには、次の手順を実行します。

1. CAD 基本サービスがインストールされている PG コンピュータで、Windows 
Registry Editor（regedit）を開きます。

2. 次のキーに移動します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems, Inc.\ICM\ 
<ICM instance>\PG <PG number>\PG\CurrentVersion\OPC\CallControl\ 
pim <PIM number>\NewCallOffersUpdateDNIS

3. NewCallOffersUpdateDNIS の値を 1 に変更します。

4. Windows レジストリ エディタを閉じます。
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CAD デスクトップ クライアント ア
プリケーション
CAD クライアント MSI ファイルの設定

概要

CAD は、ホスト（通常はペリフェラル ゲートウェイ）上での CAD 基本サービスのイン

ストールまたはアップグレード中に、エージェント、スーパーバイザ、および管理者の

デスクトップ クライアント アプリケーションのインストールおよびメンテナンス リリー

ス パッケージを動的に作成します。結果の CAD MSI パッケージは、実稼働サーバの次

の場所に配置されます。

C:\Program Files\Cisco\Desktop\Tomcat\webapps\TUP\CAD

このフォルダに保存されている MSI ファイルは手動配備および自動配備の両方での使用

を目的としています。サーバ側インストールのコンテキスト内でインストール パッケー

ジを作成する利点は、結果のクライアント MSI に配備固有の情報（サーバ ホスト IP ア
ドレスや言語の選択など）が含まれ、クライアント側のサイレント インストールが容易

になることです。

ただし、配備パートナーやお客様がサードパーティの自動パッケージ配布ツール

（Microsoft System Configuration Manager など）を使おうとしている環境では、CAD 
サーバ側インストールの実行前に、CAD MSI パッケージに頻繁にアクセスする必要があ

ります。

これらの要件に適合するため、2 つの新しい機能が CAD 8.5 に追加されています。

■ 基本リリースのクライアント コンフィギュレーション パッケージは、個別に使

用可能なサーバ インストール パッケージの CAD 8.5 メディアに MSI 設定ツー

ルを備えています。

■ メンテナンス リリース（MR）およびエンジニアリング スペシャル（ES）では、

MSI はシスコの Web サイトに掲示されます。
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基本リリースのクライアント MSI 準備手順

クライアント コンフィギュレーション パッケージには MSI コンフィギュレーション 
ツールとスタンドアロン ディレクトリ構造が含まれます。MSI コンフィギュレーション 
ツールは、配備エンジニアに環境固有のコンフィギュレーション データを提供するよう

に要求し、スタンドアロン ディレクトリ内のファイルとやりとりして、CAD クライアン

ト MSI を作成します。

クライアント コンフィギュレーション パッケージを使用して MSI インストール パッケージ

を設定するには次の手順を実行します。

1. ソース DVD の Client フォルダを Microsoft Windows XP または Vista コン

ピュータ上の任意の場所にコピーします。フォルダには、次のサブフォルダと

ユーティリティが含まれます。

■ Administrator（フォルダ）

■ Agent（フォルダ）

■ Supervisor（フォルダ）

■ ConfigureMSI.exe

2. フォルダに移動し、ConfigureMSI.exe をダブルクリックして、MSI コンフィ

ギュレーション ツールを起動します。

3. ツールから求められたコンフィギュレーション データを入力します。次の情報

が求められます。

■ コンタクト センターの言語

■ CAD の LDAP Host 1 の IP アドレス

■ CAD の LDAP Host 2 の IP アドレス（またはシステムがデュプレックスで

ない場合は「なし」）

（注）LDAP Host 1 と LDAP Host 2 は必ずしも Peripheral Gateway A 
と Peripheral Gateway B に対応しません。どちらかといえばこれらは、

CAD サーバのインストール後のプロセス中に、CAD Configuration 
Setup ユーティリティでプライマリおよびセカンダリ CAD 基本サービ

ス サーバとして指定されるサーバです。

4. 指定した言語と IP アドレスが格納されたクライアント MSI パッケージが、

ConfigureMsi.exe があるフォルダに表示されます。ファイル名は次のようにな

ります。

■ Cisco Agent Desktop.msi

■ Cisco Supervisor Desktop.msi

■ Cisco Desktop Administrator.msi

5. 互換性のあるテスト PC にアプリケーションをインストールして、クライアント 
インストール パッケージを検証します。これは、新規インストールまたは以前

の CAD 7.x リリースへの上書きインストールでもかまいません。インストール

画面が選択した言語で表示されるはずです。
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■ レジストリ キー HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Calabrio\CAD\Site Setup を調べると、指定した 
LDAP Host 1 と LDAP Host 2 のエントリが反映されているはずです。

■ CAD デスクトップ アプリケーションが、Windows [ コントロール パネル

（Control Panel）] の [ プログラムの追加と削除（Add or Remove 
Programs）] ユーティリティに表示されるはずです。アプリケーションの [
サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください（Click here 
for support information）] リンクをクリックすると、正しいバージョン番

号が表示されるはずです。

（注）クライアントとサーバのバージョンは一致している必要があるた

め、サーバ側インストールを実行する前に、アプリケーションを起動

し、エージェントまたはスーパーバイザとしてシステムにログインし

て、クライアント MSI を検証できません。

6. 検証が終わったら、「自動パッケージ配布ツールの使用」（P.101）の項に示す要

件に従って、自動配備パッケージを作成できます。クライアント インストール 
パッケージを手動で配備することもできます。

メンテナンス リリースおよびエンジニアリング スペ

シャルのクライアント MSI

MR および ES のクライアント MSI は 2 つの方法で取得できます。

■ サーバ MR または ES のインストール実行ファイルの起動時：

— クライアント MSI が抽出され、

C:\Program Files\Cisco\Desktop\Tomcat\webapps\TUP\CAD フォルダ

に保存されます。

— 初に MR または ES がサーバにインストールされた際に作成された Web 
ページ、http://<CAD server>:8088/TUP/CAD/Patches.htm はクライア

ント MSI へのリンクで更新されます。

■ クライアント MSI はシスコの Web サイトからダウンロードできます。

MR または ES サーバ実行ファイルの名前は次のとおりです。

■ Cisco_Agent_Desktop_for_Unified_CCE_[<version>]_Installer.exe

MR または ES クライアント MSI の名前は次のとおりです。

■ Cisco Desktop Services <version> Maintenance Release <version>.msi

■ Cisco Desktop Services <version> Maintenance Release <version> 
Engineering Special <version>.msi 

（注）シスコの Web サイトからダウンロードするクライアント MSI の
名前は、MR または ES 実行ファイルから抽出するクライアント MSI の
名前とは異なります。ダウンロード ファイルの名前は、Cisco_Agent_
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Desktop_Client_for_Unified_CCE_[<version>]_Installer.msi になり

ます。

MR または ES は、以下の 3 つのうちいずれかの方法でクライアント デスクトップに適

用できます。

自動更新：自動更新機能が有効化されている場合、クライアント デスクトップは次にクラ

イアント アプリケーションが起動した際に自動的に更新されます。このプロセスでは、

MR または ES が CAD 基本サービス サーバに適用されたときに、そのサーバ上に自動的

に保存されたクライアント MSI を使用します。この方法では、ユーザはクライアント 
PC の管理者権限を持つ必要があります。

手動更新：クライアント MSI ファイルを CAD 基本サービス サーバからコピーするか、シ

スコの Web サイトからダウンロードするか、または Patches.htm Web ページ上のリン

クから実行することによって、各クライアント デスクトップを手動で更新できます。こ

の方法では、ユーザはクライアント PC の管理者権限を持つ必要があります。

プッシング更新：サードパーティの自動パッケージ配布ツールを使用してクライアント 
MSI をクライアント デスクトップにプッシュできます。MR または ES が CAD に適用さ

れる前には多くのプッシュ パッケージが準備およびテストされるため、シスコの Web 
サイトからはいつでもクライアント MSI をダウンロードできます。プッシュ パッケージ

の詳細については、「自動パッケージ配布ツールの使用」（P.101）を参照してください。
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自動パッケージ配布ツールの使用

CAD の MSI ベースのデスクトップ アプリケーション インストールは、Microsoft 
Windows インストーラ サービスを使用した自動パッケージ配布ツールによって配備

（「プッシュ」）できます。

CAD サービスがインストールされる前に MSI を作成する必要がある場合は「CAD クラ

イアント MSI ファイルの設定」（P.97）を参照してください。

要件

CAD の自動パッケージ配布のサポートは、下に示す要件への適合性によって異なります。

実行

インストールはターゲット マシン上で実行する必要があります。インストールのスナッ

プショットをキャプチャし、そのイメージを再配布する配備方法はサポートしていませ

ん。

マシン単位と ユーザ単位のインストール

インストールはマシン単位で配備する必要があります。ユーザ単位のインストールはサ

ポートしていません。

コマンド ラインからマシン単位のインストールを実行できるようにする必要がある場合

があります。

特権

デフォルトで、Windows インストーラのインストールは、ログイン ユーザのコンテキ

ストで実行します。インストーラを使用した CAD インストールは、管理者権限または高

い（システム）権限が必要です。CAD インストールを管理アカウントのコンテキストで

実行した場合、追加の権限は必要ありません。

CAD インストールが権限の低いアカウントのコンテキストで実行されている場合、高い

権限でインストールを配備するには、Windows ポリシー [ 常にシステム特権でインス

トールする（Always Install with Elevated Privileges）] を有効にする必要があります。

このポリシーをイネーブルにすると、Windows インストーラのインストールは、高い権

限のコンテキストで実行されるため、インストールで、ログイン ユーザの権限を超える

権限レベルを必要とする複雑なタスクを正常に実行できます。

Windows インストーラに、高い権限を使用するように指示するには、ターゲット マシ

ンで Microsoft 管理コンソール（MMC）ローカル コンピュータ ポリシー スナップイン

を起動します。[ コンピュータの構成（Computer Configuration）] ノードと [ ユーザー

の構成（User Configuration）] ノードの両方で、Windows ポリシー [ 常にシステム特

権でインストールする（Always Install with Elevated Privileges）] を有効にします。

このポリシーの有効化の詳細については、「Always install with elevated privileges」を

参照してください。URL は次のとおりです。
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http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms813108.aspx

自動パッケージ インストールと 手動インストール

自動インストールでは、手動で配備されるインストールと同じファイルを使用して、同

じインストール条件を満たしている必要があります。

CAD MSI パッケージは、正常にインストールされた実稼働サーバ上の指定された場所

（フォルダ C:\Program Files\Cisco\Desktop\Tomcat\webapps\TUP\CAD）にあり、

手動と自動の両方の配備を目的とされています。これらのファイルの変更や、製品に含

まれる他の MSI ファイルの使用はサポートされていません。

サポートされるオペレーティング システム、製品配備コンフィギュレーション、インス

トール順序、サーバ / クライアント バージョンの同期などのインストール条件を満たし

ている必要があります。インストール条件を回避するために、提供されている MSI パッ

ケージを変更することはサポートされていません。

複数のソフトウェア リリース

複数のソフトウェア リリースを 1 つの配備パッケージに組み合わせることはできませ

ん。各 CAD ソフトウェア リリースは、そっくりそのままを個別の配備として配布するこ

とを目的とされています。複数のリリース（たとえば、ソフトウェア パッケージの基本

リリースと後続のサービス リリース）を 1 つの配備パッケージに組み合わせることはサ

ポートされていません。

再起動

CAD インストールに関連するすべての再起動が必要です。インストールのデフォルトの

再起動動作が抑制されている場合、期待される機能を保証するには、インストールされ

たアプリケーションを実行する前にターゲット マシンを再起動する必要があります。

現在のところ、インストールしたアプリケーションを起動する前に再起動を実行する限

り、再起動を遅らせることで、問題になることはありません。将来、コマンドライン抑

制によって、再起動を遅らせることで、期待する動作に影響すると判断された場合、そ

の遅延された再起動はサポートされません。

ベスト プラクティス

ベスト プラクティスの推奨事項を下に示します。

Windows インストーラのロギング 

ログ可能なすべての問題が効率的にキャプチャされるようにするため、次のコマンドラ

イン引数を使用して、Windows インストーラのロギングをイネーブルにします。

/l*v < ログファイルのパスと名前 >

（注）ログファイルのパスと名前は、インストールのユーザ コンテキス

トが書き込み権限を持つ場所にする必要があります。
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配備

各インストール パッケージは、それぞれ個別の配備パッケージを使用して配備する必要

があります。個別のパッケージを使用することで、複合配備パッケージよりも、潜在的

な問題を迅速に切り分けることができます。

インストールおよびアンインストール配備パッケージ

配備エンジニアは、インストールとアンインストールの両方の配備パッケージを作成し

て、テストする必要があります。

これは、特に基本のソフトウェアをアップグレードする前にアンインストールする必要

があるサービス リリース インストールに重要です。

推奨される配備準備モデル

1. テスト環境を利用して、保留中の配備をモデリングします。

2. サーバをインストールして、有効なクライアント インストール パッケージを取

得します。

3. クライアント インストール パッケージを手動で配備して、インストールが環境

と互換性があることを確認します。これにより、製品のインストールの問題と 
自動配備の問題を切り分けることができます。

4.「要件」（P.101）に示す要件に従って、配備パッケージを作成します。

5. 配備パッケージをテストします。

6. 配備時に、配備パッケージを変更し、テスト環境のクライアント インストール 
パッケージを実稼働サーバの有効なクライアント インストール パッケージに交

換します。
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デスクトップ アプリケーションのインストー
ル

Cisco Desktop Administrator、Supervisor Desktop、および Agent Desktop は、CAD 
サービスのインストール中に作成される Web ページからインストールされます。Web 
ページは、CAD 基本サービスをホストするサーバにあります。

CAD-BE はエージェントのデスクトップ上で実行される Java アプレットであり、CAD 基
本サービスをホストしているサーバからダウンロードされます。これは、エージェント

によって Windows Internet Explorer または Mozilla Firefox ブラウザからアクセスしま

す。各エージェントのコンピュータに Java Runtime Environment（JRE）ブラウザ プ
ラグインがインストールされている必要があります。

（注）シンクライアント環境で CAD を実行していない限り、CAD サー

バにデスクトップ アプリケーションをインストールできません。詳細

については、「シンクライアント環境」（P.27）を参照してください。

デスクトップ ユーザは、CAD デスクトップ アプリケーションをインストールするために

管理者権限または高い権限が必要です。コンピュータへの権限が制限されたユーザがデ

スクトップ アプリケーションをインストールできるようにする場合は、そのユーザ コン

ピュータ上で Windows ポリシー [ 常にシステム特権でインストールする（Always 
Install with Elevated Privileges）] を有効にする必要があります。これは、自動パッ

ケージ配布ツールによってデスクトップにプッシュされるインストールにも適用されま

す。このポリシーをイネーブルにする詳細については、「特権」（P.101）を参照してくだ

さい。

クライアントのインストールの失敗

いずれかの CAD クライアント アプリケーションのインストール プログラムが実行され

ず、「このインストールの設定は不十分です。システムの適切な設定については製品マ

ニュアルを参照してください（This installation is not fully configured.  See product 
documentation for properly configuring your system）」というエラー メッセージが表

示された場合は、インストール プログラムが CAD Configuration Setup によって正しく

設定されていないことを示しています。クライアント インストール プログラムを再設定

する必要があります。

この問題を修復するには、次の手順を実行します。

（注）冗長構成では、プライマリおよびセカンダリ CAD 基本サービス 
サーバで次の手順を実行する必要があります。

CAD クライアント インストール プログラムを再設定するには、次の手順を実行します。

1. CAD 基本サービス サーバで CAD Configuration Setup ユーティリティを実行し

ます（詳細については、「CAD Configuration Setup ユーティリティ」（P.56）
を参照してください）。
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2. [ ファイル（File）]、[ クライアント インストールのリセット（Reset Client 
Installs）] の順に選択します。このプロセスにより、クライアント インストー

ル プログラムが再設定されます。

3. プロセスが完了すると、「クライアント インストールがリセットされました

（Client installs reset）」というメッセージが表示されます。[OK] をクリックし

てメッセージを閉じます。これで、インストール Web ページから、クライアン

ト アプリケーションをインストールできます。

エラー / イベント ログとデバッグ ログ

CAD のイベント / エラー ログとデバッグ ログは、CAD デスクトップ アプリケーション

のインストールで問題が発生した場合に、問題のある箇所の検出に役立つことがありま

す。すべての新規インストールとほとんどのアップグレードのシナリオで、コマンドラ

イン プロンプトから、ログをイネーブルにする必要があります。この要件の例外は、ク

ライアント側の自動更新機能です。

ログとデバッグの詳細については、『Cisco CAD Troubleshooting Guide』の第 4 章
「Logs and Debugging」を参照してください。

Cisco Desktop Administrator のインストール

Cisco Desktop Administrator をインストールするには、次の手順を実行します。

1. Cisco Desktop Administrator をインストールするデスクトップから、次の URL 
にアクセスします。ここで、<CAD server> は、CAD 基本サービスがインス

トールされているサーバの IP アドレスです。

http://<CAD server>:8088/TUP/CAD/Admin.htm

Cisco Desktop Administrator インストール Web ページが表示されます。

2. Web ページの指示に従って、アプリケーションをインストールします。

Agent Desktop と Supervisor Desktop のインストー

ル

Agent Desktop と Supervisor Desktop をインストールするには、次の手順を実行します。

1. Agent Desktop または Supervisor Desktop をインストールするデスクトップ

から、次の URL にアクセスします。<CAD server> は CAD 基本サービスがイン

ストールされているサーバの IP アドレスです。

http://<CAD server>:8088/TUP/CAD/Install.htm

Cisco Agent Desktop、Cisco Supervisor Desktop、および Cisco Agent 
Desktop—Browser Edition インストール Web ページが表示されます。

2. Web ページの指示に従って、選択したアプリケーションをインストールします。
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インストール上の注意事項

■ Supervisor Desktop をインストールすると、Agent Desktop が自動的にインス

トールされます。スーパーバイザが Supervisor Desktop のすべての機能を使用

するために、両方のアプリケーションが必要です。

■ すでに Agent Desktop をホストするコンピュータに Supervisor Desktop をイ

ンストールしようとすると、競合するアプリケーションが検出されたというエ

ラー メッセージを受け取ります。これを回避するには、まず Agent Desktop を
アンインストールする必要があります。

CAD-BE の設定

BIPPA サービスをインストールすると、CAD-BE Java アプレットが BIPPA サービスと同

じコンピュータにインストールされます。

エージェントのブラウザで CAD-BE を実行するには、Internet Explorer または Firefox
（Windows）または Firefox（Linux）用の Java Runtime Environment（JRE）プラグイ

ンがインストールされている必要があります。

CAD-BE を実行するために、Web ブラウザを設定する方法については、「Internet 
Explorer での CAD-BE の設定」および「Firefox での CAD-BE の設定」を参照してくだ

さい。

JRE プラグインをインストールするには、次の手順を実行します。

1. JRE プラグインをインストールするデスクトップから、次の URL にアクセスし

ます。<CAD server> は CAD 基本サービスがインストールされているサーバの 
IP アドレスです。

http://<CAD server>:8088/TUP/CAD/Install.htm

2. Cisco Agent Desktop、Cisco Supervisor Desktop、および Cisco Agent 
Desktop—Browser Edition インストール Web ページが表示されます。

3. CAD-BE セクションから、オペレーティング システム（Windows または Linux）
に該当する JRE のバージョンをダウンロードします。

4. 該当するインストールの指示のハイパーリンクをクリックし、オペレーティング 
システムに対応する手順を実行します。

エージェントのデスクトップにすでに正しいバージョンの JRE が存在する場合、この旨

と、インストールが続行されないことを伝えるメッセージが表示されます。エージェン

トの PC に必要なバージョンより古いか新しいバージョンの JRE が存在する場合、メッ

セージが表示されずにインストールが続行します。

Internet Explorer での CAD-BE の設定

Internet Explorer で CAD-BE を正しく実行するために、次のように設定する必要があり

ます。
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ポップアップ ブロッカ

ポップアップ ブロッカをディセーブルにするか、CAD-BE IP アドレスからのポップアッ

プをイネーブルにする例外を作成します。

■ [ ツール（Tools）] > [ ポップアップ ブロック（Pop-up Blocker）] > [ ポップアッ

プ ブロックを無効にする（Turn Off Pop-up Blocker）] を選択します。

または

■ [ ツール（Tools）] > [ ポップアップ ブロック（Pop-up Blocker）] > [ ポップアッ

プ ブロックの設定（Pop-up Blocker Settings）] を選択し、許可されたサイト

のリストに、CAD-BE の IP アドレスを追加します。

インターネット オプション

次のインターネット オプションを設定します。

1. [ ツール（Tools）] > [ インターネット オプション（Internet Options）] の順に

選択して、[ セキュリティ（Security）] タブをクリックします

2. [ レベルのカスタマイズ（Custom Level）] をクリックします。

3. [ 設定（Settings）] ウィンドウで、次のオプションを設定します。

■ [ActiveX コントロールとプラグイン（ActiveX controls and plug-ins）] セ
クションで、[ActiveX コントロールとプラグインの実行（Run ActiveX 
controls and plug-ins）] を [ 有効にする（Enable）] に設定します。

■ [ その他（Miscellaneous）] セクションで、[IFRAME のプログラムとファ

イルの起動（Launching programs and files in an IFRAME）] を [ ダイア

ログを表示する（Prompt）] または [ 有効にする（Enable）] に設定しま

す。

■ [ スクリプト（Scripting）] セクションで、[ アクティブ スクリプト（Active 
Scripting）] を [ 有効にする（Enable）] に設定します。

Internet Explorer 7 および 8 のセキュリティ機能

Internet Explorer 7 および 8 には、CAD-BE インターフェイスのタイトル バーのすぐ下

に編集不可能なアドレス バーを配置するセキュリティ機能があります。

アドレス バーを削除するには、次の手順を実行します。

1. [ ツール（Tools）] > [ インターネット オプション（Internet Options）] を選択

します。

2. [ セキュリティ（Security）] タブを選択し、[ ローカル イントラネット（Local 
intranet）] ゾーンまたは [ 信頼済みサイト（Trusted sites）] ゾーンを選択しま

す。

3. [ サイト（Sites）] をクリックし、[ 追加（Add）] をクリックします。選択した

ゾーンに CAD-BE Web サイトが追加されます （[ ローカル イントラネット

（Local intranet）] ゾーンおよび [ 信頼済みサイト（Trusted sites）] ゾーンの 
[Web サイトがアドレス バーやステータス バーのないウィンドウを開くのを許

可する（Allow websites to open windows without address or status bars）] 
の設定が有効になります）。
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Firefox での CAD-BE の設定

Firefox で CAD-BE を正しく実行するために、次を設定する必要があります。

（注）Linux 用 Firefox の [ 設定（Preferences）] ウィンドウは、

Windows 用 Firefox の [ オプション（Options）] ウィンドウと同じで

す。Linux 用 Firefox の [ 設定（Preferences）] ウィンドウにアクセス

するには、[ 編集（Edit）] > [ 設定（Preferences）] を選択します。

ポップアップ ブロッカ

ポップアップ ブロッカをディセーブルにするか、CAD サーバからポップアップをイネー

ブルにする例外を作成します。

ポップアップ ブロッカをディセーブルにするには、次の手順を実行します。

1. [ ツール（Tools）] > [ オプション（Options）] > [ コンテンツ（Content）] を
選択します。

2. [ ポップアップウィンドウをブロックする（Block Popup Windows）] をオフに

します。

CAD サーバからポップアップをイネーブルにする例外を作成するには、次の手順を実行しま

す。

1. [ ツール（Tools）] > [ オプション（Options）] > [ コンテンツ（Content）] を
選択します。

2. [ 許可サイト（Allowed Sites）] をクリックし、許可サイトのリストに CAD サー

バの IP アドレスを追加します。

コンテンツの設定

次を設定します。

1. [ ツール（Tools）] > [ オプション（Options）] > [ コンテンツ（Content）] を
選択し、次のチェックボックスをオンにします。

■ Java を有効にする（Enable Java）

■ JavaScript を有効にする（Enable JavaScript）

2. [JavaScript を有効にする（Enable JavaScript）] チェックボックスの横の [ 詳
細設定（Advanced）] をクリックし、[JavaScript の詳細設定（Advanced 
JavaScript Settings）] ダイアログボックスで次のチェックボックスをオンにし

ます。

■ ウィンドウの移動または大きさの変更（Raise or lower windows）

■ コンテキストメニューを無効化または変更する（Disable or replace 
context menus）

3. ブラウザのアドレス フィールドに、次のように入力します。

about:config

4. 設定 dom.allow_scripts_to_close_windows を見つけます。
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5. 設定を右クリックして、[ 切り替え（Toggle）] を選択して、値を [true] に設定

します。
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CAD の以前のバージョンからの
アップグレード
概要

より新しいバージョンの CAD にアップグレードする方法は、現在どのバージョンの CAD 
を使用しているかに応じて 3 つあります。これらの方法の詳細を次に示します。

■ バックアップおよび復元法。この方法では、既存の設定データをバックアップ

し、CAD のアンインストールと新しい CAD バージョンのインストールを行って

から、保存されたデータを復元します（「バックアップおよび復元法の概要」

（P.117）を参照）。

■ over the top 法。この方法では、既存のバージョンの上から、より新しい CAD 
バージョンをインストールします（「over the top アップグレード法の概要」

（P.118）を参照）。

■ 段階を追った方法。この方法は、CAD 7.2 より前のバージョンから CAD 7.2 よ
り後のバージョンにアップグレードする場合に必要になります。この方法では、

バックアップおよび復元法を使用して現在のバージョンから CAD 7.2 にアップ

グレードした後、バックアップおよび復元法または over the top 法を使用して 
CAD 7.2 からより新しいバージョンにアップグレードします。これらは、表 12 
に従って行います。

CAD ユーザ（エージェント、スーパーバイザ、管理者）がシステムにログインしていな

いときにのみ、CAD サービスをアップグレードすることをお勧めします。ユーザがログ

インしている場合、アップグレード中にサービスがオフラインになると、エラー メッ

セージが表示されることがあります。

表 12 に詳細な CAD アップグレード パスを示します。

表 12. CAD アップグレード パス

アップグレー

ド元：

アップグレードするバージョン：

7.0 7.1 7.2 7.5 7.6 8.0 8.5

6.0 BR BR BR ST ST ST ST

7.0 OT OT ST ST ST ST

7.1 OT BR BR ST ST
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アップグレードに関する注意事項

■ アップグレード時、CAD デスクトップ クライアントおよび CAD Base サーバは

同じバージョンである必要があります。CAD デスクトップ クライアントおよび 
CAD Base サーバも、PG、CTI サーバ、および CTI OS サーバと同じメジャーお

よびマイナー リリースのバージョンである必要があります。CAD デスクトップ 
クライアントおよび CAD Base サーバは、PG、CTI サーバ、および CTI OS サー

バのメンテナンス リリース バージョン以降のバージョンにすることはできませ

ん。

■ CAD 6.0(2) または 7.0 の Agent Desktop 統合ブラウザ用に設定された作業サイ

トは、CAD 8.5 のワーク フロー ブラウザ タブになり、スーパーバイザ プッ

シュ ページ用に予約された 初のタブは自動的に www.cisco.com に設定され

ます。

■ CAD 7.1 以降では、理由コードは Unified ICM で作成および保持されます。

CAD の前のバージョンで Desktop Work Flow Administrator を使用して作成し

た理由コードは、アップグレードによって失われます。以前に作成された理由

コードを継続して使用するには、Unified ICM で再作成します。

■ 予約されたすべての理由コードは自動的に CAD 8.5 でイネーブルにされます。

■ CAD 7.2 以降からアップグレードする場合は、すべての電話帳（個人用、ワー

クフロー グループ、およびグローバル）が保持されます。

■ 以前の CAD バージョンのラップアップ データは、ワークフロー グループ レベ

ルでイネーブルにされ、グローバル レベルでディセーブルにされます。必要に

応じて、後でグローバル レベルでイネーブルにできます。

■ データのバックアップ後に、設定内のサーバの IP アドレスを変更した場合、

データを復元した後に、古い IP アドレスが復元されてしまうため、CAD 
Configuration Setup ユーティリティを実行して、現在の IP アドレスを入力す

る必要があります。

7.2 BR BR OT BR

7.5 BR OT OT

7.6 OT OT

8.0 OT

キー： 
BR = バックアップおよび復元法

OT = over the top 法
ST = CAD 7.2 を通した段階を追った方法

表 12. CAD アップグレード パス  （続き）

アップグレー

ド元：

アップグレードするバージョン：

7.0 7.1 7.2 7.5 7.6 8.0 8.5
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概要
■ 以前のバージョンの CAD でデフォルトのエンタープライズ データのレイアウト

を変更した場合、それらの変更内容はアップグレードで失われます。アップグ

レードが完了したら、デフォルトのエンタープライズ データのレイアウトを再

設定する必要があります。

CAD デスクトップ クライアントのアップグレード

自動更新が有効になっている場合（「サービスの設定（Services Configuration）」
（P.80）を参照）、CAD デスクトップ クライアントは、次回デスクトップ クライアント 
アプリケーションが起動されたときに自動的にアップグレードされ、より新しいバー

ジョンの CAD サービスを検出します。CAD デスクトップ クライアントをアップグレー

ドするその他の方法については、「CAD クライアント MSI ファイルの設定」（P.97）およ

び「自動パッケージ配布ツールの使用」（P.101）を参照してください。

複製システムのアップグレード

複製システムをアップグレードしている場合、アップグレード プロセスを開始する前に

両方のサーバで複製をシャットダウンする必要があります。シャットダウンしない場合、

CAD サービス LDAP データベースが破損します。この説明については、「複製のシャッ

トダウンと再起動」（P.148） を参照してください。
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メンテナンス リリースまたはパッチのインス
トール

更新は定期的にリリースされます。更新のタイプにはいくつかあり、次にそれらについ

て説明します。

エンジニアリング テスト（ET）
ET は、開発者による問題の診断を支援するために必要なファイルを含むインストール可

能なコンポーネントです。ET は、制限された範囲のテストを目的に作成されています。

ET には、サーバ ファイルまたはクライアント ファイル、あるいはその両方を含めるこ

とができます。ET をテスト対象のサーバまたはクライアント デスクトップに適用しま

す。ET にクライアント ファイルも含まれている場合は、ET をクライアント デスクトッ

プに直接インストールします。ET は、自動更新では機能しません。

エンジニアリング スペシャル（ES）
ES は、1 人以上の顧客に必要な特定のバグ フィックスに対応したインストール可能なコ

ンポーネントです。ES は累積的です。基本リリースに対して 2 つの ES が発行された場

合、 新の ES には、以前の ES で提供されたすべてのフィックスが含まれています。

ES には、サーバ フィックス クライアント フィックスまたは、あるいはその両方を含め

ることができます。自動更新を機能させるには、ES を常に CAD 基本サービスと同じ

サーバにインストールしてください。ES は、特定のバージョンの基本リリースまたはメ

ンテナンス リリース（MR）、あるいはその両方に結合されます。ES にデスクトップ ク
ライアントのフィックスが含まれていない場合、自動更新は実行されません。

メンテナンス リリース（MR）

MR には、製品の基本リリース以降に検出および修正されたすべてのバグのすべての

パッチが含まれています。MR は累積的です。基本リリースに対して 2 つの MR が発行

された場合、 新の MR には、以前の MR で提供されたすべてのフィックスが含まれて

います。たとえば、8.5(4) には、8.5(2a) で提供されたすべてのフィックスが含まれて

います。8.5(2a) をインストールしなくても、CAD 8.5 の基本リリースから 8.5(4) に更

新できます。

MR には、CAD 基本サービス サーバまたはクライアント デスクトップ、あるいはその両

方のフィックスが含まれています。MR は、常に CAD 基本サービスと同じサーバにイン

ストールしてください。MR をインストールすると、CAD は自動更新（有効になってい

る場合）を使用してデスクトップ クライアントを更新します。MR にデスクトップ クラ

イアントのフィックスが含まれていない場合、自動更新は実行されません。

各 MR は、[ プログラムの追加と削除（Add/Remove programs）] ウィンドウに表示さ

れます。MR をアンインストールすると、以前の状態へのロールバックが可能になりま

す。MR がサーバ側のみの場合、[ プログラムの追加と削除（Add/Remove programs）] 
のタイトルには「サーバのみ（Server only）」が表示されます。
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MR、ES、および ET に関する注意事項

MR、ES、または ET をインストールまたはアンインストールする場合は、次の注意事項

に従ってください。

■ 別の ET、MR、または ES をインストールする前に、ET をすべてアンインス

トールしてください。

■ 同時にシステム上に存在できる ET は 1 つだけです。

■ ET が削除されるまでは、MR または ES をインストールできません。

■ 次の基本リリースにアップグレードすると、ET、ES、および MR は自動的に削

除されます。

■ ES または MR は、 新のもの以外はすべてアンインストール不可能です。[ プロ

グラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] では、古い ES または MR 
に対する [ 削除（Remove）] ボタンは無効（非表示）になっています。 初に

アンインストールする必要がある ES または MR には、[ 初に削除してくださ

い（Remove Me First）] が表示されます。

■ ET、ES、または MR がアンインストールされると、システムは以前の状態に戻

ります。

■ ET、ES、または MR をアンインストールした場合は、再起動が必要になること

があります。再起動が必要な場合は、メッセージが表示されます。

（注）パッチの削除を完了するためにマシンを再起動するよう求められ

た場合は、[ いいえ（No）] をクリックします。この再起動を行うと、

バックグラウンドの削除処理が過度に早く終了します。CAD を実行す

る前に、マシンを手動で再起動できます。

パッチの削除

CAD 8.5 への over the top アップグレード中に、以前のバージョンの MR、ES、および 
ET は自動的にアンインストールされます。ただし、CAD 8.5 へのバックアップおよび復

元アップグレードの前には、これらを手動でアンインストールする必要があります。以

前のバージョンのサービス リリース（SR）は、CAD 8.5 へのアップグレードの前に、手

動でアンインストールする必要があります。

SR、MR、ES、および ET は、Windows コントロール パネルの [ プログラムの追加と削

除（Add/Remove programs）] ユーティリティの一覧で識別できます。この一覧は、イ

ンストールされている CAD バージョンに応じて、次の形式に従います。

CAD バージョン サービス リリース / メンテナンス リリースの名前

6.0(2) • デスクトップ SR [ 番号 ]（たとえば、デスクトップ SR 02）

7.0、7.1、7.2 • CAD サービス リリース

• CAD クライアント サービス リリース
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7.5 • CAD メンテナンス リリース

• CAD クライアント メンテナンス リリース

8.0 • CAD メンテナンス リリース

• CAD クライアント メンテナンス リリース

CAD バージョン サービス リリース / メンテナンス リリースの名前
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アップグレード方法
アップグレード方法

バックアップおよび復元法の概要

バックアップおよび復元のユーティリティは、「バックアップと復元」（P.121）で詳細に

説明する次のアップグレード手順で使用します。

（注）バックアップするバージョンのユーティリティを使用する必要が

あります。たとえば、CAD 7.1 から CAD 8.5 にアップグレードしてい

る場合は、CAD 7.1 ユーティリティを使用してデータをバックアップし

ます。アップグレードを完了したら、次に CAD 8.5 ユーティリティを

使用してデータを復元します。

バックアップおよび復元法を使用してアップグレードするには次の手順を実行します。

1. 現在の CAD インストールについて、次のデータをバックアップします。

a. CDBRTool を 2 回実行することによって、LDAP 設定データおよび録音を

バックアップします（「CDBRTool ユーティリティ」（P.126）を参照）。

b. BackupDB を使用して録音および統計データベースをバックアップします

（「BackupDB ユーティリティ」（P.123）を参照してください）。

（注）3 つのタイプのバックアップ ファイルを別々のフォルダに保存し

ます。バックアップ ファイルを個別に保存することで、バックアップ

およびリストア ツールで、誤ったタイプのファイルの読み書きを避け

ます。

（注）バックアップは、CAD の前のバージョンへのロールバックが必要

になった場合に備えて保存します。

2. CAD の現在のバージョンをアンインストールします。

3. CAD の新しいバージョンをインストールします。

（注）複製システムにアップグレードしている場合は、まずプライマリ 
ノードとして指定するサーバに CAD 8.5 をインストールします。

インストールが完了すると、CAD Configuration Setup ユーティリティが自動

的に起動します。

4. CAD Configuration Setup ユーティリティのノードに入力します。

■ 段階を追ったアップグレードを実行している場合は、CAD Configuration 
Setup ノードへの入力について CAD 7.2 の『Cisco CAD Installation 
Guide』を参照してください。
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■ CAD 8.5 をインストールしている場合は、CAD Configuration Setup ユー

ティリティ ノードへの入力について「CAD Configuration Setup ユーティ

リティ」（P.56）を参照してください。フラット ファイルではなく SQL 
Server を使用しようとしている場合は、[ 録音および統計サービス データ

ベース設定（Recording and Statistics Service Database Configuration）
] ノードで [SQL Server] を選択したことを確認してから、[ 録音および統計

データベース（Recording and Statistics Database）] ノードと [ バック

アップ データの復元（Restore Backup Data）] ノードにバックアップ 
ファイルの場所を入力することによってデータを復元します。

5. CAD Configuration Setup ユーティリティを終了します。

6. CDBRTool ユーティリティを使用して、録音バックアップを復元します

（「CDBRTool ユーティリティ」（P.126）を参照してください）。

■ 単一のサーバにアップグレードしている場合は、アップグレードは完了

です。

■ 複製システムにアップグレードしている場合は、セカンダリ サーバで

残りの手順を実行します。

7. セカンダリ サーバにログインします。

8. CAD の現在のバージョンをアンインストールします。

9. CAD の新しいバージョンをインストールします。インストールが完了すると、

CAD Configuration Setup ユーティリティが自動的に起動します。

10. CAD Configuration Setup ユーティリティで、「複製システムのセカンダリ サー

バの設定」（P.87）の説明に従って、データ入力ウィンドウに入力します。各

ノードのフィールドには、プライマリ サーバ（サイド A）上で CAD 
Configuration Setup ユーティリティに入力された情報に基づいて、すでにデー

タが入力されています。各ノードを切り替えて、情報が正しいことを確認しま

す。

入力の完了後、CAD Configuration Setup ユーティリティを終了します。

両サーバのアップグレードが完了し、複製が再度確立されます。

over the top アップグレード法の概要

over the top のアップグレード方法を使用している場合は、インストール プロセスに

よって CAD サービスの LDAP 設定データが自動的にバックアップされます。ただし、

データ ストアにフラット ファイルを使用する場合であっても、データの手動バックアッ

プも実行しておくことをお勧めします（「CDBRTool ユーティリティ」（P.126）および

「BackupDB ユーティリティ」（P.123）を参照）。

（注）バックアップは、CAD の前のバージョンへのロールバックが必要

になった場合に備えて保存します。

over the top 法を使用してアップグレードするには次の手順を実行します。

1. 現在のバージョンよりも新しいバージョンの CAD をインストールします。
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（注）複製システムにアップグレードしている場合は、まずプライマリ 
ノードとして指定するサーバに CAD 8.5 をインストールします。

インストールが完了すると、CAD Configuration Setup ユーティリティが自動

的に起動します。

2. CAD Configuration Setup ユーティリティで、データ入力ノードに入力します。

■ 8.5 以外の CAD バージョンをインストールしている場合は、CAD 
Configuration Setup ユーティリティ ノードの入力について、その CAD 
バージョンの『Cisco CAD Installation Guide』を参照してください。

■ CAD 8.5 をインストールしている場合は、CAD Configuration Setup ユー

ティリティ ノードへの入力について「CAD Configuration Setup ユーティ

リティ」（P.56）を参照してください。フラット ファイルではなく SQL 
Server を使用しようとしている場合は、[ 録音および統計サービス データ

ベース設定（Recording and Statistics Service Database Configuration）
] ノードで [SQL Server] を選択したことを確認し、[ ブランク データベース

（Blank Database）] を選択します。[ バックアップ データの復元

（Restore Backup Data）] ノードで、[ いいえ（No）] を選択します。デー

タが自動的に復元されます。

3. CAD Configuration Setup ユーティリティを終了します。

■ 単一のサーバにアップグレードしている場合は、アップグレードは完了

です。

■ 複製システムにアップグレードしている場合は、セカンダリ サーバで

残りの手順を実行します。

4. セカンダリ サーバにログインします。

5. 現在のバージョンよりも新しいバージョンの CAD をインストールします。イン

ストールが完了すると、CAD Configuration Setup ユーティリティが自動的に

起動します。

6. CAD Configuration Setup ユーティリティで、「複製システムのセカンダリ サー

バの設定」（P.87）の説明に従って、データ入力ウィンドウに入力します。

7. すべてのデータ入力ウィンドウに入力し、CAD Configuration Setup ユーティ

リティを終了すると、アップグレードが実行され、複製が再確立されます。
2013 年 5 月 17 日 119



Cisco CAD インストレーション ガイド
CAD データ ストアの変更

以前のバージョンの CAD では、SQL Server データベースにエージェント状態データ、

エージェント コール ログ データ、および録音メタデータが保持されました。CAD 8.5 
では、デフォルトのデータ ストアは SQL Server ではなく、フラット ファイルです。

SQL Server 2005 データベースの使用も選択できます。ただし、そのソフトウェアは 
CAD インストールに含まれていないため、自分で購入する必要があります。

CAD 8.5 のフラット ファイルおよび SQL Server の詳細については、「データ ストアの

切り替え」（P.131）を参照してください。

このデータ ストアの変更のため、デフォルトのフラット ファイルを使用することを選択

した場合、以前のバージョンの CAD にあるエージェント状態データ、エージェント コー

ル ログ データ、および録音メタデータはいずれも CAD 8.5 で表示されません。SQL 
Server データベースは引き続き存在しますが、CAD では読み取られません。SQL 
Server を使用することを選択した場合は、データをバックアップしてからそれを CAD 
8.5 に復元する必要があります。それにより、以前のバージョンの CAD のデータが CAD 
8.5 で表示されます。

（注）エージェント状態データは 1 日後に、コール ログ データは 7 日
後にそれぞれパージされます。CAD の前のバージョンのデータはアッ

プグレード後に失われますが、1 日後にはエージェント状態の変更の完

全なセット、7 日後にはリアル タイプ レポートのコール ログ データの

完全なセットがそれぞれ取得できます。

以前のバージョンの CAD の録音にアクセスできるようにしたい場合は、アップグレード

を実行する前に、次の手順のいずれかを実行する必要があります。

■ スーパーバイザ レコードビューアの [ 再生と保存（Play and Save）] 機能を使

用して、各録音を WAV ファイルとして保存します。

■ RAW to WAV ユーティリティを使用して、録音を WAV ファイルとして一括保存

します。

これらのいずれの方法も、WAV 形式への変換を行うため、録音はあらゆるメディア プレ

イヤーで再生できます。詳細については、『Cisco CAD Troubleshooting Guide』の

「Converting Recordings from *.raw to *.wav Format」、および『Cisco Supervisor 
Desktop User Guide』の「Using Supervisor Record Viewer」の手順を参照してくださ

い。
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バックアップと復元

この項では、CAD バックアップおよび復元ユーティリティを使用して、CAD 設定および

録音のバックアップを実行し、復元する方法について説明します。バックアップおよび

復元の手順とユーティリティに関する 新情報については、リリース ノートを参照して

ください。

（注）各タイプのバックアップ ファイルを別々のフォルダに保存しま

す。バックアップ ファイルを個別に保存することで、バックアップお

よびリストア ツールで、誤ったタイプのファイルの読み書きを避けま

す。

（注）バックアップする CAD のバージョンおよびデータを復元する 
CAD のバージョンに付属していたユーティリティを使用する必要があ

ります。たとえば、CAD 6.0(2) から CAD 8.5 にアップグレードしてい

る場合は、CAD 6.0(2) ユーティリティを使用してデータをバックアッ

プし、CAD 8.5 ユーティリティを使用してデータを復元する必要があり

ます。

バックアップ ファイルの場所

バックアップおよび復元ツールでは、ネットワーク ドライブまたはローカル ドライブの

どちらにもバックアップ ファイルを保存できます。ただし、ファイル権限の問題のため、

バックアップがネットワーク ドライブ上にある場合、CAD Configuration Setup ユー

ティリティでファイルを復元できません。

このため、バックアップ ファイルはローカル ドライブに保存し、必要に応じてそれらの

バックアップを任意の安全な場所にコピーすることをお勧めします。

CAD データのバックアップ

CAD 8.0 の設定と録音を保護するために、バックアップをお勧めします。次の手順を使

用して、システムをバックアップします。ベスト プラクティスは、すべてのエージェン

トがログアウトしている停止時間中にバックアップを実行することです。

ハイ アベイラビリティ システムでは、CDBRTool ユーティリティをサイド A とサイド B 
の両方で実行し、両サイドに保存されているオーディオ録音のバックアップを実行しま

す。ただし、BackupDB ツールは両サイドではなく片方のサイドでのみ実行してくださ

い。

CAD データをバックアップするには、次の手順を実行します。

1. CAD 基本サービスをホストするサーバで、CDBRTool を実行して、設定データ

および録音のバックアップを実行します（「CDBRTool ユーティリティ」

（P.126）を参照してください）。
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2. 録音および統計サービスをホストするサーバで、BackupDB ユーティリティを

実行し、録音メタデータのバックアップを実行します（「BackupDB ユーティリ

ティ」（P.123）を参照してください）。

（注）復元時のファイル権限の問題の可能性を避けるため、録音および

統計サービス データベースのバックアップ ファイルはローカル ドライ

ブに保存してください。必要に応じて、バックアップ ファイルを任意

の安全な場所にコピーします。

CAD データの復元

ここでは、CAD コンフィギュレーション データおよび録音の復元のプロセスについて説

明します。CAD サービスをアップグレードするか、再インストールすると、CAD 
Configuration Setup ユーティリティが実行します。CAD Configuration Setup ユー

ティリティの一部は、バックアップされたデータの復元です。

CAD 8.5 にアップグレードするか、または CAD 8.5 を再インストールする場合に、CAD デー

タを復元するには、次の手順を実行します。

1. [ 録音および統計サービス データベース（Recording and Statistics Service 
Database）] ウィンドウで、[ 録音メタデータの復元 (BackupDB)（Restore 
recording metadata (BackupDB)）] を選択し、次を入力します。

■ BackupDB ユーティリティによって作成された録音メタデータ バックアッ

プ ファイルが保存されているパス

■ CDBRTool ユーティリティによって作成されたバックアップ オーディオ 
ファイルが保存されているパス

（注）SQL システムからフラット ファイル システムには復元できませ

ん。SQL システムから SQL システムへの復元のみが可能です。フラッ

ト ファイル システムからフラット ファイル システムに復元できます。

また、フラット ファイルを SQL システムにインポートすることもでき

ます。詳細については、「以前のバージョンの CAD からのアップグレー

ド」（P.42）を参照してください。

これにより、録音メタデータと録音が復元されます。詳細については、「録音お

よび統計データベースの設定（Recording and Statistics Database 
Configuration）」（P.71）を参照してください。

2. [ バックアップデータの復元（Restore Backup Data）] ウィンドウで、[ はい

（Yes）] と答え、CDBRTool ユーティリティで作成されたバックアップ ファイル

が保存されているパスを入力します。

これにより、CAD サービス LDAP（ディレクトリ サービス）データベースが復

元されます （詳細については 「バックアップ データの復元（Restore Backup 
Data）」（P.76）を参照してください）。
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（注）冗長システムでは、サイド A でのみデータを復元します。復元さ

れたデータは次回に 2 つのサイドが同期するときに、サイド B に複製

されます。

既存の CAD 8.5 インストールのバックアップを復元する場合に、CAD データを復元するに

は、次の手順を実行します。

1. CAD 基本サービスをホストするサーバで、CDBRTool ユーティリティを実行し

ます（「CDBRTool ユーティリティ」（P.126） を参照してください）。CAD サー

ビス LDAP コンフィギュレーション データおよび録音が復元されます。

2. 録音および統計サービスをホストするサーバで、InstallRestoreDB ユーティリ

ティを実行します（「InstallRestoreDB ユーティリティ」（P.124）を参照して

ください）。録音メタデータが復元されます。

BackupDB ユーティリティ

録音および統計サービス データベースを維持するには、BackupDB ユーティリティ

（BackupDB.bat）を使用します。このユーティリティは、データベースの録音メタデー

タのバックアップを実行します。録音メタデータは、録音の日時、録音したエージェン

トなどの録音に関して保存される情報です。録音自体は、CDBRTool ユーティリティを

使用して維持されます。詳細については、「CDBRTool ユーティリティ」（P.126）を参照

してください。

（注）CAD 基本サービス サーバで Cisco Security Agent（CSA）を実行

している場合、それをシャットダウンしてから、サーバで BackupDB 
を実行します。BackupDB の起動時に CSA が実行していると、バック

アップが失敗します。

BackupDB を実行するには、次の手順を実行します。

1. 録音および統計サービスをホストするサーバにログインします。

（注）冗長システムでは、サイド A サーバでこれを実行します。サイド 
A サーバの IP アドレスを取得するには、CAD Configuration Setup 
ユーティリティを実行して、[ 複製の設定（Replication Setup）] ウィ

ンドウの IP アドレスを書き留めます。

2. コマンド ウィンドウで、C:\Program Files\Cisco\Desktop\db に移動します。

これは BackupDB ユーティリティのデフォルトの場所です。

3. プロンプトで、次のコマンドを入力します。

フラット ファイル実装：

BackupDB -f "<backup path>" "<script path>"

SQL Server 実装： 
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BackupDB <user> <password> <server> <instance> <port> 
<authtype> "<backup path>" "<script path>"

引数の説明

（注）引数が空欄（一組のクォーテーション マーク "" で指定）の場合で

も、コマンドにはすべての引数を含める必要があります。

4. Enter を押します。ユーティリティによって、データベースが指定したフォルダ

の Cadbkp.dat というファイルにバックアップされます。

InstallRestoreDB ユーティリティ

InstallRestoreDB ユーティリティは、BackupDB ユーティリティを使用してバックアッ

プされた録音メタデータを復元します。

InstallRestoreDB を実行するには、次の手順を実行します。

1. 録音および統計サービスをホストするサーバで、コマンド ウィンドウを開きま

す。

引数 説明

authtype 使用する認証のタイプ（SQL または NT）

backup path バックアップの場所（ローカル ドライブ上であ

る必要があります）

instance データベースのインスタンス名

password データベースにアクセスするためのパスワード

（NT 認証では空欄も可）

port データベースへのアクセスに使用するポート（-1 
を入力するとデフォルトの SQL ポートを使用）

script path BackupDB ユーティリティのあるフォルダの場

所

server データベースをホストするサーバのホスト名また

は IP アドレス。またはデータベースがローカル 
マシン上にない場合は、127.0.0.1 のローカル 
ループバック IP

user データベースにアクセスするユーザ名（NT 認証

では空欄も可）
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（注）冗長システムでは、サイド A サーバでこれを実行します。サイド 
A サーバの IP アドレスを取得するには、CAD Configuration Setup 
ユーティリティを実行します。

2. InstallRestoreDB.bat が存在するフォルダに移動します。デフォルトの場所は 
C:\Program Files\cisco\Desktop\DB です。

3. プロンプトで、次のコマンドを入力します。

フラット ファイル実装：

InstallRestoreDB -f "<backup path>" "<script path>"

SQL Server 実装：

InstallRestoreDB <user> <password> <server> <instance> <port> 
<authtype> "<backup path>" "<script path>"

引数の説明

（注）引数が空欄（一組のクォーテーション マーク "" で指定）の場合で

も、コマンドにはすべての引数を含める必要があります。

4. Enter を押します。指定したデータベースに録音メタデータが復元されます。

引数 説明

authtype 使用する認証のタイプ（SQL または NT）

backup path バックアップの場所（ローカル ドライブ上であ

る必要があります）

instance データベースのインスタンス名

password データベースにアクセスするためのパスワード

（NT 認証では空欄も可）

port データベースへのアクセスに使用するポート（-1 
を入力するとデフォルトの SQL ポートを使用）

script path BackupDB ユーティリティのあるフォルダの場

所

server データベースをホストするサーバのホスト名また

は IP アドレス。またはデータベースがローカル 
マシン上にない場合は、127.0.0.1 のローカル 
ループバック IP

user データベースにアクセスするユーザ名（NT 認証

では空欄も可）
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CDBRTool ユーティリティ

CDBRTool ユーティリティは次のデータのバックアップを実行します。

■ Desktop Administrator 設定（Unified ICM で管理される理由コードと個人設定

を除く）

■ Supervisor Desktop メタデータ 

■ Agent Desktop プリファレンスおよび個人電話帳

■ オーディオ録音

CDBRTool を使用して、CAD を新しいバージョンにアップグレードする場合に設定デー

タのバックアップを実行するか、CAD 設定の安全なバックアップ ファイルを作成しま

す。

（注）冗長システムの場合、CDBRTool ユーティリティを正常に実行す

るために、両方のディレクトリ サービス サイドが稼働している必要が

あります。

（注）CDBRTool ユーティリティは 30 日の拡張保存期間でタグ付けさ

れた録音を維持しません。これらの録音を維持するには、スーパーバイ

ザ レコードビューアの [ 再生と保存（Play and Save）] 機能を使用し

て、それらを *.wav ファイルとして保存することをお勧めします。詳

細については、『Cisco Supervisor Desktop User Guide』を参照して

ください。

CDBRTool を実行するには、次の手順を実行します。

1. CAD 基本サービスをホストするコンピュータで、コマンド ウィンドウを開き、

C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin に移動します。CAD ユーティリティの

デフォルトの場所です。

2. プロンプトで、次のコマンドを実行します。

CDBRTool <switches> "<pathname>"

引数の説明 

<switches> は表 13 に示すスイッチの組み合わせです。

<pathname> はバックアップ ファイルがあるフォルダです。

（注）CAD サービス LDAP 設定データとオーディオ ファイルを同時に

バックアップしたり、復元したりできません。CDBRTool を 2 回実行す

る必要があります。1 回は CAD サービス LDAP データをバックアップ

または復元し、もう 1 回はオーディオ ファイルをバックアップまたは

復元します。
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表 13 に許可されるスイッチの組み合わせとそれらの意味を示します。

バックアップおよび復元に関する注意事項

■ バックアップ前にイネーブルにされていた音声コンタクト ワーク フローは、復

元後にディセーブルにされることがあります。ワーク フローは Desktop 
Administrator で再度イネーブルにできます。

■ CDBRTool は、実行するすべてのバックアップで同じ名前でファイルを作成しま

す。複数のバックアップを維持したい場合は、それらを個別のフォルダに書き込

む必要があります。バックアップが同じフォルダに書き込まれると、既存のファ

イルが 新のバックアップによって上書きされます。

■ ローカライズ システムでバックアップ ツールと復元ツールによって作成された

ファイルは Microsoft ワードパッドやメモ帳を使用して、変更したり、保存し

たりしないでください。これらのエディタによって、ファイルが保存時に破損し

ます。

表 13. CDBRTool のスイッチ

スイッチ 説明

/B /L CAD サービス LDAP コンフィギュレーション データをバックアップしま

す。

/R /L CAD サービス LDAP データベースで論理コールセンター（LCC）をクリ

アし、CAD サービス LDAP コンフィギュレーション データを復元します

（オーバーレイ）。

/B /A オーディオ ファイルをバックアップします。

/R /A オーディオ ファイルを復元します。

/B /C 会社レベルから、サーバ タイプ、DSN、LCC をバックアップします。

/R /C 会社レベルからサーバ タイプ、DSN、LCC を復元します（オーバーレ

イ）。

/B /D 推奨されません。使用しないでください。

/R /D

/R /P
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CAD 8.5 の以前のバージョンの CAD へのロー
ルバック

以下の手順を実行するには、CAD 8.5 をインストールする前に、元のバージョンの CAD 
のバックアップを実行している必要があります。

CAD 8.5 をアンインストールして、以前のバージョンの CAD に戻すには、次の手順を実行し

ます。

1. 複製システム上で CAD 8.5 をロールバックしている場合は、ただちに複製を

シャットダウンする必要があります（「複製のシャットダウンと再起動」

（P.148）を参照）。

（注）この手順を実行する前に複製をシャットダウンしないと、CAD 
サービス LDAP データベースが破損します。

2. CAD 8.5 をアンインストールします。

3. 製品マニュアルに従って、以前の CAD バージョンをインストールします。

4. CAD Configuration Setup ユーティリティを使用して、バックアップしたデー

タを復元します。

■ CDBRTool または DABackupTool を使用してバックアップを実行したコン

フィギュレーション データを復元するには、[ バックアップデータの復元

（Restore Backup Data）] ウィンドウでバックアップ ファイルの場所を入

力します。

■ BackupDB を使用してバックアップされた録音および統計データベースは、

[ 録音および統計サービス データベース（Recording and Statistics 
Service Database）] ウィンドウで [ ファイルから復元（Restore From）] 
を選択し、バックアップ ファイルの場所を入力することによって復元され

ます。

5. 複製システムをロールバックしている場合は、複製を再確立します（「複製の

シャットダウンと再起動」（P.148）を参照） 。

ロールバックに関する注意事項

■ CAD 8.5 から前のバージョンへのソフトウェアの自動ロールバックはサポート

されていません。

■ CAD 8.5 を 8.0 より前のバージョンにロールバックする場合は、前のバージョ

ンに適用するサービス リリースを再インストールする必要があります。たとえ

ば、CAD 8.5 から 7.6 にロールバックする場合、必要な CAD 7.6 サービス リ
リースを再インストールする必要があります。

■ CAD 8.5 から CAD 8.0 にロールバックする場合、CAD 8.0 メンテナンス リリー

スを再インストールする必要があります。
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アップグレードでの機能レベルの変更

機能レベルを変更する（たとえば、CAD 標準バージョンを CAD プレミアム バージョン

に変更する）場合、アップグレードの完了後に、Unified CCE License Administration
（LicenseAdmin.exe）を実行してから、BIPPA サービスを再起動する必要があります。

（注）ソフトウェアのライセンス供与は、シスコ チャネル パートナーま

たはシスコ プロフェッショナル サービスによってのみ実行できます。

ベスト プラクティスとして、機能レベルを変更したら、新しい機能レベルで、システム

のバックアップを実行します。次に、機能レベルの変更前に実行したすべてのバック

アップを削除します。

各機能レベルで提供される機能については、「CAD 8.5 の機能レベル」（P.13）を参照し

てください。

アップグレードで機能レベルを変更するには、次の手順を実行します。

1. CAD サービスをホストするコンピュータで、

C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin フォルダに移動します。

2. LicenseAdmin.exe を実行して Unified CCE License Administration を起動し

ます。

3. [Unified CCE License Administration] ウィンドウで、[ ライセンス URL
（License URL）] をクリックします。Web ブラウザが起動し、

http://209.46.83.138/sws/ciscoLicense/LicenseRegister.html のセキュリ

ティ保護されたライセンス Web サイトが開きます。

4. [ カスタマー ID（Customer ID）] フィールドに、0（ゼロ）を入力し、[ 続行

（Continue）] をクリックします。

（注）カスタマー ID 番号をすでにお持ちの場合でも、カスタマー ID 
フィールドに 0 を入力する必要があります。

5. 製品情報を入力します。これにより、購入した新しいパッケージ（機能レベル）

が含まれます。

6. ライセンス プロセスを続行します（「CAD 8.5 のライセンス」（P.90）を参照し

てください）。

7. ライセンスが完了すると、BIPPA サービスが再起動します。
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その他の考慮事項
データ ストアの切り替え

概要

フラット ファイルから SQL Server、または SQL Server からフラット ファイルへ切り

替えることができます。フラット ファイルから SQL Server に切り替える場合、バック

アップしたフラット ファイルのデータを Data Migration Tool を使用して SQL Server 
にインポートできます。ただし、SQL Server からフラット ファイルに切り替える場合

は以前の情報は失われます。

フラット ファイルから SQL Server データベースへの

切り替え

フラット ファイル実装から SQL Server 実装に切り替えることを決定した場合は、次の

ローカル ユーザ アカウントとローカル アカウント グループが PostInstall.exe によって

作成されていることを確認する必要があります。

■ CADSQLAdminUser

■ CADSQLAdminGroup

これにより、システムは CAD が FCRasSvr データべースを作成するために必要な SQL 
クエリを実行し、録音および統計サービスの複製を設定できます。

CADSQLAdminUser に関連する安全パスワードはハードコード化されます。その後変更

することはできません。CADSQLAdminUser がローカルの CADSQLAdminGroup グルー

プおよびのローカルの Administrators グループの一部であることを確認します。

データ ストア切り替えの準備

Data Migration Tool を実行する前に、次の準備手順を実行します。
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データ ストアの切り替えを準備するには次の手順を実行します。

1. 次のいずれかの方法で CAD Configuration Setup ユーティリティを起動します。

■ Desktop Work Flow Administrator で、左側のペインから論理コンタクト セ
ンター ノードを選択し、次にメニュー バーから [ セットアップ（Setup）] 
> [ システムの設定（Configure Systems）] を選択します。

■ 別の CAD ホスト コンピュータで、...\Program Files\Cisco\Desktop\bin 
フォルダに移動し、postinstall.exe をダブルクリックします。

CAD Configuration Setup ユーティリティが起動し、CAD 基本サービス ダイア

ログの場所が表示されます。Base サービスのプライマリおよびセカンダリ IP 
アドレスが正しいことを確認し、[OK] をクリックします。CAD Configuration 
Setup ユーティリティが起動します。

2. [ 録音および統計データベースの設定（Recording and Statistics Database 
Configuration）] ノードを選択します（「録音および統計データベースの設定

（Recording and Statistics Database Configuration）」（P.71）を参照してくだ

さい）。SQL データベースの使用を選択し、フィールドに入力します。[ 適用

（Apply）] をクリックします。  この操作は、サイド A とサイド B の両方で実行す

る必要があります。

（注）この設定の変更後、録音および統計サービスを再起動して変更を

適切に登録する必要があります。

3. [ 複製（Replication）] ノードを選択します（「複製（Replication）」（P.85）を

参照してください）。[ 録音および統計の複製（Recording and Statistics 
Replication）] をオンにします。[ 適用（Apply）] をクリックします。 

4. CAD Configuration Setup ユーティリティを終了します。

5. 録音および統計サービスをプライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方で停止

します。

Data Migration Tool の使用

Data Migration Tool により、フラット ファイルから SQL Server データベースへの切り

替え時にエージェント状態およびコールデータを維持することができます。

（注）データの移行には数時間必要です。そのため、Data Migration 
Tool はコンタクト センターの停止時間中に実行することをお勧めしま

す。

フラット ファイル データを SQL Server データベースにインポートするには次の手順を実行

します。

1. 準備手順（上記を参照してください）が実行されていることを確認してくださ

い。

2. 録音および統計サービスをホストするサーバ（および HA 環境、プライマリ 
サーバ）で、次のフォルダに移動します。

C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin\
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3. FCRasDBMigrationTool.exe をダブルクリックし、コマンド プロンプトに従っ

て Data Migration Tool を実行します。

（注）HA 環境では、アクティブなサーバで SQL Server データベースに

インポートされたデータは、待機状態のサーバに複製されます。

（注）HA システムの両サイドで同時に Data Migration Tool を実行しよ

うとしないでください。データが破損または消失する可能性がありま

す。

SQL Server データベースからフラット ファイルへの切

り替え

SQL Server データベース実装からフラット ファイル実装に変更する場合、次の問題が

発生します。

■ CAD エージェント状態データ、エージェント コール ログ データ、録音メタ

データはすべて失われます。データベースからフラット ファイルへのデータの

インポートはサポートされません。

（注）エージェント状態データは 1 日後に、コール ログ データは 7 日
後にそれぞれパージされます。CAD の前のバージョンのデータはアッ

プグレード後に失われますが、1 日後にはエージェント状態の変更の完

全なセット、7 日後にはリアル タイプ レポートのコール ログ データの

完全なセットがそれぞれ取得できます。

■ Supervisor Desktop および Agent Desktop のリアル タイム ディスプレイ パネ

ルに表示されたエージェント状態およびエージェント コール ログ データは消去

され、履歴データは残りません。

■ フラット ファイルへの切り替え後、既存の録音はスーパーバイザ レコード 
ビューア再生できなくなります。ただし、切り替え前に録音を WAV 形式で保存

し、WAV 形式をサポートするあらゆるメディア プレイヤーで再生できるように

できます。このユーティリティの使用方法の詳細については、『Cisco CAD 
Troubleshooting Guide』の「Converting Recordings from *.raw to *.wav 
Format」を参照してください。

（注）フラット ファイルへの切り替え時に SQL Server データベースは

削除されません。SQL Server データベースのデータを、フラット ファ

イルを実装した CAD に表示することはできません。
2013 年 5 月 17 日 133



Cisco CAD インストレーション ガイド
IP Phone での IP Phone エージェントの設定

すべての IP エージェント電話を Unified CM に追加したら、Unified CM の管理ページで

次のタスクを実行する必要があります。これらの手順は、CAD をシステムにインストー

ルする前または後に実行できます。

1. IP Phone サービスを作成します。

2. IP Phone サービスを各 IP エージェント電話に割り当てます。

3. アプリケーション ユーザを作成し、それにすべての IP エージェント電話を割り

当てます。名前「telecaster」を「telecaster」のパスワードとともに使用する

か、または CAD Configuration Setup ユーティリティで指定された BIPPA の
ユーザ ID とパスワードを使用します。

（注）Unified CM をホストしているマシン上で Active Directory 2003 
を使用し、パスワードの複雑さが有効になっている場合、デフォルトの

「telecaster」パスワードは、大文字や数字を含んでいないため有効で

はありません。CAD Configuration Setup ユーティリティで Unified 
CM ユーザ パスワードを変更する必要があります。

4. 必要に応じて、デフォルトの URL 認証パラメータを変更します。

5. 必要に応じて、IP Phone エージェントの 1 ボタン ログインを設定します。

IP Phone サービスの作成

次の手順を実行して、新しい IP Phone サービスを作成します。冗長（ハイ アベイラビ

リティ）システムを使用している場合、各 CAD サーバに 1 つずつ 2 つの IP Phone サー

ビスを作成します。

新しい IP Phone サービスを作成するには、次の手順を実行します。

1. Unified CM の管理ページにログインします。

2. [ デバイス（Device）] > [ デバイスの設定（Device Setting）] > [Phone サービ

ス（Phone Services）] の順に選択します。[IP Phone サービスの検索と一覧表

示（Find and List IP Phone Services）] ページが表示されます。

3. [ 新規追加（Add New）] をクリックします。  [IP Phone サービスの設定（IP 
Phone Services Configuration）] ページが表示されます。

4. 次の情報を入力します。

[ サービス名（Service Name）]。IP Phone のユーザ オプション アプリケー

ションで使用可能なサービスのメニューに表示されるサービスの名前を入力しま

す。サービス名として入力できる文字数は 大で 32 文字です。

[ サービス名（Service Name）]（ASCII 形式）。電話機が Unicode を表示でき

ない場合に表示するサービスの名前を入力します。

[ サービスの説明（Service Description）]。これはオプションです。そのサー

ビスで提供されるコンテンツの説明を入力します。
134 2013 年 5 月 17 日



IP Phone での IP Phone エージェントの設定
[ サービス URL（Service URL）]。IP Phone サービス アプリケーションが保存

されているサーバの URL を入力します。次に例を示します。

http://192.168.252.44:8088/ipphone/jsp/sciphonexml/IPAgentInitial.jsp

引数の説明

■ 192.168.252.44 は BIPPA サービスがインストールされているマシンの IP 
アドレスです。

■ 8088 は Tomcat Web サーバ ポートです（8088 がポート番号でない場合、

C:\Program Files\Cisco\Desktop\Tomcat\conf\server.xml で正しい値を

調べてください）。

■ ipphone/jsp/... は BIPPA サービスがロードされたマシン上の Tomcat の下

にある jsp ページのパスです。

（注）このフォルダには IPAgentInitial.jsp ではなく、jsp ファイルの実

装を含む IPAgentInitial.class が格納されます。

（注）Tomcat Web サーバは、インストールに含まれています。

5. [ 保存（Save）] をクリックして、新しい IP Phone サービスを作成します。新

しいサービスが [IP Phone サービスの検索と一覧表示（Find and List IP Phone 
Services）] ページに表示されます。

IP エージェント電話への IP Phone サービスの割り当

て

IP フォン サービスを作成した後、それを各エージェントの電話機に割り当てる必要があ

ります。

IP フォン サービスをエージェントの電話機に割り当てるには、次の手順を実行します。

1. Unified CM の管理ページにログインします。

2. [ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] を選択します。[ 電話の検索と一覧

表示（Find and List Phones）] ウィンドウが表示されます。

3. 検索機能を使用して、電話を見つけます。検索結果がページの下部に表示されま

す。

4. 結果のリストで電話を見つけて、ハイパーリンクをクリックします。[ 電話設定

（Phone Configuration）] ページが表示されます。

5. [ 関連リンク（Related Links）] ドロップダウン リストの [ サービスの登録 / 登

録解除（Subscribe/Unsubscribe Services）] を選択します。そのデバイスの

サービスを登録するためのポップアップ ウィンドウが表示されます。

6. [ サービスの選択（Select a Service）] ドロップダウン リストから、新しい

サービスを選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。新しいサービスを表示

するポップアップ ウィンドウが表示されます。
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7. [ 登録（Subscribe）] をクリックします。サービスがポップアップ ウィンドウ

の [ 登録されているサービス（Subscribed Services）] セクションに追加され

ます。

8. [ 保存（Save）] をクリックし、ポップアップ ウィンドウを閉じます。

ローカライズされた BIPPA サービスで使用する IP フォ

ンの設定

コンタクト センターで英語版以外の CAD を使用している場合、BIPPA サービスは、そ

の英語以外の言語でエージェントの IP フォンに表示されます（サポートされる言語のリ

ストについては、「ローカリゼーション」（P.23）を参照してください）。電話は、選択し

たロケール用に設定する必要はありません。ただし、この状況では、BIPPA サービスは

英語以外の言語で表示されますが、IP フォン自体は電話のデフォルトのロケールである

英語で表示されます。

IP フォン自体が英語以外の言語で表示されるようにするには、次の 2 つのいずれかの方

法で Unified CM を設定します。

■ エンタープライズ レベルでは、その Unified CM によって制御されるすべての 
IP フォンが選択された言語で表示されるようにします。

■ 電話デバイス レベルでは、各 IP フォンがデフォルトの言語以外の言語で表示で

きるようにします。

エンタープライズ レベルでロケールを割り当てるには、次の手順を実行します。

1. [ システム（System）] メニューで、[ エンタープライズ パラメータ

（Enterprise Parameters）] を選択します。[ エンタープライズ パラメータ設定

（Enterprise Parameters Configuration）] ページが表示されます。

2. [ ローカリゼーション パラメータ（Localization Parameters）] セクションで、

[ デフォルト ネットワーク ロケール（Default Network Locale）] フィールドと 
[ デフォルト ユーザ ロケール（Default User Locale）] フィールドのドロップ

ダウン リストから言語を選択します。

3. [ 保存（Save）] をクリックします。

電話デバイス レベルでロケールを割り当てるには、次の手順を実行します。

1. [ デバイス（Device）] メニューで、[ 電話（Phone）] を選択します。[ 電話の

検索と一覧表示（Find and List Phones）] ウィンドウが表示されます。

2. 検索機能を使用して、電話を見つけます。検索結果がページの下部に表示されま

す。

3. 結果のリストで電話を見つけて、ハイパーリンクをクリックします。[ 電話設定

（Phone Configuration）] ページが表示されます。

4. [ ユーザ ロケール（User Locale）] フィールドで、ドロップダウン リストから

言語を選択します。

5. [ 保存（Save）] をクリックします。
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Unified CM ユーザの作成

次のタスクでは、Unified CM ユーザを作成し、Unified CM ユーザを Standard CTI 
Enabled グループに追加します。Unified CM ユーザは、BIPPA サービスがエージェント 
IP フォンにページをプッシュするために使用します。

（注）Unified CM ユーザ ID およびパスワードは CAD Configuration 
Setup ユーティリティでも入力しますが、Unified CM で設定したもの

と一致している必要があります。それらを Unified CM で変更した場

合、CAD Configuration Setup ユーティリティでもそれらを変更する必

要があります。詳細については、「サービスの設定（Services 
Configuration）」（P.80）を参照してください。

Unified CM ユーザを作成するには、次の手順を実行します。

1. Unified CM の管理ページにログインします。

2. [ ユーザ管理（User Management）] > [ アプリケーション ユーザ

（Application User）] を選択します。[ ユーザの検索と一覧表示（Find and List 
Users）] ページが表示されます。

3. [ 新規追加（Add New）] をクリックします。

4. [ ユーザ情報（User Information）] セクションで、新しいユーザのユーザ ID と
パスワードを入力します。エントリは大文字と小文字が区別されます。システム

でパスワードの複雑性を必要とするように設定されている場合、それらの要件を

満たすパスワードを選択してください。

5. [ デバイスの関連付け（Associated Devices）] ウィンドウで、矢印を使用して、

電話を [ 使用可能なデバイス（Available Devices）] ウィンドウから [ 制御する

デバイス（Controlled Devices）] ウィンドウに移動します。

6. 終了したら、ウィンドウ下部の [ 保存（Save）] をクリックします。

Unified CM ユーザを Standard CTI Enabled グループの一部として追加するには、次の手順

を実行します。

1. [ ユーザ管理（User Management）]  > [ ユーザ グループ（User Group）] の順

に選択します。[ ユーザ グループの検索と一覧表示（Find and List User 
Groups）] ウィンドウが表示されます。

2. [ 検索（Find）] をクリックして、すべてのユーザ グループのリストを表示しま

す。

3. 検索結果のリストから、[Standard CTI Enabled] をクリックします。[ ユーザ 
グループの設定（User Group Configuration）] ウィンドウが表示されます。

4. [ グループにアプリケーション ユーザを追加（Add Application Users to 
Group）] をクリックします。[ アプリケーション ユーザの検索と一覧表示

（Find and List Application Users）] ウィンドウが表示されます。

5. 検索結果から BIPPA ユーザ名を選択し、[ 選択項目の追加（Add Selected）] を
クリックします。ウィンドウが閉じ、Unified CM ユーザが Standard CTI 
Enabled グループに追加されます。
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デフォルトの認証 URL の変更

認証に使用されるデフォルトの URL は、ほとんどのコンタクト センタに 適な設定で

す。コンタクト センタで、IP Phone Agent 画面を迅速に更新する必要がある場合は、デ

フォルトの URL を CAD サーバの IP Phone Agent 認証 URL に変更すると、IP Phone 
Agent のパフォーマンスが向上することがあります。パフォーマンスの向上は保証され

ていませんが、認証にこの URL を使用するその他のアプリケーションが遅くなることも

あります。

（注）CAD サーバが停止するか、Tomcat サービス（CAD サーバ上で実

行する）が停止した場合、認証は失敗します。

グループとしてすべての IP フォンに対して、または 1 台以上の IP フォンに対して個別

に、認証に使用する URL を変更できます。すべての IP フォンの URL を変更する利点

は、変更が 1 回だけで済むことです。グローバルな変更は、認証を必要とするすべての 
IP フォンとアプリケーションに影響します。1 台以上の IP フォンに対して個別に URL 
を変更する利点は、設定する特定の電話を選択できることです。ただし、各 IP フォンに

対して個別に設定プロセスを繰り返す必要があります。

グループとしてすべての IP フォンの認証 URL を変更するには、次の手順を実行します。

1. Unified CM の管理ページにログインします。

2. [ システム（System）] > [ エンタープライズ パラメータ（Enterprise 
Parameters）] を選択します。[ エンタープライズ パラメータ設定（Enterprise 
Parameters Configuration）] ウィンドウが表示されます。

3. [ 電話 URL パラメータ（Phone URL Parameters）] セクションで、URL 認証パ

ラメータの値を次のように変更します。<Tomcat> は Tomcat を実行している 
CAD サーバの IP アドレスです。

http://<Tomcat>:8088/ipphone/jsp/sciphonexml/IPAgentAuthenticate.jsp

（注）URL は大文字と小文字が区別されます。

4. [ 保存（Save）] をクリックします。ダイアログボックスが表示され、[ 電話の

リセット（Reset phones）] ボタンをクリックして、変更を有効にするように

伝えられます。

5. [OK] をクリックします。ダイアログボックスが閉じます。

6. [ リセット（Reset）] をクリックします。[ デバイス リセット（Device Reset）] 
ウィンドウが表示されます。

7. デバイスをシャットダウンせずに再起動するには、[ 再起動（Restart）] をク

リックします。デバイスをシャットダウンして起動するには、[ リセット

（Reset）] ボタンをクリックします。
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個々の IP Phone の認証 URL を変更するには、次の手順を実行します。

1. Unified CM の管理ページにログインします。

2. [ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] を選択します。[ 電話の検索と一覧

表示（Find and List Phones）] ページが表示されます。

3. 設定する電話の [ デバイス名（Device Name）] をクリックします。[ 電話設定

（Phone Configuration）] ページが表示されます。

4. [ 外部データ位置情報（External Data Locations Information）] セクションで、

認証サーバ パラメータの値を次のように変更します。<Tomcat> は Tomcat を
実行している CAD サーバの IP アドレスです。

http://<Tomcat>:8088/ipphone/jsp/sciphonexml/IPAgentAuthenticate.jsp

（注）URL は大文字と小文字が区別されます。

5. [ 保存（Save）] をクリックします。ダイアログボックスが表示され、[ 電話の

リセット（Reset phones）] ボタンをクリックして、変更を有効にするように

伝えられます。

6. [OK] をクリックします。ダイアログボックスが閉じます。

7. [ リセット（Reset）] をクリックします。[ デバイス リセット（Device Reset）] 
ウィンドウが表示されます。

8. デバイスをシャットダウンせずに再起動するには、[ 再起動（Restart）] をク

リックします。デバイスをシャットダウンして起動するには、[ リセット

（Reset）] ボタンをクリックします。

IP Phone エージェントの 1 ボタン ログインの設定

IP Phone エージェントが電話にログインする場合、手動でユーザ名、パスワード、内線

を入力する必要があります。Unified CM は、これらのパラメータを特定の電話にマッピ

ングし、エージェントがそれらを入力する必要なく、代わりにボタン 1 つでログインで

きるように設定できます。1 ボタン ログインは、エクステンション モビリティと一緒に

使用できます。

詳細については、Cisco Web サイトで提供されている Cisco 文書番号 60134
『Configure "One Button" Login for IP Phone Agents』を参照してください。URL は次

のとおりです。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_
tech_note09186a008029e6d5.shtml#proc
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IP Communicator Phone の設定

Unified CM の管理ページから、次の手順を実行して IP Communicator ソフトフォンを

設定します。

1. [ デバイス（Device）] > [ 新規デバイスの追加（Add a New Device）] を選択し

ます。[ 新規デバイスの追加（Add a New Device）] ウィンドウが表示されま

す。

2. [ デバイス タイプ（Device Type）] フィールドで、[ 電話（Phone）] を選択し、

[ 次へ（Next）] をクリックします。[ 新規電話を追加（Add a New Phone）] 
ウィンドウが表示されます。

3. [ 電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから、[IP 
Communicator] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。[ 電話の設定

（Phone Configuration）] ウィンドウが表示されます。

4. [ 電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウのフィールドに入力し、[ 保
存（Save）] をクリックします。IP Communicator 電話が Unified CM データ

ベースに挿入されます。

（注）[ デバイス名（Device Name）] フィールドで、IP 
Communicator 電話がインストールされたコンピュータの MAC アドレ

スを入力します。アドレスは SEP で始まります（例：SEP 
01123FF8AA84）。

（注）エージェント PC で Agent Desktop が実行している場合にのみ、

IP Communicator 電話が Unified CM に登録されます。
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CTI OS セキュリティの設定

CTI OS セキュリティの設定には、4 つの要素が関係します。次のオプションがありま

す。

各要素に対して実行する手順

CTI OS サーバ

初のタスクは、CTI OS Setup プログラムによって、各 CTI OS サーバでセキュリティ

をイネーブルにすることです。手順については、『CTI OS System Manager's Guide for 
Cisco ICM/IPCC Enterprise and Hosted Edition』を参照してください。セキュリティ

をイネーブルにすると、SecuritySetupPackage.exe が自動的に実行され、

CtiosServerKey.pem と CtiosServerReq.pem の 2 つのファイルが作成され、

C:\ICM\<instance name>\CTIOS1\security フォルダに置かれます。

SecuritySetupPackage.exe ではパスワードの入力を求められます。各 CTI サービスの

一意のパスワードを入力して、強力な暗号化を確保します。

Desktop Work Flow Administrator PC

CTI OS サーバでセキュリティをイネーブルにしたら、CAD システムでセキュリティをイ

ネーブルにします。

1. Desktop Work Flow Administrator の起動

2. 論理コンタクト センタ ノードを選択し、[ セットアップ（Setup）] > [ システ

ムの設定（Configure Systems）] を選択し、CAD Configuration Setup ユー

ティリティを起動します。

要素 この要素に対して実行される機能

CTI OS サーバ • CTI OS セットアップによってセキュリティをイネーブ

ルにする

• 未署名の証明書を自動的に作成する

Desktop Work Flow 
Administrator クライ

アント PC

• CAD Configuration Setup ユーティリティを実行して、

CTI OS セキュリティをイネーブルにする。これにより、

クライアント CAD Configuration Setup で CAD サービ

ス LDAP に、CTI OS ノードをイネーブルにするフラグ

を設定する

Agent Desktop クラ

イアント PC
• CAD Configuration Setup ユーティリティを実行して 

CTI OS セキュリティをイネーブルにする

• 未署名の証明書を自動的に作成する

証明書 PC：任意の場

所に配置可能、CTI 
OS サーバ上が 適

• 認証機関（CA）を作成するプログラムを実行する

• CA を使用して、クライアントの未署名の証明書に署名

するプログラムを実行する
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3. 左ウィンドウで、CTI OS ノードを選択し、右ウィンドウに CTI OS 設定を表示

します。

4.「CTI OS のセキュリティ設定は有効になっていますか ?（Is the CTI OS security 
setting enabled?）」の質問に [ はい（Yes）] と答え、[ 適用（Apply）] をク

リックします。

これにより、CAD サービス LDAP にフラグが設定され、Agent Desktop PC で CAD 
Configuration Setup ユーティリティを実行すると常に CTI OS ウィンドウが表示される

ため、そのエージェント PC で SecuritySetupPackage.exe プログラムを自動的に実行

させることができます。

さらに、各 CAD デスクトップにインストールされている SecuritySetupPackage.exe プ
ログラムも自動的に起動されます。ただし、これにより、不要な証明書が作成されます

が、無視できます。

Agent Desktop クライアント PC

Desktop Work Flow Administrator が CAD Configuration Setup ユーティリティを実行

し、セキュリティを有効化した後、各 CAD クライアント PC で CAD Configuration 
Setup ユーティリティを実行します。

1. Windows Explorer で、C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin に移動します。

2. PostInstall.exe を見つけてダブルクリックし、CAD Configuration Setup ユー

ティリティを起動します。

3. 左ウィンドウで、CTI OS ノードを選択し、右ウィンドウに CTI OS 設定を表示

します。

4.「CTI OS のセキュリティ設定は有効になっていますか ?（Is the CTI OS security 
setting enabled?）」の質問に [ はい（Yes）] と答え、[ 適用（Apply）] をク

リックします。

SecuritySetupPackage.exe が実行し、CtiosClientkey.pem と Ctiosclientreq.pem の 2 
つのファイルが作成され、C:\Program Files\Cisco Systems\CTIOS Client\Security に
置かれます。これらのファイルは、クライアント証明書の署名時に使用されます。

SecuritySetupPackage.exe ではパスワードの入力を求められます。各コンピュータの

一意のパスワードを入力して、強力な暗号化を確保します。

証明書 PC

次の 2 つのプログラムが証明書 PC（CAD 基本サービス サーバ上の C:\Program 
Files\Cisco\bin\）で実行します。

■ CreateSelfSignedCASetupPackage.exe は、各クライアント ボックスの証明書

の認証局を作成します。

■ SignCertificateSetupPackage.exe は、クライアント ボックスの証明書に認証

局によって署名をします。
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クライアント CTI OS セキュリティ証明書の署名

以下の手順に従って、クライアント ボックスの CTI OS セキュリティ証明書に署名しま

す。

1. 証明書 PC で、CreateSelfSignedCASetupPackage.exe を実行し、要求された

ら、8 ～ 30 文字の CTIOS 認証局パスワードを作成し、結果のファイルを安全

な場所に保存します。

2. CtiosClientKey.pem ファイルと CtiosClientReq.pem ファイルを CAD クライア

ント PC から、証明書 PC 上の CtiosRoot.pem ファイルと CtiosRootCert.pem 
ファイルが保存されている C:\Program Files\Cisco Systems\CTIOS 
Client\Security にコピーします。

3. 証明書 PC で、コピーした *.pem ファイルが存在する同じフォルダ内の 
SignCertificateSetupPackage.exe を実行し、要求されたら、CTI OS クライア

ント証明書要求を選択し、手順 1 で作成した CTI OS 認証局パスワードを入力し

ます。成功すると、プログラムによって CtiosClient.pem というファイルが生

成され、成功しないと、エラー メッセージが表示されます。

4. CtiosClient.pem ファイルと CtiosRootCert.pem ファイルを証明書 PC から 
CAD クライアント PC 上の C:\Program Files\Cisco Systems\CTIOS 
Client\Security フォルダにコピーします。

5. CAD クライアント PC で、CtiosClientKey.pem ファイルを削除します。

6. 証明書 PC で、CtiosClientReq.pem ファイル、CtiosClientKey.pem ファイル、

CtiosClient.pem ファイルを削除します。

7. システムのすべての CAD クライアント PC について手順 2 から 6 を繰り返しま

す。

サーバ CTI OS セキュリティ証明書の署名

以下の手順に従って、サーバ ボックスの CTI OS セキュリティ証明書に署名します。

1. 証明書ボックスで、CreateSelfSignedCASetupPackage.exe をまだ実行してい

ない場合は実行し、要求された場合には、8 ～ 30 文字の CTIOS 認証局パス

ワードを作成し、結果のファイルを安全な場所に保存します。

（注）CreatSelfSignedCASetupPackage.exe は 1 回だけ実行します。

複数回実行すると、ファイルが破損することがあります。

2. CtiosServerKey.pem ファイルと CtiosServerReq.pem ファイルを CTI OS サー

バ（C:\ICM\<instance name>\CTIOS1\security）から、証明書 PC 上の、

CtiosRoot.pem ファイルと CtiosRootCert.pem ファイルが保存されているフォ

ルダにコピーします。
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3. 証明書 PC で、コピーした *.pem ファイルが存在する同じフォルダ内の 
SignCertificateSetupPackage.exe を実行し、要求されたら、CTI OS サーバ証

明書要求を選択し、手順 1 で作成した CTI OS 認証局パスワードを入力します。

成功すると、プログラムによって CtiosServer.pem というファイルが生成され、

成功しないと、エラー メッセージが表示されます。

4. CtiosServer.pem ファイルと CtiosRootCert.pem ファイルを証明書 PC から、

CTI OS サーバの C:\ICM\<instance name>\CTIOS1\security フォルダにコ

ピーします。

5. CTI OS サーバで、CtiosServerKey.pem ファイルを削除します。

6. 証明書 PC で、CtiosServerReq.pem ファイル、CtiosServerKey.pem ファイ

ル、CtiosServer.pem ファイルを削除します。

ピア CTI OS サーバ セキュリティ証明書の署名

システムに複数の CTI OS サーバが存在する場合、1 台の CTI OS サーバのみがサーバ セ
キュリティ証明書を使用します。ピア CTI OS サーバはクライアント セキュリティ証明

書を使用します。

ピア CTI OS サーバ セキュリティ証明書に署名するには、CAD クライアント セキュリ

ティ証明書の署名の手順に従います。

CTI OS セキュリティ設定（CTI OS Security Setup）

この手順はシステムで CTI OS セキュリティが有効化されている場合にのみ CAD 
Configuration Setup ユーティリティに表示されます。

[ 起動（Launch）] をクリックして CTI OS セキュリティ セットアップ インストール プ
ログラムを起動し、PC に CTI OS セキュリティ クライアントをインストールします。

図 27. CTI OS セキュリティ設定（CTI OS Security Setup）
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Desktop Monitoring Console

Desktop Monitoring Console は CAD サービスと LDAP ディレクトリ サービスのステー

タスをモニタできる Web サーブレットです。これは CAD 基本サービスのインストール

時に自動的にインストールされます。コンソールにアクセスするには、下記の URL を使

用します。この URL の <CAD server> は CAD サービスがインストールされているサー

バの IP アドレスです。

http://<CAD server>:8088/smc/monitor.jsp

CAD 管理者は、Desktop Monitoring Console に簡単にアクセスできるように、この 
URL を Desktop Administrator の Unified CCE Configuration ノードにハイパーリンク

できます。

Desktop Monitoring Console でサービスの状態をモニタできるようにするために、CAD 
サービスを実行するコンピュータには、Windows 管理とモニタ ツール コンポーネント

がインストールされている必要があります。

Windows 管理とモニタ ツール コンポーネントをインストールするには、次の手順を実行し

ます。

1. CAD サービスがインストールされているサーバで、Windows [ プログラムの追

加と削除（Add or Remove Programs）] コントロール パネルを開きます。

2. [ プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] ウィンドウの左側の

ボタン バーから、[Windows コンポーネントの追加と削除（Add/Remove 
Windows Components）] をクリックします。

3. Windows コンポーネント ウィザードで、選択ウィンドウから、[ 管理とモニタ 
ツール（Management and Monitoring Tool）] を選択して、[ 次へ（Next）] を
クリックし、インストールを開始します。

4. ウィザードの指示に従って、コンポーネントをインストールします。

5. インストールが完了したら、[ プログラムの追加と削除（Add or Remove 
Programs）] ウィンドウを閉じます。

6. [ 管理ツール（Administrative Tools）] コントロール パネルを起動し、[ サービ

ス（Services）] を選択して、使用可能なサービスのリストを表示します。

7. [SNMP サービス（SNMP Service）] を右クリックし、[ プロパティ

（Properties）] を選択します。

8. [SNMP サービスのプロパティ（SNMP Service Properties）] ウィンドウで、[
セキュリティ（Security）] タブを選択します。

a. [ 受け付けるコミュニティ名（Accepted Community Names）] セクション

で、[ 追加（Add）] をクリックします。[SNMP サービスの構成（SNMP 
Service Configuration）] ウィンドウが開きます。
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b. [ コミュニティの権利（Community Rights）] ドロップダウン リストから、

[ 読み取りのみ（READ ONLY）] を選択し、[ コミュニティ名（Community 
Name）] フィールドに public と入力して、[ 追加（Add）] をクリックしま

す。[ 受け付けるコミュニティ名（Accepted Community Names）] セク

ションに public コミュニティが追加されます。

（注）コミュニティ名は大文字と小文字が区別されます。「public」の語はす

べて小文字にする必要があります。

c. 次のいずれかの SNMP オプションを選択します。

— すべてのホストから SNMP パケットを受け付ける（Accept SNMP 
Packets From Any Host）

— これらのホストから SNMP パケットを受け付ける（Accept SNMP 
Packets From These Hosts）

（注）セキュリティが重要である場合は、このオプションを選択します。

このオプションを使用すると、SNMP パケットをこのサーバに送信で

きる 1 台以上の特定のマシンを識別できます。

d. [ これらのホストから SNMP パケットを受け付ける（Accept SNMP 
Packets From These Hosts）] を選択した場合、CAD サービスがインス

トールされているすべてのサーバの IP アドレスを追加します。

（注）localhost または他の DNS 名を使用しないでください。DNS 名を使

うと、DNS でホスト名が IP アドレスに正しく解決されない場合に、問題が

発生する可能性があります。

9. [ 適用（Apply）] をクリックして、変更を保存し、[OK] をクリックして、ウィ

ンドウを閉じます。

（注）SNMP サービスの変更後、変更を有効にするためにサービスを再

起動します。CAD が PG にインストールする場合、Cisco Contact 
Center SNMP 管理サービスを再起動します。そうしないと、SNMP 
サービスを再起動します。
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CAD の修復

CAD クライアントまたはサーバ アプリケーションが正常に機能しない場合、修復機能を

使用して、再インストールできます。CAD アプリケーションの修復プロセスでは、イン

ストールされているメンテナンス リリース（MR）、エンジニアリング スペシャル

（ES）、エンジニアリング テスト（ET）が自動的に修復されます。

CAD クライアントまたはサーバ アプリケーションを修復するには、次の手順を実行します。

1. Windows コントロール パネルで、[ プログラムの追加と削除（Add or Remove 
Programs）] ツールを起動します。

2. 現在インストールされているプログラムのリストで、修復する CAD アプリケー

ションを見つけます。

3. [ サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください（Click here for 
support information）] リンクをクリックすると、[ サポート情報（Support 
Info）] ダイアログボックスが表示されます。

4. [ 修復（Repair）] をクリックします。プログラムが再インストールされます。

（注）MR、ES、または ET がインストールされている場合、基本リリー

スが 初に再インストールされ、その後各 MR、ES、および ET が昇順

でインストールされます。
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複製のシャットダウンと再起動

ディレクトリ サービスの複製または録音および統計サービスの複製でシステムを設定し

た場合、複製を一時的にシャットダウンする必要があることがあります。

CAD のアップグレード時には、複製を一時的にシャットダウンする必要があります。

CAD サービスの LDAP データベースの破損を防ぐため、アップグレードの実行前にディ

レクトリ サービスの複製および録音および統計サービスの複製を停止する必要がありま

す。

複製の一時的なシャットダウンは次の場合に必要になります。

■ ディレクトリ サービスまたは録音および統計サービスのインスタンスの 1 つを

別のサーバに移動する。

■ ディレクトリ サービス サーバのいずれかが 2 日以上シャットダウンしている。

複製システムのサーバのいずれかが 2 日以上シャットダウンしている場合、そ

の他のディレクトリ サービス サーバでリソースの使用率が高くなります。サー

バがダウンしている時間が長いほど、その他のサーバでのリソースの使用率が高

くなります。

CAD 7.1 以前のバージョンからアップグレードするために複製をシャットダウンする場

合、「CAD 7.1 以前」（P.150）のシャットダウンの手順を実行します。

（注）ディレクトリ サービス、または録音および統計サービス、または

その両方の複製を設定する場合は、両方のコンピュータで Cisco 
Security Agent が停止していることを確認します。
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複製のシャットダウン

CAD 7.2 以降

CAD 7.2 以降のバージョンで複製をシャットダウンするには、次の手順を実行します。

1. プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方にローカル管理者としてログイン

します。

2. Windows Explorer で、C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin に移動します。

CAD ユーティリティのデフォルトの場所です。

3. PostInstall.exe を実行して、CAD Configuration Setup ユーティリティを起動

します。

4. [ 複製の設定（Replication Setup）] ウィンドウ（図 28）を選択します。

（注）フラット ファイルの実装では、[ 録音および統計の複製

（Recording and Statistics Replication）] オプションが表示されませ

ん。

図 28. [ 複製の設定（Replication Setup）] ウィンドウ
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5. [ 複製の設定（Replication Setup）] ウィンドウで、両方のサービスに対して [
オフ（Off）] を選択します。

6. [ 適用（Apply）] をクリックします。  複製の解体が完了するまでには数分かかり

ます。シャットダウンが正常に終了すると、セカンダリ ノード上のすべての

サービスを再起動するよう求めるダイアログボックスが表示されます。

7. [OK] をクリックします。

8. Windows サービスを使用して、セカンダリ ノード上のすべての CAD サービス

を手動で再起動します。複製がシャットダウンされます。

CAD 7.1 以前

以前のバージョンの CAD からアップグレードするために複製をシャットダウンする場

合、次の手順も実行する必要があります。

CAD 7.1 以前のバージョンで複製をシャットダウンするには、次の手順を実行します。

1. ローカル管理者としてセカンダリ サーバにログインします。

2. コマンド ウィンドウで、C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin に移動します。

CAD ユーティリティのデフォルトの場所です。

3. 次のコマンドを実行します。<IP address> はセカンダリ サーバの IP アドレス

です。

ldaputil /C <IP address>

4. プライマリ サーバにログインします。サーバがダウンしている場合は、再起動

します。

5. コマンド ウィンドウで、C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin に移動します。

6. 次のコマンドを実行します。<IP address> はプライマリ サーバの IP アドレス

です。複製がシャットダウンされます。

ldaputil /C <IP address>

複製の再起動 

複製を再起動するには次の手順を実行します。

1. プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方にローカル管理者としてログイン

します。

2. Windows Explorer で、C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin に移動します。

CAD ユーティリティのデフォルトの場所です。

3. PostInstall.exe を実行して、CAD Configuration Setup ユーティリティを起動

します。
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4. [ 複製の設定（Replication Setup）] ノード（図 29）を選択します。

（注）フラット ファイルの実装では、[ 録音および統計の複製

（Recording and Statistics Replication）] オプションが表示されませ

ん。

5. このウィンドウで、複製するサービスに対して [ オン（On）] を選択します。次

に、プライマリ サーバおよびセカンダリ サーバの IP アドレスを入力します。

6. [ 適用（Apply）] をクリックします。  プライマリ サーバとセカンダリ サーバの

間で、複製が再構築されます。

図 29. [ 複製の設定（Replication Setup）] ノード
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ハイ アベイラビリティ システムでの CAD 
Services の再インストール

ハイ アベイラビリティ（HA）システムを設定している場合、次の手順を実行して CAD 
サービスを再インストールする必要があります。この操作により、CAD の再インストー

ル時の LDAP データベースの破損を防ぐことができます。このプロセスではデスクトッ

プ アプリケーションは影響を受けません。

コンタクト センターへの影響を抑えるため、この操作は停止時間中にスケジュールする

ことをお勧めします。

HA システムで CAD サービスを再インストールするには次の手順を実行します。

1. サイド B サーバで CAD Configuration Setup ユーティリティ（postinstall.exe）
を実行し、[ 複製（Replication）] ノード（Figure 22 on page 83）に移動しま

す。[ ディレクトリ サービスの複製（Directory Services Replication）] をオフ

にし、[ 適用（Apply）] をクリックします。

2. サイド B サーバで、すべてのサービス リリース（SR）およびエンジニアリング 
テスト（ET）をアンインストールし（インストールされている場合）、その後 
CAD サービスをアンインストールします。

3. サイド A サーバで、すべての SR および ET をアンインストールし（インストー

ルされている場合）、その後 CAD サービスをアンインストールします。

4. 両サーバを再起動します。

5. サイド A で CAD サービス、SR、ET を再インストールおよび設定します。

6. サイド B で CAD サービス、SR、ET を再インストールおよび設定します。

7. 複製を再度確立します。

a. サイド B サーバで CAD Configuration Setup ユーティリティを再度実行し、

[ 複製（Replication）] ノードに移動します。

b. ディレクトリ サービスの複製を有効にし、サイド A およびサイド B の IP ア
ドレスを入力して [ 適用（Apply）] をクリックします。
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CAD 8.5 の削除

CAD アプリケーションの削除は、次の順序で行うことをお勧めします。

1. Supervisor Desktop または Agent Desktop

2. Cisco Desktop Administrator

3. CAD サービス

CAD のアプリケーションを削除する手順は、次のとおりです。

1. コントロール パネルの [ プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] 
を開きます。

2. 削除するアプリケーションを選択して [ 削除（Remove）] をクリックします。

アプリケーションが削除されます。

（注）アンインストール プロセスの実行中に、実行中のアプリケーショ

ンを終了させる必要があるという Microsoft のインストーラのメッセー

ジが表示されることがあります。そのアプリケーションを終了させて

も、メッセージを無視してアンインストールを続行してもかまいませ

ん。

MR、ES、ET の削除

基本リリースの上にメンテナンス リリース（MR）、エンジニアリング スペシャル

（ES）、またはエンジニアリング テスト（ET）がインストールされている場合は、基本リ

リースを削除できません。まず、MR、ES、および ET を削除する必要があります。

CAD が間違った順序でアンインストールされないようにするために、ET、ES、または 
MR の 新のもの以外はすべて、[ 削除（Remove）] ボタンが無効になっています。

MR、ES、および ET がそれぞれ削除されると、次にアンインストールの資格があるもの

の [ 削除（Remove）] ボタンが有効になります。

このプロセスは、基本リリースが削除できるようになるまで続きます。
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