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概要
概要

このマニュアルは、次の CAD 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手順を示

します：Cisco Agent Desktop、Cisco Agent Desktop の Browser Edition、Cisco Supervisor 
Desktop および Cisco Desktop Administrator。

CAD サービスは Cisco Unified Contact Center Express（Unified CCX）インストール プログラムに

統合されます。Unified CCX のインストールについては、『Cisco Unified Contact Center Express 
Installation Guide』を参照してください。

CAD デスクトップ クライアント アプリケーションを適切に設定された Unified CCX 環境に正常にイ

ンストールし、アプリケーションをライセンスすると、Cisco Agent Desktop、Cisco Agent 
Desktop の Browser Edition、Cisco Supervisor Desktop および Cisco Desktop Administrator の基

本機能を必要な追加設定なしで使用することができます。

CAD の関連マニュアル

■ Cisco Agent Desktop ユーザ ガイド

■ Cisco Agent Desktop - Browser Edition ユーザ ガイド

■ 『Cisco Supervisor Desktop User Guide』

■ Cisco IP Phone Agent ユーザ ガイド

■ 『Cisco Desktop Administrator User Guide』

■ 『Cisco CAD Troubleshooting Guide』

■ 『Configuring and Troubleshooting VoIP Monitoring』

■ シン クライアント環境との CAD の統合 

■ 『Cisco CAD Error Code Dictionary』

これらのマニュアルは、次の URL からオンラインで入手可能です。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/tsd_products_support_series_
home.html
9
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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。
10 13/09/23
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概要
今回のリリースでの変更点

CAD 9.0 の新機能は次のとおりです。

リリース 9.0(1)

■ Cisco AnyConnect Secure Mobility Client リリース 3.0 のサポート

■ Cisco Unified CCX Web Chat 用の統合ブラウザのサポート

■ エージェントの電子メールでの電子メール アドレスへの Reply-to のサポート

リリース 9.0(2)

■ Cisco Unified Communications Manager 9.1 のサポート

■ Cisco Unified Presence Server 9.1 のサポート。
13/09/23 11
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CAD 9.0 要素

CAD9.0 には次のクライアント アプリケーションおよびサービスが含まれます。

デスクトップ クライアント 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 はエージェントが顧客とのコンタクトを管理する際に使用するアプリケーションで

す。これには、会話のエンタープライズ データ、コール アクティビティ情報、レポート、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コール / チャット クライアント、統合ブラウザ 
ウィンドウが含まれます。

エージェントは、ハード IP フォンまたは Cisco 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 Unified CCX 電話回線のテレフォニー アクティビティを制御し

ます。Agent Desktop は、エージェントの Unified CCX 電話回線を共有または制御しようとする、

Cisco Attendant Console、Cisco Unified Personal Communicator などの他のアプリケーションと

は共存できません。

詳細については、『Cisco Agent Desktop 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 Cisco IP Phone で実行するサービスです。このサービス

は、エージェントがコンピュータを必要としなくても、顧客とのコンタクトを管理できるようにしま

す。これには、エンタープライズ データ、エージェントの状態、理由コードおよびコンタクト サー

ビス キュー（CSQ）の統計情報が含まれます。

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。発信側の知識がなくても、スーパーバ

イザはコール処理を支援するエージェントとのチャット セッションを開始できます。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
12 13/09/23



CAD 9.0 要素
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。

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

Cisco Agent Desktop–Browser Edition

Cisco Agent Desktop–Browser Edition（CAD-BE）は、Internet Explorer または Mozilla FireFox の 
Web ブラウザで動作する Agent Desktop の Java アプレット バージョンです。

CAD-BE は、応答、保留、会議、転送といったコール制御に関する機能、および ACD 状態制御（待受

開始 / 待受停止、後処理などを含む）を備えています。お客様の情報は、エンタープライズ データ 
ウィンドウを介してエージェントに表示されます。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。

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

サービス

次は、Unified CCX インストールの一部として Unified CCX サーバにインストールされている個別の 
CAD サービスです。

エージェント電子メール サービス

エージェント電子メール サービスはコンタクト センターのエージェントとスーパーバイザの電子

メールの処理および管理に対応します。顧客からの電子メールを受信し、顧客の要求に応えるために

そのメールをエージェントに分散し、コンタクト センターからの応答を顧客に送信して電子メールの

利用状況を報告する基本的な一連の機能を提供します。

コール / チャット サービス

コール / チャット サービスはコール / チャット クライアントと Supervisor Desktop の間のメッセー

ジ ブローカとして機能します。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コール / 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。また、エージェント（IP Phone エージェントを除く）とスーパーバイザの間のテキスト 
チャットおよびチーム パフォーマンス メッセージの送信を促進します。

ディレクトリ サービス（Directory Services）

LDAP モニタ サービスと LRM サービスは、起動時にディレクトリ サービスに登録されます。他のす

べてのサービスは、サービスどうしがどのように接続するかを、LRM サービスを使用して決定しま

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 Unified CCX からインポートされ、Sync（同期）サービスに
13/09/23 13
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よって同期が保たれます。また、ディレクトリ サービスは Desktop Administrator によって管理され

る設定情報の維持にも使用されます。

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。また、リアルタイムのコール履歴を提供し、スーパーバイザ ワークフローをトリ

ガーします。

BIPPA サービス

BIPPA サービスは、IP phone エージェントが Agent Desktop ソフトウェアを使用しなくても、

Unified CCX のログインおよびログアウト、エージェント状態の変更、理由コードおよびラップアッ

プ データを入力できるようにします。

このサービスは、Unified CM のサービス機能および対応している Cisco IP Phone と連携して動作し

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。

CAD-BE エージェントは他のサービスと対話するためにこのサービスを使用します。

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。また、LDAP 複製の設定をセット アップし、LDAP データを再同期します。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。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 1 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 ACD 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。録音の履歴は、直近の 7 日分保持されま

す（それらが保存された場合は、30 日間保存されます）。

同期サービス

SYN サービスは ACMI プロトコルを介して Unified CCX に接続して、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 CCX 設定との整合性を維持します。
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VoIP（Voice over IP）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。
13/09/23 15



Cisco CAD インストレーション ガイド
CAD の機能レベル

CAD の機能レベルは、標準、拡張、プレミアムの 3 つがあります。表 1 は、各レベルで使用可能な

機能の概要を示しています。ここに示されていない機能はいずれも、3 つの機能レベルすべてに含ま

れています。

表 1. CAD の機能レベル 

標準 拡張 プレミアム

Agent Desktop（標準バンドルで使用不可）

エージェントが開始するチャット ○ ○

自動録音（ワークフロー アクション） ○ ○

メールの統合 ○

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 ○

統合ブラウザ ○

理由コード ○ ○

タスク ボタン ○ ○

Unified CCX Outbound Dialer ○

Unified Presence の統合 ○ ○

後処理データ ○ ○

Cisco Agent Desktop Browser Edition（標準バンドルで使用不可）

エージェントが開始する 優先チャット ○ ○

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 ○ ○

理由コード ○ ○

タスク ボタン ○ ○

後処理データ ○ ○

IP Phone エージェント

エージェント状態 ○ ○ ○

エージェントが開始する録音 ○ ○

発信者データ（Caller Data） ○ ○ ○

CSQ 統計情報 ○ ○ ○

理由コード ○ ○ ○
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後処理データ ○ ○

Supervisor Desktop

CSQ 統計情報 ○ ○ ○

割り込み ○ ○

代行受信（Intercept） ○ ○

録音 / 再生をエージェント コール ○ ○

リアルタイム画面 ○ ○ ○

通話モニタリング ○ ○

スーパーバイザ ワークフロー（ツリー

制御）

○ ○

スーパーバイザ ワークフロー（すべて） ○

チーム メッセージ ○ ○

Unified Presence の統合 ○ ○ ○

Desktop Administrator

エージェント電子メールの設定 ○

エンタープライズ データの設定 ○ ○ ○

サイレント モニタリングの設定 ○ ○

Unified Presence の設定 ○ ○ ○

Desktop Work Flow Administrator

ワークフロー グループの設定 ○ ○ ○

エージェント インターフェイスの設定 ○ ○

統合ブラウザの設定 ○1 ○

Unified CCX Outbound Dialer ○

ワークフローの設定 ○ ○

1. CAD-BE のみ

表 1. CAD の機能レベル 

標準 拡張 プレミアム
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ローカリゼーション

CAD デスクトップ アプリケーションは、表 2 に記載の言語にローカライズされています。

表 2. CAD デスクトップ アプリケーションとサポートされる言語

言語

Agent 
Desktop CAD-BE

Supervisor 
Desktop

IP 
Phone 
Agent

Desktop 
Administrator

/Desktop 
Work Flow 

Administrator

中国語（簡体字）1 

1. エージェント電子メールのスペル チェック機能はサポートされていません。

○ ○ ○ ○2

2. UTF-8 に対応した電話が必要です。ロシア語の場合、UTF-8 に対応していない電話は、理由コード、後処理
データおよびエンタープライズ データの Unicode エスケープのない ISO-8859-1 が必要です。

中国語（繁体字）1 ○ ○ ○ ○2

デンマーク語 ○ ○ ○ ○

オランダ語 ○ ○ ○ ○

英語（米国） ○ ○ ○ ○ ○

フィンランド語 ○ ○ ○ ○

フランス語 ○ ○ ○ ○

フランス語（カナダ） ○ ○ ○ ○

ドイツ語 ○ ○ ○ ○

イタリア語 ○ ○ ○ ○

日本語（漢字）1 ○ ○ ○ ○2

日本語（カタカナ）1 ○ ○ ○ ○3

3. Shift-JIS に対応した電話機が必要です。理由コード、後処理データおよびエンタープライズ 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。

韓国語 1 ○ ○ ○ ○2

ノルウェー語4

4. ユーザ インタフェースのみ。

○ ○ ○ ○

ポーランド語 ○ ○ ○ ○2

ポルトガル語（ブラジ

ル）

○ ○ ○ ○

ロシア語 ○ ○ ○ ○2

スペイン語 ○ ○ ○ ○

スウェーデン語 ○ ○ ○ ○

トルコ語 ○ ○ ○ ○2
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CAD 環境の設定
システム構成

サポートされるシステム構成は『Cisco Unified Contact Center Express 9.0 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/ps1846/products_implementati
on_design_guides_list.html

シンクライアント環境

Agent Desktop および Supervisor Desktop は Citrix/XenApp と Microsoft Terminal Services のシ

ン クライアント環境でサポートされます。詳細については、次の Web サイトで入手可能な

『Integrating CAD with a Thin Client Environment』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps427/products_implementatio
n_design_guides_list.html
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システム要件

CAD 9.0 は Unified Contact Center 9.0 環境に統合されます。

新の互換性の情報については、次のドキュメントを参照してください。

■ 『Cisco Unified CM and Cisco IOS Software Version Compatibility Matrix』

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_device_support
_tables_list.html

■ 『Cisco Unified Contact Center Express (Cisco Unified CCX) Software and Hardware 
Compatibility Guide』

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_device_supp
ort_tables_list.html

動作環境

新のハードウェアおよびシステム ソフトウェアの互換性情報は、次の Web サイトで入手可能な

『Cisco Unified Contact Center Express (Cisco Unified CCX) Software and Hardware 
Compatibility Guide』でも説明されています。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_device_supp
ort_tables_list.html

ハードウェアおよび OS の 小要件

CAD 9.0 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 3. 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 Service 
Pack 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
動作環境の言語に関する要件

Agent Desktop、CAD-BE および Supervisor Desktop は、ローカライズされたオペレーティング シ
ステムを実行するマシンにインストールできます。サポートされる言語の一覧については、「ローカ

リゼーション」（P.18）を参照してください。

Windows Vista Enterprise、Business 
および Ultimate Edition 32 ビット サー

ビス パック 2 のみ

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、
Ultimate Edition、サービス パック 1
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 Exchange 2003
Microsoft Exchange 2007、Microsoft 
Exchange 20101

エージェント電子メール

MS Exchange 2003：2 GB の RAM
MS Exchange 2007：4 GB の RAM
MS Exchange 2010：8 GB の RAM
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

1. MS Exchange OS、CPU、ハード ディスク、NIC の 小要件の詳細については、MS Exchange のド
キュメントを参照するか、MS Exchange Server TechCenter Web サイト

（http://technet.microsoft.com/en-us/exchange/）を参照してください。

表 3. 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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英語以外の言語環境では、ローカライズされたオペレーティング システムを使用しているマシンに 
Desktop Administrator をインストールする必要があります。これにより、コール / 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、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。

（注）コンタクト センターの言語を変更すると、LDAP のデータは完全に消去されま

す。その結果、CAD クライアント デスクトップを Desktop Administrator で再設定

する必要があります。その他のインスタンスでは Cisco Unified CCX Desktop クラ

イアント コンフィギュレーション ツールを実行する際、LDAP のデータは保持され

ます。詳細については、「「CAD デスクトップ クライアント MSI ファイルの設定」

（P.106）」を参照してください。

1 つの CAD 配置で 2 つ以上のローカライズ言語はサポートできません。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。

（注）コンタクト センターの言語を変更すると、変更が反映され、サーバが完全に再

起動されるまでに数分かかる場合があります。

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。

次の VPN ソリューションが Supervisor Desktop に対して正常に動作することが確認されており、ア

クセスに関してサポートされています。

■ Cisco VPN Client

■ Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

他のベンダーの VPN ソリューションを使用すると、機能を損なう可能性があります。これらのソ

リューションは正式な検証が行われていないため、サポートされていません。

（注）Cisco AnyConnect Secure Mobility Client のインストール後、コンピュータを

再起動する必要があります。再起動しないと、モニタリングおよび録音が正常に動

作しません。

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 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。
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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 の IP アドレスは CAD-BE サーバ ステップの CAD Configuration Setup で設定されます。

（注）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 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/tech_tech_notes_list.html

サードパーティのソフトウェア環境

CAD 9.0 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 Exchange

Microsoft Exchange は、エージェント電子メールの操作に必要です。CAD は MS Exchange 2003、
MS Exchange 2007、MS Exchange 2010 をサポートします。

（注）MS Exchange 2010 を使用する場合、少なくとも 8 GB のメモリを Exchange 
サーバに設定する必要があります。

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、CAD-BE、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。Internet Explorer 7 および 8（IE 7 互換モード）がサポートさ

れます。Agent Desktop および Supervisor Desktop 統合ブラウザは Internet Explorer で配布され

る Microsoft WebBrowser コントロール（Shdocvw.dll）を使用して実装されます。このライブラリ

は、ユーザがハイパーリンクや URL を使用して Web サイトやファイルに移動できるウィンドウを提

供します。ただし、これは Internet Explorer の完全な実装を意味するものではありません。結果とし

て、Agent Desktop と Supervisor Desktop の統合ブラウザと Internet Explorer の動作には違いが

生じます。Web ページは、Microsoft Internet Explorer では正しく表示されますが、Agent Desktop 
および Supervisor Desktop 統合ブラウザでは、正しく表示されないか、まったく表示されない場合

があります。

Agent Desktop および Supervisor Desktop 統合ブラウザと、Internet Explorer との間には、次のよ

うな違いがあります。

■ 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 ウィンドウを起動しようとする

と、Agent Desktop および Supervisor Desktop 統合ブラウザは代わりに新しいタブを開き

ます。
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■ JavaScript のエラーを含むページが Agent Desktop および Supervisor Desktop 統合ブラウ

ザから開かれた場合に Internet Explorer（デフォルト）でスクリプト エラー通知が無効化さ

れていると、Agent Desktop および Supervisor Desktop 統合ブラウザにはエラーに関する

情報が表示されません。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。

■ Agent Desktop および Supervisor Desktop 統合ブラウザでは、ポップアップ ブロッカーや

フィッシング フィルタを含む Internet Explorer の高度な機能はサポートされていません。

■ エージェント電子メールの潜在的な問題を回避するためには、Internet Explorer で Unified 
CCX サーバ サイトの互換モードを有効にする必要があります。

（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。CAD-BE は、Firefox バージョン 12 でテストさ

れています。

（注）Internet Explorer および Mozilla Firefox のサポートされるバージョンの詳細

については、『Cisco Unified Contact Center Express (Cisco Unified CCX) 
Software and Hardware Compatibility Guide』（マニュアルの URL は「動作環境」

（P.20）を参照）。

Java Runtime Environment（JRE）

IP Phone エージェント、Agent Desktop、Supervisor Desktop、および CAD-BE で使用される Java 
アプレットおよび JavaServer Pages（JSP）を実行するには、JRE 1.6.0 が必要です。CAD 9.0(1) 
および 9.0(2) は更新プログラム 31 をサポートしています。CAD 9.0(2) SU1 は更新プログラム 45 
をサポートしています。JRE 1.7.0 はサポートされません。Agent Desktop および Supervisor 
Desktop はエージェント電子メールとともにアプレットを使用します。
24 13/09/23

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


モニタリングおよび録音要件
モニタリングおよび録音要件

録音要件については、『Configuring and Troubleshooting VoIP Monitoring』を参照してください。

録音および再生サービスと、録音および統計サービス用の容量要件は、コンタクト センターの規模に

よって次のように異なります。

（注）CAD 録音機能は、「オンデマンド」の使用目的のみであり、コンタクト セン

ターのすべてのコールを録音する目的ではありません。

（注）CAD は重複パケットを処理できません。

エージェント データ ストア データベース

エージェント データ ストア データベースはエージェント状態とコール アクティビティを記録するた

めに 2.4 GB を予約します。ハイ アベイラビリティ環境では、2.4 GB はプライマリ サーバとセカン

ダリ サーバの間でそれぞれが容量の 1.2 GB を予約するように分割されます。

録音サービス

Unified CCX プラットフォームは、録音のサーバごとのハード ディスク ドライブ容量の 2.6 GB を予

約します。

録音に必要な容量は、次に基づいて計算されます。

■ 録音された G.711 音声コール 1 分あたり～ 800KB

■ 録音された G.729 音声コール 1 分あたり～ 200KB
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Unified CCX でのエージェントのセットアップ

CAD 9.0 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 CCX で行います。

手順については、次の URL から入手可能な Unified CCX のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_installation_a
nd_configuration_guides_list.html

（注）Agent Desktop にログインする際に使用するユーザ ID と Supervisor Desktop 
は 大で英数字 31 文字を設定できます。日本語、中国語、韓国語、ロシア語の 大

文字数は 15 文字です。Unified CCX ではより長い ID を設定できます。エージェン

トとスーパーバイザが正常にログインできるように、Unified CCX で設定した ID が
文字数制限を超えていないことを確認してください。
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システム キャパシティ

表 4 は、CAD 9.0 でサポートされるシステム容量の選択を表示します。追加サイジングの考慮事項

は、次の URL の「Cisco Unified Contact Center Express 9.0 Data Sheet」に表示されます。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_data_sheets_list.html

表 4. システム容量

説明 容量

システムあたりの 大エージェント数 400

チームあたりの 大エージェント数 100

エージェントあたりの 大スキル /CSQ 数（リアルタイム レポー

ティングの場合）
50

システムあたりの 大スーパーバイザ数 40

同時録音 / 再生の 大数 32 エンハンスド

80 プレミアム

モニタ ドメインあたりの 大エージェント数 300

エージェント電子メール エージェントの 大数 120

同時モニタリング セッションの 大数 40
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サポートされる IP 電話

サポートされる IP 電話の一覧については、次の URL の『Cisco Unified Contact Center Express 
(Cisco Unified CCX) Software and Hardware Compatibility Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_device_supp
ort_tables_list.html

（注）Unified CCX 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 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 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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エージェント電子メールの設定
概要

ここでは、エージェント電子メールが正しく機能するために実行する必要のある内容について説明し

ます。

エージェント電子メールを動作させる前に、次のアプリケーションを設定する必要があります。

アプリケーション 設定

Microsoft (MS) Exchange • エージェント電子メールの電子メールアカウント

の設定

• エージェント電子メールの配信リストの設定

• エージェント電子メールのメール ボックスの設

定

手順については、「エージェント電子メール用の 
Microsoft Exchange の設定」（P.42）を参照してく

ださい。

Cisco Unified CCX Application 
Administration

• CSQ の設定

• スキルの設定

手順については、『Cisco Unified Contact Center 
Express Administration Guide, Release 9.0(1)』を

参照してください。

Desktop Administrator • MS Exchange サーバ情報の設定

• 電子メール アドレスの CSQ のマッピング

手順については、『Cisco Desktop Administrator 
User Guide』を参照してください。
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セキュリティと証明書の警告

エージェント電子メールを有効にした Agent Desktop にログイン中に、エージェントは複数のセ

キュリティおよび証明書の警告を受け取ることがあります。[ 情報（Information）] バーに、ホスト

名が証明書と一致しない、証明書エラーによってコンテンツがブロックされる、または発行元が信頼

されていない、などの内容の警告メッセージが表示されます。これらの警告は、エージェント電子

メールが統合ブラウザにロードされている間に表示されます。エージェント電子メールが通常とおり

機能するために、すべての証明書エラーが無視され、必要な証明書をインストールし、パブリッシャ

が信頼され、ホスト名が一致し、コンテンツがブロック解除される必要があります。

エージェントは、ブラウザの [ 情報（Information）] バーに表示されるセキュリティ警告をクリック

し、ポップアップ メニューで利用できるオプションにしたがって適切なアクションを選択し、コンテ

ンツのブロックを解除するか、パブリッシャを信頼することができます。これらの警告を抑制する証

明書のパブリッシャを信頼するようにインターネットを設定できます。

証明書のパブリッシャを信頼するには、次の手順を実行します。

1. Internet Explorer を開きます。

2. メニューバーから、[ ツール（Tools）] > [ インターネット オプション（Internet Options）] 
の順に選択します。[ インターネット オプション（Internet Options）] ダイアログボックス

が表示されます。

3. [ コンテンツ（Content）] タブを選択して、[ パブリッシャ（Publishers）] をクリックしま

す。[ 証明書（Certificates）] ダイアログボックスが表示されます。

4. [ 信頼されないパブリッシャ（Untrusted Publishers）] タブを選択します。

5. 信頼するパブリッシャを選択して、[ 削除（Remove）] をクリックし、[ はい（Yes）] をク

リックしてそのパブリッシャを信頼することを確定します。

6. [ 証明書（Certificates）] ダイアログボックスで [ 閉じる（Close）] をクリックし、変更内

容を保存します。

7. [ インターネット オプション（Internet Options）] ダイアログボックスで [OK] をクリック

し、変更内容を保存します。

サポートされる Unicode エンコーディング

エージェント電子メールを使用するクライアント システムは、UTF-8 に互換性のある入力に対しての

み設定する必要があります。UTF-8 に互換性がない入力を使用するクライアント システムはサポート

されていないため、予期せぬ結果が発生する場合があります。

互換モード

エージェント電子メールの問題を回避するには、Internet Explorer の互換モードを Unified CCX サー

バ サイトに対して有効にする必要があります。
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エージェント電子メール Microsoft Exchange 
メール ボックス フォルダの管理

顧客に送受信された電子メールは、MS Exchange サーバのメール ストアに保存されます。

デフォルトでは、新しいユーザのメール ボックスにはフォルダの標準セットが含まれており、そのう

ちの 1 つは [ 受信トレイ（Inbox）] です。エージェント電子メール サービスは受信ールのエージェン

ト電子メール ユーザに関連付けられた [ 受信トレイ（Inbox）] フォルダを監視し、実行時に必要に応

じて MS Exchange に追加フォルダを自動的に作成します。

一般的な MS Exchange フォルダのレイアウトを、図 1 に示します。

図 1. 一般的なエージェント電子メールの MS Exchange メール ボックス フォルダのレイアウト

削除済みメッセージの発信元を示すフォルダ

各 CSQ のフォルダ

エージェントによって処理された各電子メール メッセージ用のフォルダ

各電子メールのエージェントのフォルダ

メッセージが転送または再キューイングされる CSQ 用のフォルダ
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電子メール フローは、図 2 と図 3 のフロー チャートに示します。

図 2. 顧客の電子メールのフロー チャート（受信電子メール）

図 3. エージェントの返信電子メール フロー チャート（返信送信メール）
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エージェント電子メール Microsoft Exchange メール 
ボックス フォルダ

[ 受信トレイ（Inbox）] フォルダを除く次のフォルダは、実行時に MS Exchange でエージェント電

子メール サービスにより作成されます。

Inbox フォルダ（Inbox Folder）

初に、エージェント電子メール ユーザに関連付けられた電子メール アドレスに送信されるすべて

着信電子メールが [ 受信トレイ（Inbox）] フォルダに表示されます。

エージェント電子メール サービスが定期的に [ 受信トレイ（Inbox）] フォルダに新しい電子メールが

ないかを確認し、ルーティング ルールに基づき適切なサブフォルダに移動します（Desktop 
Administrator で設定）。メールは電子メール CSQ のサブフォルダにルーティングされ、エージェン

トが利用可能になり、その電子メールを処理するまで待機します。電子メール CSQ ID はフォルダ名

として使用されます。

エージェント電子メールの電子メールは、サードパーティ製の IMAP クライアントによる手動操作は

絶対にしないでください。この操作により、関連する録音と統計サービスのエージェント電子メール 
レポートでエラーが発生する可能性があります。これに対する可能な例外は、エージェント電子メー

ル サービスが [ 受信トレイ（Inbox）] フォルダで電子メールを処理できず、エラーが生じる場合で

す。このような場合、IMAP クライアントを使用し、[ 受信トレイ（Inbox）] から別のフォルダに電子

メールを移動することができます。

割り当て（Assignments）フォルダ

[ 割り当て（Assignments）] フォルダには、電子メール CSQ に割り当てられているエージェント 1 
つあたりに 1 つのサブフォルダが含まれます。エージェント ID はフォルダ名として使用されます。

エージェント電子メール サービスは、エージェントが電子メール CSQ に割り当てられている場合に

次のフォルダを作成します。

電子メールをエージェントに割り当てられると、サブフォルダがエージェントのフォルダの下に作成

されます。電子メールのサブフォルダ名は次の形式に従います。

<unique e-mail ID>.<CSQ ID>

この電子メール サブフォルダには、顧客の電子メールと、その電子メールへの保存された下書きの応

答が含まれます。エージェントが [ 送信（Send）] ボタンをクリックすると、電子メールのサブフォ

ルダが削除されます。

処理（Handled）フォルダ

[ 処理（Handled）] フォルダには、エージェントによって返信された顧客の電子メールが含まれま

す。エージェントが [ 送信（Send）] ボタンをクリックすると、返信が送信され、元の顧客の電子

メールは、このフォルダに移動します。

定期的に、[ 処理（Handled）] フォルダの電子メーはエージェント電子メール サービスによって削除

されます。保存期間は、Desktop Administrator で設定されます。
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送信不可（Not Sendable）フォルダ

顧客電子メールへの返信を送信する際にエラーが発生した場合、その返信電子メールは [ 送信不可

（Not Sendable）] フォルダに移動します。

Desktop Administrator で設定された電子メール アドレスを使ってエージェント電子メールのアカウ

ントが応答を送信する許可を MS Exchange Server で設定していない場合、エラーが発生する可能性

があります。（Send As 権限を設定する方法については、『Cisco CAD Troubleshooting Guide』の

「Agent E-Mail Problems」を参照）。この問題を解決したら、処理するためにサードパーティ製の 
IMAP クライアントを使用して [ 送信トレイ（Outbox）] に移動できます。

送信トレイ（Outbox）フォルダ

[ 送信トレイ（Outbox）] フォルダには、顧客に送信されるのを待機する返信電子メールが含まれま

す。Agent Desktop は、Agent Desktop で直接 SMTP を使用するのを避けるため、電子メールをこ

のフォルダに移動します（SMTP は通常ウィルスチェックによってディセーブルになっています）。

エージェント電子メール サービスが定期的にこのフォルダを確認し、SMTP を使って見つかった電子

メールを送信します。何らかの理由で電子メールが送信できない場合、[ 送信不可（Not Sendable）] 
フォルダに移動されます。

保留中エラー（Pending Error）フォルダ

[ 保留中エラー（Pending Error）] フォルダは [ 送信トレイ（Outbox）] フォルダのサブフォルダで、

SMTP タイムアウトによる送信中にエラーが発生した電子メールを保存するために使用されます。こ

のようなエラーは通常、一時的なネットワークの問題（輻輳）などが原因であり、その結果、同じ

メールを後で送信すると成功する可能性があります。

具体的には、MS Exchange サーバが電子メールを送信できず、エージェント電子メール サービスに

「421 4.4.1 の接続がタイムアウトになりました（421 4.4.1 Connection timed out）」というメッ

セージで応答する場合、エージェント電子メール サービスは再送信を試みます。同じエラーを 3 回受

信した場合、エージェント電子メール サービスは電子メールを [ 保留中エラー（Pending Error）] 
フォルダに移動します。エージェント電子メール サービスは [ 保留中エラー（Pending Error）] フォ

ルダを 1 時間に 1 回スキャンし、そこに含まれるすべての電子メールの再送信を試みます。電子メー

ルがまだ送信できない場合は 24 時間までは [ 保留中エラー（Pending Error）] フォルダに留まり、

その後は [ 送信不可（Not Sendable）] フォルダに移動されます。

削除保留中（Pending Delete）フォルダ

[ 削除保留中（Pending Delete Folder）] フォルダには、電子メールが [ 受信トレイ（Inbox）] に到

着した際にルーティング不可能であると判断された場合、削除用にエージェントが手動で、または

エージェント電子メール サービスが自動的にマークした顧客の電子メールが含まれます。エージェン

トが削除した電子メールは CSQ のサブフォルダにあり、エージェント電子メール サービス（ルー

ティング障害により）によって削除された電子メールは [ ルーティング不可能（Not Routable）] 
フォルダにあります。

定期的に、[ 削除保留中（Pending Delete Folder）] フォルダにある電子メールはエージェント電子

メール サービスによって削除されます。保存期間は、Desktop Administrator で設定されます。

ルーティング不可能（Not Routable）フォルダ

受信した電子メール アドレスに、割り当てられている CSQ フォルダがない場合、受信メールは [
ルーティング不可能（Not Routable）] フォルダに送信されます。
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[ ルーティング不可能（Not Routable）] フォルダの電子メールの場合、到着した際に Desktop 
Administrator で設定されていない有効な電子メール アドレスに送信された場合は、これらのメッ

セージを [ 受信トレイ（Inbox）] に戻すことが望ましい場合があります。電子メール アドレスを設定

した後、サードパーティ製 IMAP クライアントを使用して、電子メールを処理可能にするために [
ルーティング不可能（Not Routable）] フォルダから [ 受信トレイ（Inbox）] に電子メールを移動で

きます。

送信（Sent）フォルダ

[ 送信（Sent）] フォルダには、顧客の電子メールに対応してエージェントから送信された電子メール

のコピーが含まれます。エージェントが [ 送信（Sent）] ボタンをクリックすると、返信は Outbox 
に送信され、そのコピーがこのフォルダに移動します。

このフォルダには送信不可の電子メールが含まれている可能性があります。送信可能性は、電子メー

ルが [ 送信トレイ（Outbox）] に到達したときに決定されますが、電子メールは送信可能性が決定す

る前に [ 送信（Sent）] フォルダにコピーされます。

定期的に、[ 送信（Sent）] フォルダの電子メールはエージェント電子メール サービスによって削除

されます。保存期間は、Desktop Administrator で設定されます。

システム ステータス メッセージ（System Status Messages）フォルダ

システム ステータスまたは配信ステータス メッセージは通常、電子メール配信の問題を示すエラー 
メッセージです。エラー メッセージの例の 1 つは、顧客の受信トレイがいっぱいであるためにエー

ジェントの返信が配信不可能な場合に受信する自動生成されたメッセージがあります。これらのエ

ラー メッセージは 初に [ 受信トレイ（Inbox）] に配信され、エージェント電子メール サービスに

よって [System Status Messages（システム ステータス メッセージ）] フォルダに移動されます。

これらのメッセージがエージェントに配信されることはありません。

定期的に、[System Status Messages（システム ステータス メッセージ）] フォルダのメッセージ

は、エージェント電子メール サービスによって削除されます。保存期間は、Desktop Administrator 
で設定されます。

転送（Transfer）フォルダ

[ 転送（Transfer）] はフォルダは Agent Desktop が転送および再キューイングのロジックで使用し

ます。これには、電子メールが転送または再キューイングされる CSQ のサブフォルダが含まれます。

電子メールはサブフォルダに移動され、エージェント電子メール サービスによって新しい CSQ への

再割り当て用に定期的に処理されます。
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エージェント電子メールのルーティング予測

エージェント電子メールは、 初にエージェントがキューに入った時刻、次に電子メールがキューに

入った時刻に基づいて電子メールのエージェントへの配信を管理します。キューに も長く留まって

いるエージェントは、ファーストインファーストアウト（FIFO）配信方法を使って、そのキューに割

り当てられたそのエージェントから も古い電子メールを配信します。

エージェントが複数の電子メール CSQ をサポートしている場合、これらの CSQ の も古い電子メー

ルがエージェントにルーティングされます。

（注）エージェントのスキル能力レベルは電子メール配信に考慮に入れられません。

電子メールのルーティングはすぐには行われません。Unified CCX 電子メール ルーティング サービス

は、MS Exchange と適切なフォルダにメールを移動するために相互作用し、その結果、遅延が予想

されます。表 5 は発生する可能性があるルーティング ステップと遅延の可能性を識別します。

（注）表 5 に表示される遅延時間は IMAP 操作が完了するまで約 1/16 秒かかること

を前提にして計算されます。システムによって結果が異なる場合があります。

成功する 大の遅延は、システムが 大容量で 7845 サーバで実行されていることと、重大な MS 
Exchange および Unified CCX 通信障害がないことを前提にしています。

表 5. 電子メール ルーティング プロセスと遅延の可能性

手順

成功 障害 / 複数の試行（Failure/Multiple Attempts）1

小遅延（Minimum 
Delay）

大遅延（Maximum 
Delay）

小遅延（Minimum 
Delay）

大遅延（Maximum 
Delay）

1. MS Exchange 受信トレイから [CSQ] フォルダにメールを割り当てます。

1 秒 10 秒 5 秒 15 秒

2. 新しい電子メールがないか [CSQ] フォルダをスキャンします。

1 秒（すべてのメッセー

ジを再スキャンしない）

26 秒（すべてのメッ

セージを再スキャンす

る）

1 秒（すべてのメッセー

ジを再スキャンしない）

26 秒（すべてのメッ

セージを再スキャンす

る）

3. 待機するエージェントをスキャンし、メッセージが使用可能かどうかを判断します。

1 秒（キューで先行して

待機するエージェント

なし）

18 秒（119 のエージェ

ントがキューで先行し

て待機 ）

1 秒（キューで先行して

待機するエージェント

なし）

18 秒（119 のエージェ

ントがキューで先行し

て待機 ）

4. MS Exchange にエージェント割り当てフォルダを作成し、メッセージをそのフォルダに移動します。

1 秒（ステップ 5 に進

む）

12 秒（ステップ 5 に進

む）

1 秒（割り当て成功：ス

テップ 5 に進む）

12 秒（複数の試行が成

功：ステップ 5 に進む）

144 秒（複数の試行が

失敗：ステップ 4a に進

む）
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4a 割り当ての試行を中断し、[ エージェントの割り当て（Agent Assignment folder）] フォルダを削除し、エージェ

ントを再キューイングします。

監視されない 監視されない 1 秒（ステップ 2 に戻

る）

144 秒（ステップ 2 に
戻る）

5. エージェント電子メール サービスは電子メールの割り当てをエージェントに通知

1 秒 1 秒 1 秒 144 秒（複数の試行が

成功：ステップ 6 に進

む）

144 秒（複数の試行が

失敗：ステップ 5a に進

む）

5a. 電子メールを CSQ に戻し、[ エージェントの割り当て（Agent Assignment folder）] フォルダを削除し、エー

ジェントを再キューイングします。

監視されない 監視されない 1 秒（ステップ 2 に戻

る）

144 秒（ステップ 2 に
戻る）

6. エージェントは、[ エージェントの割り当て（Agent Assignment folder）] フォルダから電子メールのダウンロー

ドを開始

1 秒 電子メールのサイズと

帯域幅によって異なる

1 秒 電子メールのサイズと

帯域幅によって異なる

合計

6 秒 85 秒

1.「障害 / 複数の試行（Failure/Multiple Attempts）」とは、MS Exchange およびエージェント電子メール サービスが
プログラムによるリカバリ側の手順を要するような通信障害が発生する場合を意味します。

表 5. 電子メール ルーティング プロセスと遅延の可能性

手順

成功 障害 / 複数の試行（Failure/Multiple Attempts）1

小遅延（Minimum 
Delay）

大遅延（Maximum 
Delay）

小遅延（Minimum 
Delay）

大遅延（Maximum 
Delay）
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エージェント電子メールのベスト プラクティ
ス

システムを設定および保守する場合、エージェント電子メールの効率を 大化するには、次のベスト 
プラクティスの推奨事項を考慮してください。

Microsoft Exchange サーバ

■ MS Exchange が複製されている場合は、 も強力で も速い 2 つの物理サーバをプライマ

リ メール ボックス ノードとして使用します。

■ 仮想サーバの代わりに物理サーバのすべての MS Exchange サーバを実行することを検討し

てください。

■ OS Event Viewer は、MS Exchange パフォーマンス モニタリングに、このようなタスクで

ロギングがイネーブルの場合に情報を提供できます。MS Exchange デバッグの詳細につい

ては、次を参照してください。

http://www.msexchange.org/articles_tutorials/exchange-server-2007/management-a
dministration/managing-exchange-server-2007-log-files-part1.html

MS Exchange CAS/Hub およびメール ボックス サーバに関しては、次が不良 MS Exchange パ
フォーマンスに影響します。

■ CAS サーバのディスク容量が不足しています。ディスク スペースの使用率は ?

■ 深刻なファイルのフラグメンテーション。このディスクを 近デフラグしましたか ? これはモ

ニタされていますか ?

■ バックグラウンドで他のプロセスを実行しています。バックアップ、ソフトウェアのアップ

デート、またはウイルス チェックなど定期的に実行される既知のプロセスがありますか ?

■ サーバと企業ネットワーク間のネットワーク接続。接続は良好ですか ?DNS はサーバに対し

て正しく動作していますか ? 他のネットワーク トラフィックは、MS Exchange サーバと 
Unified CCX サーバ間の処理に影響を与えていますか ?WAN を介して 2 台のサーバが互いに

対になっていますか ?

■ ハードウェア。ハード ディスクやネットワーク カードなどのハードウェア コンポーネント

に障害が発生していますか ?

■ VMWare。VMware でプロビジョニングされている場合、VM イメージは正常ですか ?VM の
ホストは正しくプロビジョニングされていますか ?

Wide Area Network：ワイドエリア ネットワーク

MS Exchange IMAP サーバからのエージェント電子メール サーバ プロセスへのネットワーク トラ

フィックを改善するために、MS Exchange CAS/Hub とメール ボックス サーバを Unified CCX サー

バの近くに配備します。

Microsoft Exchange Server 管理

定期的に次のフォルダに電子メールのバックログがないか確認します。
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■ 送信（Sent）

■ 送信済みアイテム（Sent Items）

■ 処理

■ 送信不可（Not Sendable）

■ ルーティング不可能

■ ごみ箱（Trash）

■ 削除（Deleted）

これらのフォルダに格納された大量の電子メール（10,000 以上）によって、エージェント電子メー

ルが遅れることがあります。これらを空にし、MS Exchange のパフォーマンスを向上させます。
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エージェント電子メール用の Java の設定

電子メールによっては、Agent Desktop ですぐに表示するにはサイズが大きすぎる可能性がありま

す。一般に、1 MB より大きい電子メールはダウンロードや表示に時間がかかり、まったく表示され

ない場合もあります。これは、エージェント電子メールに使用される Java アプレット用のデフォル

トの 大ヒープ サイズが、大きいメッセージを正しく処理するには小さすぎるためです。

大きな電子メール メッセージの処理を向上させるために、Java アプレットの 大ヒープ サイズを増

やすことができます。

Java アプレットの 大ヒープ サイズを増加するには、次を実行します。

1. エージェントの PC で、ブラウザがすべて閉じていることを確認します。

2. Windows のコントロール パネルを開きます。

3. Java（または Java プラグイン）アイコンをダブル クリックし、Java のコントロール パネル

を表示します。

4. [Java] タブを選択します（図 4）。

5. [Java アプレット ランタイム設定（Java Applet Runtime Settings）] セクションで [ 表示

（View）] をクリックします。[Java ランタイム設定（Java Runtime Settings）] ダイアログ

ボックスが表示されます。

6. CAD（9.0(1) および 9.0(2) の JRE 1.6.0_31、9.0(2) SU1 の JRE 1.6.0_45）によってサ

ポートされる 新の JRE バージョンの行で、[Java ランタイム パラメータ（Java Runtime 
Parameters）] フィールドをダブルクリックし、次のパラメータを入力します。

図 4. Java コントロール パネル
40 13/09/23



エージェント電子メール用の Java の設定
-Xmx768m

（注）値 768m はテスト済みで、2 MB までのメールが容易に表示されるようパ

フォーマンスを向上させることがわかっています。ただし、エージェントの PC にこ

の値を保存するための十分なメモリがない場合、低い値（512m または 300m な
ど）を使用できます。

7. [OK] をクリックしてダイアログボックスを閉じ、再び [OK] をクリックして変更内容を確定

し、Java のコントロール パネルを閉じます。

8. Windows のコントロール パネルを終了します。

次にエージェントが Agent Desktop を起動するときに、新しい設定が有効になります。
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エージェント電子メール用の Microsoft 
Exchange の設定

ここでは、エージェント電子メールをサポートするように MS Exchange を設定する方法について説

明します。

CAD は MS Exchange 2003、MS Exchange 2007、MS Exchange 2010 をサポートします。

CAD は、すべてのエージェントとエージェント電子メール サービスを単一のメール ストア アカウン

トに接続します。このアカウントは、メール ストア管理者が作成する必要があります。CAD は、

Desktop Administrator でこのアカウントを使用するように設定されます（詳細については、『Cisco 
Desktop Administrator User Guide』を参照）。

（注）Microsoft が MS Exchange にリリースした 新のアップデートやパッチを適

用することが推奨されます。ただし、それによって次のセクションで説明されてい

る設定を再設定する必要が生じることがあります。

CAD は次のプロトコルを使用します。

■ メッセージを取得するための IMAP4。Unified CCX サーバとすべての電子メール エージェン

ト デスクトップから MS Exchange サーバとの通信に IMAP4 が使用されます。

■ メッセージ送信用の SMTP。Unified CCX サーバからだけ MS Exchange サーバとの通信に 
SMTP が使用されます。SMTP はエージェント電子メールにエージェント デスクトップから

使用されません。

これらのプロトコルは、MS Exchange でイネーブルにする必要があります。これらのプロトコルは、

通常、デフォルトではイネーブルにはされないことに注意してください。

（注）エージェント電子メール サービスがメール ストアとの通信に SMTP プロトコ

ルを使用できることを確認します。SMTP は、ファイアウォールやアンチウイルス 
ソフトウェアによってブロックされることがあります。

CAD は 1 つの電子メール アカウントを使用します。ただし、特定のユーザに電子メールを送信する

複数の配信グループのアドレスを持つことが（通常は）できます。この E メール アカウントと、対応

する配信リストは、メール ストア管理者が手動で設定する必要があります。配信リスト アドレスの

ルーティング情報は、Desktop Administrator で指定できます。

構成要件は、サポートする MS Exchange のバージョンによって異なります。より詳細な設定手順に

ついては、次の項を参照してください。

■ 「MS Exchange 2003 の設定」（P.43）

■ 「MS Exchange 2007 の設定」（P.56）

■ 「MS Exchange 2010 の設定」（P.74）
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エージェント電子メールのための Microsoft Exchange 
設定の一般的なプロセス

次は、エージェント電子メールを設定するための一般的な手順です。

MS Exchange を構成するには次を実行します。

1. MS Exchange の単一の電子メール アカウントを設定します。これは通常、Active Directory 
のツールを使用して実行します。

2. 唯一のメンバーとして新しい電子メール アカウントを持つ 1 つ以上の配信グループを作成し

ます。これらの配信グループは、顧客が外部で使用するために企業によって発行できます。

これらのグループに送信される電子メールは、エージェント電子メールの電子メール アカウ

ントにルーティングされます。配信リストの例：

■ sales@example.com

■ marketing@example.com

■ support@example.com

3. CCX 管理者で 1 つ以上の電子メール CSQ を作成します。

4. CCX 管理者の適切な電子メール エージェントと電子メール CSQ を関連付けます。

5. Desktop Administrator を使用して、メール ストアへの CAD の接続を設定します（IMAP お
よび SMTP）。

6. Desktop Administrator を使用して電子メール CSQ と配信グループの電子メール アドレス

を関連付けます。

7. 次のグローバルおよびメール ボックスの設定を構成します。

■ メッセージ サイズの制限

■ MS Exchange 接続制限

■ メール ボックス サイズの制限

■ メッセージ フォーマットの設定

MS Exchange 2003 の設定

MS Exchange 2003 を設定するには、次の手順を使用します。

（注）MS Exchange 2003 のインストールは個別に設定できるため、ノードによっ

ては、これらの手順に表示される場所とは場所が異なる場合があります。より包括

的な 新の手順については、MS Exchange 2003 のマニュアルを参照することが推

奨されます。

IMAP および SMTP の設定

MS Exchange を使って、仮想 IMAP および SMTP サーバをセット アップすることができます。エー

ジェント電子メールはこれらの仮想サーバを使って、メール ストアへの接続が適切な設定を使用して

いることを確認します。
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IMAP 仮想サーバをセット アップするには、次を実行します。

1. Microsoft Exchange System Manager を起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで、[ サーバ（Servers）] > [ プロトコル（Protocols）] > 
[IMAPV4] を選択します。

3. メニューから、[ アクション（Action）] > [ 新規作成（New）] > [IMAPV4 仮想サーバ

（IMAPV4 Virtual Server）] を選択します。[ 新規 IMAPV4 仮想サーバ（New IMAPV4 
Virtual Server）] ウィザードが表示されます。

4. 新しい仮想サーバを作成する際にウィザードで必要な情報を入力します。[ 終了（Finish）] 
をクリックすると、新しい仮想サーバは、[ サーバ（Servers）] > [ プロトコル（Protocols）
] > [IMAPV4] の下のナビゲーション ペインに表示されます。

5. サーバ名を右クリックし、[ プロパティ（Properties）] を選択します。サーバのプロパティ 
ウィンドウが表示されます。

6. [ アクセス（Access）] タブを選択し、[ 認証（Authentication）] をクリックします。[ 認証

（Authentication）] ウィンドウが表示されます（図 5）。

7. 図 5 に示すようにウィンドウを設定します。

■ SSL/TLS 暗号化の有無にかかわらず、基本認証がサポートされています。

■ Simple Authentication and Security Layer がサポートされます。

SSL/TLS 暗号化を使用する場合は、有効なセキュリティ証明書を設定していなければなりま

せん。

a. [OK] をクリックして、[ 認証（Authentication）] ウィンドウを閉じます。

図 5. Authentication ウィンドウ
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b. [ アクセス（Access）] タブを選択します。[ 通信（Communication）] ボタンが無効な

場合、証明書がまだ設定されていません。

c. 証明書を設定するには、[ 証明書（Certificate）] をクリックします。[Web サーバ証明

書（Web Server Certificate）] ウィザードが表示されます。

d. ウィザードを完了します。セキュリティ証明書の詳細については、MS Exchange 2003 
のマニュアルを参照してください。

8. [ メッセージ形式（Message Format）] タブを選択し、図 6 に示すようにタブを完了しま

す。  

9. [OK] をクリックして変更内容を保存し、ウィンドウを閉じます。

10. 新しい仮想サーバが実行されている必要があります。サーバ名を右クリックし、オプション

の [ 開始（Start）] と [ 停止（Stop）] を含むメニューを表示します。サーバがまだ実行され

ていない場合は、[ 開始（Start）] をクリックします。

11. サーバを起動できない場合は [ 開始（Start）] > [ コントロール パネル（Control Panel）] > 
[ 管理ツール（Administrative Tools）] > [ サービス（Services）] を選択し、Microsoft 
Exchange IMAP4 サービスが開始されていることを確認します。

図 6. メッセージ形式（Message Format）タブ
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（注）サービスの実行中に変更を加える場合は、変更を有効にするために IMAP4 
サービスを再起動する必要があります。

SMTP 仮想サーバを設定するには次を実行します。

1. Microsoft Exchange System Manager を起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで、[ サーバ（Servers）] > [ プロトコル（Protocols）] > 
[SMTP] ノードを選択します。

3. メニューから、[ アクション（Action）] > [ 新規作成（New）] > [SMTP 仮想サーバ（SMTP 
Virtual Server）] を選択します。[ 新規 SMTP 仮想サーバ（New SMTP Virtual Server）] 
ウィザードが表示されます。

4. 新しい仮想サーバを作成する際にウィザードで必要な情報を入力します。[ 終了（Finish）] 
をクリックすると、新しい仮想サーバは、[ サーバ（Servers）] > [ プロトコル（Protocols）
] > [SMTP] の下のナビゲーション ペインに表示されます。

5. サーバ名を右クリックし、[ プロパティ（Properties）] を選択します。サーバのプロパティ 
ウィンドウが表示されます。

6. [ アクセス（Access）] タブを選択し、[ 認証（Authentication）] をクリックします。[ 認証

（Authentication）] ウィンドウが表示されます（図 7）。

7. 図 7 に示すようにウィンドウを設定します。

■ 匿名アクセス（オープン リレー）と基本認証（クリア テキスト）がサポートされます。

■ 基本認証用の TLS 暗号化および統合 Windows 認証がサポートされます。

8. [OK] をクリックします。

図 7. Authentication ウィンドウ
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9. 新しい仮想サーバが実行されている必要があります。ナビゲーション ペインでサーバ名を右

クリックし、オプションのオプションの [ 開始（Start）] と [ 停止（Stop）] を含むメニュー

を表示します。サーバが実行されている場合は、[ 開始（Start）] はディセーブル、[ 停止

（Stop）] はイネーブルになっています。

10. サーバを起動できない場合は [ 開始（Start）] > [ コントロール パネル（Control Panel）] > 
[ 管理ツール（Administrative Tools）] > [ サービス（Services）] を選択し、Microsoft 
Exchange SMTP サービスが開始されていることを確認します。

（注）サービスの実行中に変更を加える場合は、変更を有効にするために SMTP サー

ビスを再起動する必要があります。

ユーザの作成

顧客の電子メールを受信するために使用する Active Directory ユーザ アカウントを作成するには、次

の手順に従います。

新規ユーザを作成するには、次を実行します。

1. Active Directory ユーザとコンピュータを起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで適切なドメインを右クリックし、[ 新規作成（New）] > [
ユーザ（User）] を選択します。[ 新規オブジェクト - ユーザ（New Object - User）] ウィ

ザードが表示されます（図 8）。

図 8. 新しいオブジェクト - ユーザ（New Object - User）ウィンドウ 1
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3. 新規ユーザの名前情報をすべて入力し、[ 次へ（Next）] をクリックします。ウィザードの次

のウィンドウが表示されます（図 9）。

図 9. 新しいオブジェクト - ユーザ（New Object - User）ウィンドウ 2
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4. 新しいユーザのパスワードを作成し、[ 次へ（Next）] をクリックします。ウィザードの次の

ウィンドウが表示されます（図 10）。

図 10. 新しいオブジェクト - ユーザ（New Object - User）ウィンドウ 3
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5. [Exchange メール ボックス作成（Create an Exchange mailbox）] チェックボックスを選択

して残りのフィールドを完了し、[ 次へ（Next）] をクリックします。ウィザードの 後の

ウィンドウが表示されます（図 11）。

6. ウィンドウのすべての情報が正しければ、[ 終了（Finish）] をクリックします。情報を変更

する場合は、[ 戻る（Back）] をクリックして適切なウィンドウに戻り、変更内容を入力しま

す。[ 終了（Finish）] をクリックすると、新規ユーザはナビゲーション ペインの [ ユーザ

（Users）] ノードの下に表示されます。

配信グループの作成

適切なエージェントのコンタクト サービス キューに顧客の電子メールをルーティングするために使

用される配信グループを作成するには、次の手順に従います。作成した各配信グループには前のセク

ションで作成した 1 人のユーザのみが含まれます。

配信グループを作成するには、次の手順を実行します。

1. Active Directory ユーザとコンピュータを起動します。

図 11. 新しいオブジェクト - ユーザ（New Object - User）ウィンドウ 4
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2. 左側のナビゲーション ペインで [ ユーザ グループ（User Groups）] ノードを右クリックし、

[ 新規作成（New）] > [ グループ（Group）] を選択します。[ 新規オブジェクト - グループ

（New Object - Group）] ウィザードが表示されます（図 12）。

図 12. 新しいオブジェクト - グループ（New Object - Group）ウィンドウ 1
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3. 配信グループの名前を入力し、[ 次へ（Next）] をクリックします。ウィザードの次のウィン

ドウが表示されます（図 13）。

図 13. 新しいオブジェクト - グループ（New Object - Group）ウィンドウ 2
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4. [Exchange メール ボックス作成（Create an Exchange mailbox）] チェックボックスを選択

して配信グループのエイリアスを入力し、[ 次へ（Next）] をクリックします。ウィザードの

後のウィンドウが表示されます（図 14）。

5. ウィンドウのすべての情報が正しければ、[ 終了（Finish）] をクリックします。情報を変更

する場合は、[ 戻る（Back）] をクリックして適切なウィンドウに戻り、変更内容を入力しま

す。[ 終了（Finish）] をクリックすると、新しい配信グループは、ナビゲーション ペインの 
[ 配信グループ（Distribution Groups）] ノードの下に表示されます。

ユーザを新しい配信グループに追加するには、次を実行します。

1. 左側のナビゲーション ペインの [ 配信グループ（Distribution Groups）] ノードを選択し、

右ペインの配信グループ名を右クリックします。ポップアップ メニューから [ プロパティ

（Properties）] を選択します。[ プロパティ（Properties）] ウィンドウが表示されます。

図 14. 新しいオブジェクト - グループ（New Object - Group）ウィンドウ 3
13/09/23 53



Cisco CAD インストレーション ガイド
2. [ メンバー（Members）] タブを選択し、[ 追加（Add）] をクリックします。[ ユーザ、連絡

先、コンピュータ、またはグループの選択（Select Users, Contacts, Computers, or 
Groups）] ダイアログボックスが表示されます（図 15）。

図 15. [ ユーザ、連絡先、コンピュータ、またはグループの選択（Select Users, Contacts, 
Computers, or Groups）] ダイアログボックス
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3. ユーザの電子メール アドレスを入力し、[OK] をクリックします。ユーザが [ プロパティ

（Properties）] ウィンドウの [ メンバー（Members）] タブにリストされます（図 16）。
ウィンドウを閉じるには、[OK] を再びクリックします。

4. 作成した各配信グループについて、手順 1 ~ 3 を繰り返します。

配信グループが設定されると、Desktop Administrator を使用して電子メール CSQ に関連付けること

ができます。このプロセスの詳細については、『Cisco Desktop Administrator User Guide』を参照

してください。

その他の設定 

設定する必要がある追加の MS Exchange 設定については、「その他の設定」（P.87）の手順を参照し

てください。MS Exchange 2003 のインストールは個別に設定できるため、ノードによっては、こ

れらの手順に表示される場所とは場所が異なる場合があります。より詳細な手順については、MS 
Exchange 2003 のマニュアルを参照することが推奨されます。

図 16. 配信グループ プロパティ（Distribution Group Properties）ウィンドウ
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MS Exchange 2007 の設定

次の手順は、MS Exchange 2007 を設定するためのガイドラインです。

（注）MS Exchange 2007 のインストールは個別に設定できるため、より詳細な

新の手順について MS Exchange 2007 のマニュアルを参照することが推奨されま

す。

セキュリティの設定

MS Exchange を使って、仮想 IMAP および SMTP サーバをセット アップすることができます。エー

ジェント電子メールはこれらの仮想サーバを使って、メール ストアへの接続が適切な設定を使用して

いることを確認します。

IMAP および SMTP 仮想サーバは MS Exchange 管理者によって設定されることが推奨されます。

IMAP セキュリティ設定の構成

次のセクションでは、エージェント電子メールで使用するための IMAP4 セキュリティ設定の構成方

法について説明します。

IMAP のセキュリティ設定を構成するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールを起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで、[ サーバ設定（Server Configuration）] > [ クライアント 
アクセス（Client Access）] を選択します。

3. 中央のペインで、[POP3] および [IMAP4] タブを選択します。
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4. ポップアップ メニューで [IMAP4] を右クリックし、[ プロパティ（Properties）] を選択しま

す。[ プロパティ（Properties）] ウィンドウが表示されます（図 17）。

5. [ 認証（Authentication）] タブを選択し、図 17 に示すとおりタブを設定します。次のいず

れかのオプションを選択できます。

■ プレーン テキスト ログイン（Plain text logon）（基本または統合 Windows 認証）

■ 安全なログイン（Secure logon）

[ 安全なログイン（Secure logon）] を選択する場合は、有効なセキュリティ証明書を設

定する必要があります。詳細については、MS Exchange 2007 のマニュアルを参照して

ください。

6. [ 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。

7. 変更を行った後に、Windows Services Control から Microsoft Exchange IMAP4 サービス

を再起動します。

図 17. IMAP4 プロパティ（IMAP4 Properties）ウィンドウ
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SMTP セキュリティ設定の構成

エージェント電子メールには、認証付きとオープン リレーの 2 種類のコネクタを使用できます。

認証付きコネクタ

認証付きコネクタを使用して SMTP のセキュリティを設定するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールを起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで、[ ハブ トランスポート（Hub Transport）] を選択します。

3. 中央のペインの [ 受信コネクタ（Receive Connectors）] タブで適切な SMTP コネクタを右

クリックして、ポップアップ メニューから [ プロパティ（Properties）] を選択します。[ プ
ロパティ（Properties）] ウィンドウが表示されます（図 18）。

図 18. プロパティ（Properties）ウィンドウ（認証（Authenticatio）タブ）
58 13/09/23



エージェント電子メール用の Microsoft Exchange の設定
4. [ 認証（Authentication）] タブを選択します。図 18 で選択したチェックボックスの任意の

組み合わせを選択できます。エージェント電子メールを正しく動作させるには、少なくとも

基本認証または統合 Windows 認証のいずれかを選択します。

（注）[Exchange サーバ（Exchange Server）] 認証はエージェント電子メールでサ

ポートされていないので、選択しないでください。[ 外部で保護された（Externally 
Secured）] は認証されたコネクタでは有効なオプションではないので、選択しない

でください。

5. [ 許可グループ（Permission Groups）] タブを選択します（図 19）。 低限、[Exchange 
ユーザ（Exchange users）] を選択する必要があります。追加のグループを選択できますが、

エージェント電子メールには認証されたコネクタを持つ Exchange ユーザの許可グループが

必要です。

図 19. プロパティ（Properties）ウィンドウ（許可グループ（Permission Groups）タブ）
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6. [ 適用（Apply）] をクリックしたら、[OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じ

ます。

7. 変更を行った後に、Windows サービス コントロールから Microsoft Exchange Transport 
サービスを再起動します。

オープン リレー コネクタを開く

オープン リレー コネクタを使用して SMTP のセキュリティ設定を設定するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールを起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで、[ ハブ トランスポート（Hub Transport）] を選択します。

3. 中央のペインの [ 受信コネクタ（Receive Connectors）] タブで適切な SMTP コネクタを右

クリックして、ポップアップ メニューから [ プロパティ（Properties）] を選択します。[ プ
ロパティ（Properties）] ウィンドウが表示されます（図 20）。

図 20. プロパティ（Properties）ウィンドウ（認証（Authenticatio）タブ）
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4. [ 認証（Authentication）] タブを選択します。図 20 で選択したチェックボックスの任意の

組み合わせを選択するか、何も選ばないこともできます。

（注）[ ドメイン セキュリティ有効（Enable Domain Security）] [ 外部で保護され

た（Externally Secured）] の両方を選択することはできません。もし両方を選択す

ると、エラー メッセージが表示されます。

5. [ 許可グループ（Permission Groups）] タブを選択します（図 21）。 低限、[ 匿名ユーザ

（Anonymous users）] を選択する必要があります。追加のグループを選択できますが、エー

ジェントの電子メールにはオープン リレー コネクタ付きの匿名ユーザ許可グループが必要で

す。

[ 認証（Authentication）] タブで [ 外部で保護された（Externally Secured）] と [ トランス

ポート層セキュリティ（Transport Layer Security）] を選択した場合、Exchange サーバも

選択する必要があります。

図 21. プロパティ（Properties）ウィンドウ（許可グループ（Permission Groups）タブ）
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6. [ 適用（Apply）] をクリックしたら、[OK] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じ

ます。

7. 変更を行った後に、Windows サービス コントロールから Microsoft Exchange Transport 
サービスを再起動します。

オープン リレー コネクタを使用する場合は、設定に関する追加の考慮事項があります。

■ [ 外部で保護された（Externally Secured）] オプションを使用しない場合、オープン リレー

としてコネクタを使用するには特別な許可をコネクタに付与する必要があります。

[Exchange 管理シェル（Exchange Management Shell）] で次のコマンドを実行します。

Get-ReceiveConnector "<Receive Connector Name>" | Add-ADPermission -User "NT 
AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON" -ExtendedRights "ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient"

ここで、<Receive Connector Name> はエージェント電子メールで使用するオープン リ
レー コネクタです。

オープン リレーを MS Exchange に正しく設定する方法の詳細については、次の MS 
Exchange の記事を参照してください。

http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2006/12/28/3397620.aspx

■ オープン リレー コネクタで [ ドメイン セキュリティ有効（Enable Domain Security）]
（Mutual Auth TLS）を使用する場合、追加の設定が必要です。次の MS Exchange の記事を

参照してください。

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123543.aspx

ユーザの作成

次の手順は、MS Exchange 2007 でユーザを作成する方法の例です。詳細は、MS Exchange Team 
Blog のこのページを参照してください。

http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2006/09/05/3394830.aspx
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新規ユーザを作成するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールを起動します。

2. 左側のナビゲーション ツリー ペインで、[ 受信者の構成（Recipient Configuration）] > [
メールボックス（Mailbox）] ノードを選択します（図 22）。

[ メールボックス（Mailbox）] ノードを選択すると、3 つのペインが表示されます。中央の

ペインには、MS Exchange 2003 および Microsoft Exchange 2007 のすべての既存のアカ

ウントが一覧表示されます。[ 受信者のタイプの詳細（Recipient Type Details）] 列はアカウ

ントのタイプを示します。

■ Legacy = MS Exchange 2003

■ User = MS Exchange 2007

MS Exchange 2003 および 2007 サーバ間のアカウントは共有できません。サーバごとに

個別のアカウントをセットアップして、アカウントには両方のサーバ上で一意の名前を付け

る必要があります。

3. ポップアップ メニューから [ メールボックス（Mailbox）] ノードを右クリックし、[ 新規

メールボックス（New Mailbox）] を選択します。

図 22. Exchange 管理コンソール
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4. New Mailbox ウィザードが表示されます（図 23）。

5. [ ユーザ メールボックス（User Mailbox）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

図 23. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 1
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6. ウィザードの [ ユーザ タイプ（User Type）] ウィンドウが表示されます（図 24）。  

7. [ 新規ユーザ（New User）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

MS Exchange 2003 のアカウントを移行する場合は、[ 既存のユーザ（Existing User）] を
選択し、アカウント名を参照します。これを実行する場合、アカウントは、

MS Exchange 2003 では使用できなくなることに注意してください。

図 24. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 2
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8. ウィザードの [ ユーザ情報（User Information）] ウィンドウが表示されます（図 25）。

9. 新しいアカウントのユーザ情報を入力し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

図 25. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 3
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10. ウィザードの [ メールボックスの設定（Mailbox Settings）] ウィンドウが表示されます

（図 26）。

11. デフォルトをそのまま使用するか、必要に応じてメール ボックスを設定し、[ 次へ（Next）] 
をクリックします。

図 26. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 4
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12. 新しいメール ボックス設定の要約を含むウィンドウが表示されます（図 27）。

13. 設定が正しくない場合は [ 戻る（Back）] をクリックし、エラーを修正します。必要な設定

がされている場合は、[ 新規作成（New）] をクリックします。

図 27. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 5
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14. ウィザードの 後のウィンドウが表示されます（図 28）。

15. [ 終了（Finish）] をクリックしてウィザードを閉じ、新しいメール ボックスを作成します。

配信グループの作成

デフォルトでは、MS Exchange 2007 は受信電子メールの受信者アドレス（SMTP へ）をアカウン

トのプライマリ電子メール アドレスに書き換えます。この機能は、ルーティングの決定から受信者ア

ドレスを外すため、エージェント電子メールでは機能しません。

回避策として、配信グループを電子メール アドレスのエイリアスの代わりに使用できます。これによ

り、顧客は配信グループに電子メールを送信し、その後、エージェント電子メールの電子メール アカ

ウントにルーティングされます。配信グループのアドレスは、電子メールの [ 宛先（To）] フィール

ドに維持されるため、ルーティングはこれに基づいて行うことができます。

Desktop Administrator で配信グループ アドレスを使用し、電子メールを電子メール CSQ に関連付

けます。

配信グループを作成するには、次の手順を実行します。

1. Exchange 管理コンソールを起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで、[ 配信グループ（Distribution Group）] ノードを選択しま

す。

図 28. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 6
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3. [ 配信グループ（Distribution Group）] ノードを右クリックして、ポップアップ メニューか

ら [ 新しい配信グループ（New Distribution Group）] を選択します。[ 新しい配信グループ

（New Distribution Group）] ウィザードが表示されます（図 29）。

4. [ 新しいグループ（New Group）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

図 29. 新しい配信グループ（New Distribution Group）ウィザード ウィンドウ 1
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5. [ グループ情報（Group Information）] ウィンドウが表示されます（図 30）。

6. グループ タイプとして [ 配信（Distribution）] を選択し、新しいグループに対して必要な情

報を入力し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

図 30. 新しい配信グループ（New Distribution Group）ウィザード ウィンドウ 2
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7. ウィザードの 後のウィンドウが表示されます（図 31）。

8. 設定が正しくない場合は [ 戻る（Back）] をクリックし、エラーを修正します。必要な設定

がされている場合は、[ 新規作成（New）] をクリックします。

図 31. 新しい配信グループ（New Distribution Group）ウィザード ウィンドウ 3
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9. ウィザードの 後のウィンドウが表示されます（図 32）。

10. [ 終了（Finish）] をクリックして新しい配信グループを作成し、ウィザードを閉じます。新

しい配信グループは [ 配信グループ（Distribution Group）] ノードの下に表示されます。

エージェント電子メールの電子メール アドレスを新しい配信グループに追加するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールを起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで、[ 配信グループ（Distribution Group）] ノードを選択しま

す。配信グループは中心のペインに表示されます。

3. 配信グループをダブル クリックします。[ プロパティ（Properties）] ウィンドウが表示され

ます。[ メンバー（Members）] タブを選択します。

図 32. 新しい配信グループ（New Distribution Group）ウィザード ウィンドウ 4
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4. [ 追加（Add）] をクリックし、エージェント電子メールの電子メール アカウントを選択しま

す。アカウントは、配信グループに追加されます（図 33）。

5. [ 適用（Apply）] をクリックして変更を保存し、[OK] をクリックして [ プロパティ

（Properties）] ウィンドウを閉じます。

その他の設定

設定する必要があるその他の MS Exchange 設定には、「その他の設定」（P.87）に示す手順を使用し

ます。MS Exchange 2007 のインストールは個別に設定できるため、ノードによっては、これらの

手順に表示される場所とは場所が異なる場合があります。より詳細な手順については、MS Exchange 
2007 のマニュアルを参照することが推奨されます。

MS Exchange 2010 の設定

MS Exchange 2010 を設定するには、次の手順を使用します。

（注）MS Exchange 2010 のインストールは個別に設定できるため、より詳細な

新の手順について MS Exchange 2010 のマニュアルを参照することが推奨されま

す。

図 33. 配信グループ プロパティ（Distribution Group Properties）ウィンドウ
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IMAP および SMTP の設定

MS Exchange 2010 は MS Exchange 2007 と IMAP および SMTP の設定と同じインターフェイス

とオプションを使用します。IMAP および SMTP のセキュリティ設定の詳細については、「セキュリ

ティの設定」（P.56）を参照してください。

ユーザの作成

次の手順は、MS Exchange 2010 でユーザを作成する方法の例です。詳細については、次の URL の
「Creating a Mailbox for an Existing User」を参照してください。

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998319.aspx

新規ユーザを作成するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールを起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで、[ 受信者の構成（Recipient Configuration）] > [ メール

ボックス（Mailbox）] ノードを選択します（図 34）。

[ メールボックス（Mailbox）] ノードを選択すると、3 つのペインが表示されます。中央の

ペインは MS Exchange 2003、2007、および 2010 のすべての既存のアカウントを示しま

す。[ 受信者のタイプの詳細（Recipient Type Details）] 列はアカウントのタイプを示しま

す。

■ Legacy = MS Exchange 2003 および 2007

図 34. Exchange 管理コンソール
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■ User = MS Exchange 2010

MS Exchange 2003、2007、および 2010 のアカウントは共有できません。サーバごとに

個別のアカウントをセットアップして、アカウントには両方のサーバ上で一意の名前を付け

る必要があります。

3. ポップアップ メニューから [ メールボックス（Mailbox）] ノードを右クリックし、[ 新規

メールボックス（New Mailbox）] を選択します。

4. New Mailbox ウィザードが表示されます（図 35）。

5. [ ユーザ メールボックス（User Mailbox）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

図 35. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 1
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6. ウィザードの [ ユーザ タイプ（User Type）] ウィンドウが表示されます（図 36）。

7. [ 新規ユーザ（New User）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

MS Exchange 2003 または 2007 からアカウントを移行する場合は、[ 既存のユーザ

（Existing User）] を選択し、アカウント名を参照します。これを実行する場合、アカウント

は、MS Exchange の以前の対応するバージョンでは使用できないことに留意してください。

図 36. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 2
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8. ウィザードの [ ユーザ情報（User Information）] ウィンドウが表示されます（図 37）。

9. 新しいアカウントのユーザ情報を入力し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

図 37. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 3
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10. ウィザードの [ メールボックスの設定（Mailbox Settings）] ウィンドウが表示されます

（図 38）。

11. デフォルトをそのまま使用するか、必要に応じてメール ボックスを設定し、[ 次へ（Next）] 
をクリックします。

図 38. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 4
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12. ウィザードの [ アーカイブ設定（Archive Settings）] ウィンドウが表示されます

（図 39）。

13. [ このアカウントにアーカイブ メールボックスを作成（Create an archive mailbox for this 
account）] ボックスをオフのままにして、[ 次へ（Next）] をクリックします。

（注）メール ボックスをオンラインで利用可能なアーカイブと関連付け、メールボッ

クス アイテムをアーカイブすることは可能です。ただし、エージェント電子メール

の機能と競合する可能性があるので、このアカウントのアーカイブのメール ボック

スを作成しないことが推奨されます。

図 39. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 5
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14. 新しいメール ボックス設定の要約を含むウィンドウが表示されます（図 40）。

15. 設定が正しくない場合は [ 戻る（Back）] をクリックし、エラーを修正します。必要な設定

がされている場合は、[ 新規作成（New）] をクリックします。

図 40. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 6
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16. ウィザードの 後のウィンドウが表示されます（図 41）。

17. [ 終了（Finish）] をクリックしてウィザードを閉じ、新しいメール ボックスを作成します。

配信グループの作成

Desktop Administrator で配信グループ アドレスを使用し、電子メールを電子メール CSQ に関連付

けます。

配信グループを作成するには、次の手順を実行します。

1. Exchange 管理コンソールを起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで、[ 配信グループ（Distribution Group）] ノードを選択しま

す。

図 41. メールボックスの新規作成（New Mailbox）ウィザード ウィンドウ 7
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3. [ 配信グループ（Distribution Group）] ノードを右クリックして、ポップアップ メニューか

ら [ 新しい配信グループ（New Distribution Group）] を選択します。[ 新しい配信グループ

（New Distribution Group）] ウィザードが表示されます（図 42）。

4. [ 新しいグループ（New Group）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

図 42. 新しい配信グループ（New Distribution Group）ウィザード ウィンドウ 1
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5. [ グループ情報（Group Information）] ウィンドウが表示されます（図 43）。

6. グループ タイプとして [ 配信（Distribution）] を選択し、新しいグループに対して必要な情

報を入力し、[ 次へ（Next）] をクリックします。

図 43. 新しい配信グループ（New Distribution Group）ウィザード ウィンドウ 2
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7. ウィザードの 後のウィンドウが表示されます（図 44）。

8. 設定が正しくない場合は [ 戻る（Back）] をクリックし、エラーを修正します。必要な設定

がされている場合は、[ 新規作成（New）] をクリックします。

図 44. 新しい配信グループ（New Distribution Group）ウィザード ウィンドウ 3
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9. ウィザードの 後のウィンドウが表示されます（図 45）。

10. [ 終了（Finish）] をクリックして新しい配信グループを作成し、ウィザードを閉じます。新

しい配信グループは [ 配信グループ（Distribution Group）] ノードの下に表示されます。

エージェント電子メールの電子メール アドレスを新しい配信グループに追加するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールを起動します。

2. 左側のナビゲーション ペインで、[ 配信グループ（Distribution Group）] ノードを選択しま

す。配信グループは中心のペインに表示されます。

3. 配信グループをダブル クリックします。[ プロパティ（Properties）] ウィンドウが表示され

ます。[ メンバー（Members）] タブを選択します。

図 45. 新しい配信グループ（New Distribution Group）ウィザード ウィンドウ 4
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4. [ 追加（Add）] をクリックし、エージェント電子メールの電子メール アカウントを選択しま

す。アカウントは、配信グループに追加されます（図 46）。

5. [ 適用（Apply）] をクリックして変更を保存し、[OK] をクリックして [ プロパティ

（Properties）] ウィンドウを閉じます。

その他の設定

エージェント電子メールを 適に実行されるために、MS Exchange 2003、2007、および 2010 で
次の設定をする必要があります。

メッセージ サイズの制限

メッセージ サイズの制限によって、メッセージの送信または受信が妨げられる場合があります。組織

レベルおよびメール ボックス レベルでのメッセージ サイズの制限を削除する必要があります。

（注）これらの手順は、MS Exchange 2010 に適用されます。また、メッセージ サ
イズの制限は、MS Exchange 2003 および 2007 でも設定する必要があります。

MS Exchange 2003 および 2007 のインストールは別々に設定できるため、より適

切な手順については MS Exchange のドキュメントを参照することをお勧めします。

メール ボックス レベルで着信および発信メッセージのサイズ制限を削除するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールの左側のナビゲーション ペインで、[ 受信者の構成（Recipient 
Configuration）] > [ メールボックス（Mailbox）] を選択します。

2. 中央のペインで、設定するメールボックスを右クリックし、ポップアップ メニューから [ プ
ロパティ（Properties）] を選択します。

図 46. 配信グループ プロパティ（Distribution Group Properties）ウィンドウ
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3. [ プロパティ（Properties）] ウィンドウで、[ メール フローの設定（Mail Flow Settings）] 
タブを選択し、[ メッセージ サイズの制限（Message Size Restrictions）] を選択します。

4. [ メッセージ サイズの制限（Message Size Restrictions）] ダイアログで、[ 送信メッセージ 
サイズ（Sending message size）] と [ 受信メッセージ サイズ（Receiving message size）
] の両方の [ 大メッセージ サイズ（Maximum message size (in KB)）] チェックボックス

をオフにし、[OK] をクリックします。

5. [ 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。

組織レベルでメッセージのサイズ制限を設定するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールの左側のナビゲーション ペインで、[ 組織の構成（Organization 
Configuration）] > [ ハブ トランスポート（Hub Transport）] を選択します。

2. 中央のペインで、[ トランスポート設定（Transport Settings）] を右クリックし、ポップ

アップ メニューから [ プロパティ（Properties）] を選択します。

3. [ トランスポート設定のプロパティ（Transport Settings Properties）] ウィンドウで [ 一般

（General）] タブを選択し、次のフィールドを設定します。

■ ボックスを選択し、 大受信サイズ（KB）の値を 10240 に変更します。

■ ボックスを選択し、 大送信サイズ（KB）の値を 10240 に変更します。

■ ボックスを選択し、 大受信者の数の値を 5000 に変更します。

4. [ 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。

メール ボックス サイズの制限

メール ボックスの内容が指定値を超えると、メール ボックスが一杯である限り、メッセージは送信

または受信できません。着信メッセージは、受信メッセージが削除されるまで送信不能として送信者

に返されます。

組織レベルおよびメール ボックス レベルで、メール ボックスのサイズ制限を設定できます。ただし、

メール ボックス レベルは組織レベルを上書きします。組織レベルでの設定に加えて、メール ボック

スの設定を確認することが推奨されます。

（注）メール ボックスの 小サイズを少なくとも 2.3 GB に設定することが推奨され

ます。

（注）これらの手順は、MS Exchange 2010 に適用されます。また、メール ボック

スのサイズは、MS Exchange 2003 および 2007 で設定する必要もあります。MS 
Exchange 2003 および 2007 のインストールは別々に設定できるため、より適切

な手順については MS Exchange のドキュメントを参照することをお勧めします。

メール ボックスのサイズ制限を組織レベルで設定するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールの左側のナビゲーション ペインで、[ 組織の構成（Organization 
Configuration）] > [ メールボックス（Mailbox）] を選択します。

2. 中央のペインの [ データベース管理（Database Management）] タブを選択します。

3. 設定するメールボックスのデータベースを右クリックし、ポップアップ メニューから [ プロ

パティ（Properties）] を選択します。
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4. [ プロパティ（Properties）] ウィンドウで [ 制限（Limits）] タブを選択して、[ 送受信の禁

止（Prohibit Send and Receive）] を 2411520（KB）に変更します。

5. [ 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。

メール ボックスのサイズ制限をメールボックス レベルで設定するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールの左側のナビゲーション ペインで、[ 受信者の構成（Recipient 
Configuration）] > [ メールボックス（Mailbox）] を選択します。

2. 中央のペインで、設定するメールボックスを右クリックし、ポップアップ メニューから [ プ
ロパティ（Properties）] を選択します。

3. [ プロパティ（Properties）] ウィンドウで、[ メールボックスの設定（Mailbox settings）] 
タブを選択し、[ 格納域のクォータ（Storage Quotas）] を選択します。

4. [ 格納域のクォータ（Storage Quotas）] と [ 削除済みアイテムの保持（Deleted item 
retention）] の両方で、[ メールボックス データベースの既定値を使用する（Use Mailbox 
Database Defaults）] チェックボックスを選択し、[OK] をクリックして、デフォルトを組

織レベルの設定にします。または、[ 送受信の禁止（Prohibit Send and Receive）] の値を 
2411520（KB）に変更し、組織の設定を上書きします。

5. [ 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。

MS Exchange でのメッセージの形式設定

インターネットの電子メール メッセージは、さまざまなメッセージ形式のタイプで送受信できます。

CAD では、外部電子メール クライアントによって送受信されるメッセージは、クライアントが使用

している電子メールに関係なく、送信者および受信者が内容を表示できるように変換する必要があり

ます。メッセージは、複数のタイプの形式に組み込まれている場合があります。

メッセージがエージェント電子メールに送信されると、HTML バージョンのみがそのエージェントに

表示されます。HTML バージョンがない場合、可能であれば CAD はそのバージョンを構築します。

エージェント電子メールから送信されたメッセージは、プレーン テキストおよび HTML 形式の両方

に組み込まれます。受信者が表示する形式は、電子メール クライアントのサポート対象によって異な

ります。

MS Exchange でサポートされるメッセージ形式の詳細については、次の URL の「Exchange 2010 
and Outlook Message Formats」を参照してください。

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb232174.aspx#Exchange

表 6 では、エージェント電子メールでサポートされるメッセージ形式について説明します。  

表 6. エージェント電子メールのメッセージ形式

着信メッセージの形式 メッセージの表示形式 発信メッセージの形式

HTML HTML プレーン テキストと HTML

プレーン テキスト HTML プレーン テキストと HTML
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メッセージ取得形式の設定

メッセージ取得形式をどのように設定するかによって、MS Exchange がエージェント電子メールに

メッセージをどのように配信するかが決定されます。次の手順で [ 適な本文の形式（Best body 
format）] を選択することによって、MS Exchange がエージェントに表示するのに 適な組み込み形

式を選択するように設定します。

設定は、サーバおよびメール ボックス レベルの両方で実行できます。ただし、メール ボックスの設

定はサーバの設定を上書きします。サーバの設定に加えて、メール ボックスの設定を確認することが

推奨されます。

メッセージ取得の形式をサーバ レベルで設定するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールの左側のナビゲーション ペインで、[ サーバの設定（Server 
Configuration）] > [ クライアント アクセス（Client Access）] を選択します。

2. 中央のペインで、[POP3] および [IMAP4] タブを選択します。

3. ポップアップ メニューで [IMAP4] を右クリックし、[ プロパティ（Properties）] を選択しま

す。

4. [IMAP4 プロパティ（IMAP4 Properties）] ウィンドウで、[ 取得の設定（Retrieval 
Settings）] タブを選択し、[ メッセージの MIME 形式（Message MIME format）] ドロッ

プダウン リストから [ 適な本文の形式（Best body format）] を選択します。

5. [ 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。

メッセージ取得の形式をメールボックス レベルで設定するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールの左側のナビゲーション ペインで、[ 受信者の構成（Recipient 
Configuration）] > [ メールボックス（Mailbox）] を選択します。

2. 中央のペインで、設定するメールボックスを右クリックし、ポップアップ メニューから [ プ
ロパティ（Properties）] を選択します。

3. [ プロパティ（Properties）] ウィンドウで、[ メールボックス機能（Mailbox Features）] タ
ブを選択し、[IMAP4] を右クリックします。

4. [IMAP4 プロパティ（IMAP4 Properties）] ウィンドウで、ドロップダウン リストから [
適な本文の形式（Best body format）] を選択します。

5. [OK] をクリックして [IMAP4 プロパティ（IMAP4 Properties）] ウィンドウを閉じ、[ 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。

リッチテキストフォーマット 
(RTF)

HTML プレーン テキストと HTML

リッチ テキスト 添付ファイル（Attachment） プレーン テキストと HTML

MS-TENF winmail.dat の添付付き HTML プレーン テキストと HTML

表 6. エージェント電子メールのメッセージ形式

着信メッセージの形式 メッセージの表示形式 発信メッセージの形式
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メッセージ配信方式の設定

メッセージ配信形式をどのように設定するかによって、MS Exchange が外部受信者にメッセージを

どのように配信するかが決定されます。表 6（P.89）で説明したように、MS-TNEF 形式のメッセー

ジには winmail.dat の添付ファイルが含まれます。エージェント電子メールが正しく機能するために

は、winmail.dat が発信メッセージに添付されないようにメッセージ配信形式を設定する必要があり

ます。

これは、リモート ドメインごとに組織レベルで行われます。

（注）デフォルトのリモート ドメインは * です。

メッセージ配信形式を組織レベルで設定するには、次を実行します。

1. Exchange 管理コンソールの左側のナビゲーション ペインで、[ 組織の構成（Organization 
Configuration）] > [ ハブ トランスポート（Hub Transport）] を選択します。

2. 中央のペインで、[ リモート ドメイン（Remote Domains）] タブを選択します。

3. 設定するリモート ドメインを右クリックし、ポップアップ メニューから [ プロパティ

（Properties）] を選択します。

4. [ プロパティ（Properties）] ウィンドウで、[ メッセージ フォーマット（Message Format）
] タブを選択し、Exchange リッチ テキスト形式の見出しの下の [ 使用しない（Never use）] 
を選択します。

5. [ 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。

エージェント電子メール アカウントへのアクセス テスト

新しい電子メール アカウントには Microsoft Outlook 2003 など、IMAPv4 が可能な電子メール クラ

イアントを使用してアクセスできます。アカウントへのアクセスをテストするには、次の手順に従い

ます。

エージェント電子メールの電子メール アカウントへのアクセスをテストするには、次を実行します。

1. コントロール パネルで、メール ユーティリティを起動します。メール設定の [Outlook] ウィ

ンドウが表示されます。
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2. [ プロファイルを表示（Show Profiles）] をクリックします。プロファイル ウィンドウが表

示されます（図 47）。

3. [ 追加（Add）] をクリックします。[ 新しいプロファイル（New Profile）] ダイアログボック

スが表示されます（図 48）。

図 47. メール プロファイルのウィンドウ

図 48. 新しいプロファイル（New Profile）ダイアログボックス
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4. エージェント電子メールのアカウント名を入力し、[OK] をクリックします。[ 電子メール ア
カウント（E-mail Accounts）] ウィザードが表示されます（図 49）。

図 49. 電子メール アカウント（E-mail Accounts）ウィザード ウィンドウ 1
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5. [ 新しい電子メール アカウントの追加（Add a New E-Mail Account）] を選択し、[ 次へ

（Next）] をクリックします。[ サーバ タイプ（Server Type）] ウィンドウが表示されます

（図 50）。

図 50. 電子メール アカウント（E-mail Accounts）ウィザード ウィンドウ 2
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6. [IMAP] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。[ インターネット電子メール設定

（Internet E-Mail Settings）] ウィンドウが表示されます（図 51）。

7. エージェント電子メール アカウントの必要な情報を入力します。デフォルト値以外に SMTP 
または IMAP ポート番号をデフォルト以外の番号に変更した場合は、[ 詳細設定（More 
Settings）] をクリックし、[ 詳細設定（Advanced）] タブの情報を設定します。

図 51. 電子メール アカウント（E-mail Accounts）ウィザード ウィンドウ 3
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8. [ 次へ（Next）] の次に [ 終了（Finish）] をクリックし、新しい電子メール アカウント プロ

ファイルを作成します。新しいプロファイルが [ メール プロファイル（Mail Profile）] ウィ

ンドウに表示されます（図 52）。

9. MS Outlook を起動すると、使用するプロファイルを選択するように促されます。新しいプ

ロファイルを [ プロファイルの選択（Choose Profile）] ダイアログボックスから選択し、

[OK] をクリックします。

図 52. 新しいプロファイルを表示する [ メール プロファイル（Mail Profile）] ウィンドウ
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10. MS Outlook の受信トレイが表示されます。デフォルトでは、エージェントの電子メールの

アカウントには、[ 受信トレイ（Inbox）] と [ 迷惑メール（Junk E-Mail）] の 2 つのフォル

ダがあります（図 53）。

図 53. MS Outlook の受信トレイ
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MS Exchange のメッセージ スロットリングの
ポリシー

MS Exchange では、システムのすべてのユーザ環境において 適なパフォーマンスを確実にする

メッセージのスロットリングを採用しています。デフォルトのスロットリング ポリシーは、エージェ

ント電子メールがすべての操作に対して 1 人の MS Exchange ユーザを使用するため、非常に制限さ

れています。サーバとすべてのエージェントは、同じユーザ アカウントで MS Exchange にログイン

します。エージェント電子メールが正しく機能するために、スロットリング ポリシーをリセットする

必要があります。スロットリング ポリシーの詳細については、次の URL で「Understanding 
Message Throttling」を参照してください。

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb232205.aspx

IMAP のスロットリング ポリシー

デフォルトでは、MS Exchange ユーザ 1 人あたりの IMAP 接続の 大数は 10 です。すべてのエー

ジェントおよびエージェント電子メール サービスが同じユーザ ID を使用するため、この数は少なす

ぎます。IMAP 接続数を 2,400 に変更することが推奨されます。

IMAP スロットリング ポリシーは、サーバ レベルで設定する必要があります。

IMAP のスロットリング ポリシーを MS Exchange 2003 のサーバ レベルで設定するには、次を実行しま

す。

1. Exchange システム マネージャの左側のナビゲーション ペインで、[ サーバ（Servers）] を
選択します。

2. 設定するサーバを選択し、次に [ プロトコル（Protocols）] > [IMAP4] を選択します。

3. [ 既定の IMAP4 仮想サーバ（Default IMAP4 Virtual Server）] を右クリックし、ポップアッ

プ メニューから [ プロパティ（Properties）] を選択します。

4. [ 既定の IMAP4 仮想サーバ（Default IMAP4 Virtual Server）] ウィンドウの [ 一般

（General）] タブを選択します。

5. [ ボックスとの接続の制限数（Limit number of connections to box）] を選択し、フィール

ドの値を 2400 に変更します。

6. [ 適用（Apply）] をクリックし、[OK] をクリックします。

この設定は、MS Exchange 2007 および 2010 では異なります。

IMAP のスロットリング ポリシーを MS Exchange 2007 と 2010 のサーバ レベルで設定するには、次を

実行します。

■ [Exchange 管理シェル（Exchange Management Shell）] で次のコマンドを入力します。

Set-ImapSettings -MaxCommandSize 10240 -MaxConnectionFromSingleIP 2000 
-MaxConnections 2400 -MaxConnectionsPerUser 2400
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SMTP のスロットリング ポリシー

デフォルトでは、MS Exchange による SMTP 接続制限の一部はエージェント電子メールに対し制限

し過ぎている場合があります。エージェント電子メールが 適に実行するように、次の手順を使って

ドメインごとにこれらの制限を調整することを推奨します。

SMTP のスロットリング ポリシーを MS Exchange 2003 のサーバ レベルで設定するには、次を実行しま

す。

1. Exchange システム マネージャの左側のナビゲーション ペインで、[ サーバ（Servers）] を
選択します。

2. 設定するサーバを選択し、次に [ プロトコル（Protocols）] > [SMTP] を選択します。

3. [ 既定の SMTP 仮想サーバ（Default SMTP Virtual Server）] を右クリックし、ポップアッ

プ メニューから [ プロパティ（Properties）] を選択します。

4. [ プロパティ（Properties）] ウィンドウで [ 配信（Delivery）] タブを選択し、次に [ アウト

バウンド接続（Outbound connections）] ボタンをクリックします。

5. [ アウトバウンド接続（Outbound connections）] ウィンドウで、[ ボックスとの接続の制限

数（Limit number of connections to box）] を選択し、次にフィールドの値を 1000 に変更

します。

6. [ ボックスとの接続の制限数（Limit number of connections to box）] を選択し、フィール

ドの値を 1000 に変更します。[OK] をクリックします。

7. [ プロパティ（Properties）] ウィンドウで [ 適用（Apply）] をクリックし、[OK] をクリック

します。

SMTP スロットリング ポリシーを MS Exchange 2007 および 2010 のサーバ レベルと受信コネクタ 
レベルで設定する必要があります。

SMTP のスロットリング ポリシーを MS Exchange 2007 と 2010 のサーバ レベルで設定するには、次を

実行します。

1. [Exchange 管理シェル（Exchange Management Shell）] で次の cmdlet を入力し、

Unified CCX エージェント電子メールで使用されるトランスポート サーバ名を取得します。

Get-TransportServer

2. 次のコマンドを入力します。

Set-TransportServer -identity "<Transport Server Name>" 
-MaxConcurrentMailboxDeliveries 30 -MaxConcurrentMailboxSubmissions 30 
-MaxConnectionRatePerMinute 1200 -MaxOutboundConnections 1000 
-MaxPerDomainOutboundConnections 1000 -PickupDirectoryMaxMessagesPerMinute 100

<Transport Server Name> はステップ 1 で取得したトランスポート サーバの名前です。

エージェント電子メールが使用するすべての適用される受信コネクタの受信コネクタ レベルで、トラ

ンスポート スロットリング ポリシーを設定する必要があります。
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SMTP の制御ポリシーを MS Exchange 2007 および 2010 の受信コネクタ レベルで設定するには、次を

実行します。

1. [Exchange 管理シェル（Exchange Management Shell）] で次の cmdlet を入力し、

Unified CCX エージェント電子メールで使用される各受信コネクタの名前を検索します。

Get-ReceiveConnector

2. 次のコマンドを入力します。

Set-ReceiveConnector -identity "<Receive Connector Name>" -MaxInboundConnection 
5000 -MessageRateLimit 250 -MaxInboundConnectionPercentagePerSource 5 
-MaxInboundConnectionPerSource 250

<Receive Connector Name> はステップ 1 で取得した受信コネクタの名前です。

3. それぞれの適用される受信コネクタ名について、ステップ 2 を繰り返して行います。

クライアントのスロットリング ポリシー

MS Exchange 2010 では、エージェント電子メールの機能に影響するデフォルトのクライアント ス
ロットリング ポリシーを使用します。エージェント電子メールが正しく機能するためには、新しいク

ライアント スロットリング ポリシーを作成し、各メール ボックスに適用する必要があります。詳細

については、次の URL で「Understanding Client Throttling Policies」を参照してください。

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd297964.aspx

（注）クライアント スロットリング ポリシーは MS Exchange 2010 でのみ使用され

ます。次の手順は、MS Exchange 2003 または MS Exchange 2007 には適用され

ません。

MS Exchange 2010 サービス パック 1 および 2 には、基本リリースにない付加価値があります。基

本リリースやサービス パック 1 および 2. に必要な、さまざまなスロットリング設定が含まれていま

す。

新しいスロットリング ポリシーを作成し、メール ボックスに適用するには、次を実行します。

1. [Exchange 管理シェル（Exchange Management Shell）] で次のコマンドを入力します。

New-ThrottlingPolicy -name "<Policy Name>"

<Policy Name> は、新しいスロットリング ポリシーの名前です。

2. 次のコマンドを入力します。

MS Exchange 2010 基本リリースの場合：

Set-ThrottlingPolicy -identity "<Policy Name>" -IMAPMaxConcurrency $null 
-IMAPPercentTimeInAD $null -IMAPPercentTimeInCAS $null 
-IMAPPercentTimeInMailboxRPC $null -RCAMaxConcurrency $null -RCAPercentTimeInAD 
$null -RCAPercentTimeInCAS $null -RCAPercentTimeInMailboxRPC $null 
-MessageRateLimit $null -RecipientRateLimit $null -CPUStartPercent $null
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MS Exchange 2010 SP1/SP2 の場合：

Set-ThrottlingPolicy -identity "<Policy Name>" -IMAPMaxConcurrency $null 
-IMAPPercentTimeInAD $null -IMAPPercentTimeInCAS $null 
-IMAPPercentTimeInMailboxRPC $null -RCAMaxConcurrency $null -RCAPercentTimeInAD 
$null -RCAPercentTimeInCAS $null -RCAPercentTimeInMailboxRPC $null 
-CPAMaxConcurrency $null -CPAPercentTimeInCAS $null -CPAPercentTimeInMailboxRPC 
$null -MessageRateLimit $null -RecipientRateLimit $null -CPUStartPercent $null

3. 次のコマンドを入力します。

Set-Mailbox -Identity "<Mailbox Name>" –ThrottlingPolicy "<Policy Name>"

<Mailbox Name> は、新しいスロットリング ポリシーを適用するメール ボックスの名前で

す。

他のメッセージ スロットリングのポリシー

エージェント電子メールは IMAP を使用します。MS Exchange は、IMAP セッションを開いたときに 
MAPI セッションも開きます。これによって MAPI 関連のスロットリング制限がエージェント電子

メールのパフォーマンスに影響を与える場合があります。これを回避するには、MS Exchange 
2003、2007、および 2010 に対してこれらの制限を正しく設定する必要があります。詳細について

は、次の URL の「 Exchange Store Limits」を参照してください。

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff477612.aspx

[ 情報ストアステータスの表示権限（View Information Store Status Permission）] の付与

初に、[ 情報ストア ステータスの表示権限（View Information Store Status Permission）] をエー

ジェント電子メールで使用するアカウントに付与する必要があります。詳細については、次の URL の 
Microsoft 社のサポート記事（ID：842022）を参照してください。

http://support.microsoft.com/?kbid=842022

MS Exchange 2003 で [ 情報ストアステータスの表示権限（View Information Store Status Permission）
] を付与するには、次を実行します。

1. Exchange システム マネージャで、権限を与える Exchange Server オブジェクトまたはメー

ルボックス ストアを右クリックし、[ プロパティ（Properties）] を選択します。

2. [ セキュリティ（Security）] タブを選択し、次に、権限を付与するアカウントを選択します。

アカウントがリストに表示されない場合は、[ 追加（Add）] をクリックし、アカウント名を

選択します。[ 追加（Add）] をクリックし、次に [OK] をクリックします。

3. [ 許可（Allow）] 列で、[ 情報ストアステータスの表示（View information store status）] 
チェックボックスを選択します。

4. 必要のない権限のチェックボックスをオフにし、[OK] をクリックします。

MS Exchange 2007 と 2010 で [ 情報ストアステータスの表示権限（View Information Store Status 
Permission）] を付与するには、次を実行します。

■ [Exchange 管理シェル（Exchange Management Shell）] で次のコマンドを入力します。
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Get-OrganizationConfig | Add-ADPermission -user "<Mailbox Name>" -extendedrights 
"View Information Store status"

<Mailbox Name> は、新しいスロットリング ポリシーを適用するメール ボックスの名前で

す。

セッション制限のレジストリの変更

MAPI の制約がエージェント電子メールに影響しないことを確認するには、次のレジストリを変更す

る必要があります。

次の手順を実行する前にレジストリをバック アップすることが推奨されます。レジストリのバック

アップの詳細については、次の URL の Microsoft 社のサポート記事（ID：322756）を参照してくだ

さい。

http://support.microsoft.com/kb/322756

レジストリを変更しメッセージのルーティングを高速化するには、次を実行します。

1. [ スタート（Start）] メニューを選択し、[ 実行（Run）] を選択します。

2. [ オープン（Open）] フィールドに、regedit と入力し、[OK] をクリックします。

3. Select HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > 
MSExchangeIS > ParametersSystem.

4. [ ユーザあたりのセッションの 大数（Maximum Allowed Sessions Per User）] 設定がない

場合は、以下を実行します。

a. [ 編集（Edit）] メニューの [ 新規作成（New）] > [DWORD 値（DWORD Value）] を選

択します。

b. エントリ名として [ ユーザあたりのセッションの 大数（Maximum Allowed Sessions 
Per User）] を入力します。

5. [ ユーザあたりのセッションの 大数（Maximum Allowed Sessions Per User）] を右クリッ

クして、ポップアップ メニューから [ 変更（Modify）] を選択します。

6. [10 進数（Decimal）] をクリックし、[ 値のデータ（Value data）] ボックスに 2,400 を入

力し、[OK] をクリックします。

7. [ ユーザあたりのセッションの 大数（Maximum Allowed Sessions Per User）] 設定がない

場合は、以下を実行します。

a. [ 編集（Edit）] メニューの [ 新規作成（New）] > [DWORD 値（DWORD Value）] を選

択します。

b. エントリ名として [ ユーザあたりのサービス セッションの 大数（Maximum Allowed 
Service Sessions Per User）] を入力します。

8. [ ユーザあたりのサービス セッションの 大数（Maximum Allowed Service Sessions Per 
User）] を右クリックして、ポップアップ メニューから [ 変更（Modify）] を選択します。

9. [10 進数（Decimal）] をクリックし、[ 値のデータ（Value data）] ボックスに 2,400 を入

力し、[OK] をクリックします。

10. レジストリ エディタを終了します。
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11. [ スタート（Start）] メニューを選択し、[ 実行（Run）] を選択します。

12. [ オープン（Open）] フィールドに、services.msc と入力し、[OK] をクリックします。

13. Microsoft Exchange Information Store サービスを選択し、[ サービスの再開（Restart 
service）] を選択します。

MS Exchange には、デフォルト値でエージェント電子メール機能に影響しないスロットリング制限

を定義する他の設定があります。エージェント電子メールでパフォーマンスに問題が発生した場合、

スロットリングに関連する問題の解決策については、『Cisco CAD Troubleshooting Guide』を参照し

てください。
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CAD 9.0 のインストール
アップグレードに関する注意事項

一般

■ CAD をアップグレードした後、すべての CAD サービスが開始されていることを確認します。

CAD 8.0(2) または 8.5(1) から 9.0(1)、または CAD 
9.0(1) から 9.0(2) へのアップグレード

■ アップグレードした後は、両方のハイ アベイラビリティ サーバをリブートする必要がありま

す。

■ アップグレード後に元のソフトウェア リリースにロール バックする場合、すべての電子メー

ルの履歴データは失われます。

■ アップグレード中は、両方のノードがアップグレードされるまで、Cisco Unified CCX 
Desktop Client Configuration ツールを実行しないでください。スタンバイ ノードをアップ

グレードする前に Unified CCX Desktop Client Configuration ツールを実行する場合、CAD 
デスクトップ アプリケーションは自動的にアップデートされません。CAD デスクトップ ア
プリケーションはスタンバイ ノードがアップデートされるまで正しく設定されません。

エラーが発生し、スタンバイ ノードがアップグレードに失敗する場合は、アクティブなノー

ド上で Unified CCX Desktop Client Configuration ツールを実行し、サービスを適用します。

スタンバイ ノードが正常にアップグレードされたら、Unified CCX Desktop Client 
Configuration ツールを再実行します。このとき、レジストリ エントリを訂正するために、

CAD デスクトップ アプリケーションをアンインストールし、再インストールする必要がある

場合があります。

標準バンドルの顧客

CAD 9.0 にアップグレードする場合、9.0 標準バンドルは Agent Desktop をサポートしないことに

注意することが重要です。これは、IP Phone Agent のみをサポートします。Agent Desktop を取得

する方法の詳細については、シスコ パートナーのアカウント チームにお問い合わせください。
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CAD 9.0 Desktop Client のインストール

CAD デスクトップ クライアント MSI ファイルの設定

CAD サービスが Linux プラットフォームにインストールされているため、正しい構成情報を持った 
Windows ベースの CAD クライアント MSI を設定するには、2 つのクライアント MSI コンフィギュ

レーション ツールのうちいずれか 1 つを実行する必要があります。使用するツールは MSI を作成す

る時期によって異なります。

■ Unified CCX サーバをインストールする前に事前設定ツールを実行します。

■ Unified CCX サーバをインストールした後、CCX Desktop Client Configuration ツールを実

行します。

MSI は、コンフィグレーションを実行する Windows ベースのライブラリとランタイム DLL を使用し

て、システム構成に基づいた言語と IP アドレスであらかじめ設定する必要があります。

クライアント MSI コンフィギュレーション ツールは CAD クライアント MSI を設定し、実行する

ツールによって、それらをローカル マシンに保存するか、または Unified CCX サーバにアップロード

します。

Unified CCX サーバがインストールされる前にクライアント MSI を作成する場合は、事前設定ツール

を実行します。

Unified CCX Desktop Client Configuration ツールを、次のシナリオで実行します。

■ CAD をインストールするたびに

■ Unified CCX サーバが新しいビルドおよびパッチにアップグレードするとき

■ Unified CCX の 1 つまたは複数のノードの IP アドレスを変更した後

■ エージェント デスクトップおよびスーパーバイザ デスクトップで利用可能にする CAD 言語

を変更した後 

■ ハイ アベイラビリティ システムをセットアップまたはティア ダウンしたとき

■ ハイ アベイラビリティ ノードを置き換えたとき

■ Disaster Recovery Framework（DRF）の復元手順が実行されるたびに

Unified CCX Desktop Client Configuration ツールの実行

Unified CCX Desktop Client Configuration ツールは、CAD クライアント MSI を設定して、Unified 
CCX サーバにアップロードし、作成した一時ファイルをクリーンアップおよび終了します。

（注）Unified CCX Desktop Client Configuration ツールを実行する Windows PC は 
JRE プラグインのバージョン 1.6.0 がなければなりません。CAD 9.0(1) および 
9.0(2) では、JRE 1.6 Update 31 だけがサポートされます。CAD 9.0(2) SU1 では、

Update 45 だけがサポートされます。
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Unified CCX Desktop Client Configuration ツールを実行するには、次を実行します。

1. Web ブラウザで、https://<Unified CCX server>/appadmin にアクセスします。ここで 
<Unified CCX server> は、Unified CCX サーバの IP アドレスまたはホスト名を示します。

Cisco Unified CCX Administration Authentication ページが表示されます。

2. Unified CCX のユーザ名とパスワードを入力し、[ ログイン（Login）] をクリックします。

Cisco Unified CCX Administration のホーム ページが表示されます。

3. [ ツール（Tools）] > [ プラグイン（Plug-ins）] を選択します。[ プラグイン（Plug-ins）] 
ページが表示されます。

4. [Cisco Unified CCX Desktop Suites] リンクをクリックします。[Cisco Unified CCX] ページ

が表示されます。

5. [Unified CCX Desktop Client Configuration tool] リンクをクリックし、Cisco Unified CCX 
Client Configuration ツールを実行します。[ ファイルのダウンロード - セキュリティの警告

（File Download - Security Warning）] ダイアログボックスが表示されます。

6. [ 実行（Run）] をクリックして実行可能ファイルを実行するか、[ 保存（Save）] をクリック

して実行可能ファイルをローカル コンピュータに保存し、そこから実行します。

InstallShield ウィザードの開始。

（注）パブリッシャが検出できなかったというセキュリティ警告が表示されることが

あります。

7. [ 実行（Run）] をクリックします。[CAD クライアント コンフィグレーションのロード

（Loading CAD Client Configuration）] ダイアログボックスが表示されます。

8. Unified CCX サーバの IP アドレスを [IP アドレス（IP Address）] フィールドに入力し、[ 次
へ（Next）] をクリックします。

9. Unified CCX Desktop Client Configuration ツールがクライアント MSI の作成を開始します。

このプロセスには数分かかることがあります。

10. プロセスが完了すると、Unified CCX Desktop Client Configuration の [ 設定完了

（Configuration Complete）] ダイアログボックスは、クライアントが Unified CCX サーバに

設定およびアップロードされたことを示します。これで、使用することが可能です。

Unified CCX サーバは、MSI ファイルをダウンロードし、後で使用する場所に配置する前に、

設定された MSI インストーラのバージョンを確認および照合します。その後、Unified CCX 
Desktop Client Configuration ツールは、MSI インストーラの古いバージョンが再利用のた

めに使用されないように、それらのファイルをマシンから削除します。ハイ アベイラビリ

ティ システムでは、Unified CCX Desktop Client Configuration ツールは、両方のシステム

に MSI ファイルをアップロードします。

11. [OK] をクリックします。

事前設定ツールの実行

事前設定ツールは CAD 9.0 インストール DVD にあります。クライアント MSI が必要な場合は、

Unified CCX サーバをインストールする前にこのツールを実行します。
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事前設定ツールを実行するには、次の手順に従いします。

1. CAD 9.0 インストール DVD で、[ インストーラ（Installer）] フォルダに移動します。

2. Windows PC の任意の場所に [ インストーラ（Installer）] フォルダとその内容をすべてコ

ピーします。

3. [ インストーラ（Installer）] フォルダで、ConfigureMsi.exe をダブルクリックします。事前

設定ツールが開始します。

4. プロンプトが表示されたら、次の情報を入力します。

■ コンタクト センターの言語

■ プライマリ Unified CCX サーバ（サーバ 1）の IP アドレス

■ バックアップ Unified CCX サーバ（サーバ 2）の IP アドレス（またはシステムがハイ ア
ベイラビリティでない場合は「なし（none）」）

■ ライセンス タイプ（標準、エンハンスド、プレミアム）

5. 事前設定ツールは [ インストーラ（Installer）] フォルダに設定されている MSI ファイルを実

行して配置します。作成されたファイルは次のとおりです。

■ Cisco Agent Desktop.msi

■ Cisco Supervisor Desktop.msi

■ Cisco Desktop Administrator.msi

ファイルを使用して、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す

る準備ができました。

クライアント MSI コンフィギュレーション ツールと自動配備パッケージ

自動配備ツールを使用する場合、プッシュ パッケージの作成とテストで設定された MSI を使用でき

ます。

正常にツールを実行した後、「自動パッケージ配布ツールの使用」（P.116）に記載されている要件に

従って自動配備パッケージを作成します。

CAD デスクトップ クライアント アプリケーションをイ

ンストールする前に

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する前に、次を確認する必要があ

ります。

■ Unified CCX サーバの IP アドレス

■ Unified CCX Administration Web アプリケーションにアクセスするための、Unified CCX 
サーバのユーザ ID とパスワード

■ アプリケーションをインストールする PC 上の宛先フォルダ

エージェントが Agent Desktop の CAD-BE またはエージェント電子メールにアクセスする前に、正

しいバージョンの Java Runtime Environment（JRE）がこれらのエージェントの PC にインストー

ルされていることを確認します。
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JRE の正しくないバージョンがインストールされているか、または JRE が見つからない場合、

CAD-BE が起動しないことがあります。Agent Desktop は、適切なバージョンの JRE がインストール

されるまで無効になっているエージェント電子メールを除き、通常通り機能します。

以前のバージョンからのアップグレード

CAD 6.4(2)、6.6(1)、7.0(2)、8.0(x) からのオーバー ザ トップ アップグレード（旧バージョンの上

に新しいバージョンをインストールする）および 8.5(1) から CAD 9.0 へのアップグレードがサポー

トされます。

CAD の他のバージョンからのアップグレードの場合、CAD 9.0 をインストールする前に CAD の旧

バージョンをアンインストールする必要があります。

初期設定後のデスクトップ クライアント アプリケーションの追加

すでに CAD デスクトップ アプリケーションをホストしているワーク ステーションに追加 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できます（たとえば、すでに Desktop 
Administrator がインストールされているワークステーションに Supervisor Desktop を追加するな

ど）。

Supervisor Desktop のインストールによって、Supervisor Desktop および Agent Desktop の両方

がインストールされることに注意してください。クライアント デスクトップがすでに Agent 
Desktop をホストしている場合に Supervisor Desktop をインストールするには、まず Agent 
Desktop の既存のインスタンスをアンインストールする必要があります。

CAD デスクトップ アプリケーションをインストールする方法

CAD デスクトップ クライアント アプリケーションは、2 通りの方法のいずれかでインストールでき

ます。

■ デスクトップ クライアント アプリケーションは自動パッケージ配布ツールを使用して Agent 
Desktop に「プッシュ」することができます。

■ デスクトップ クライアント アプリケーションは、Unified CCX Administration Web アプリ

ケーションからインストールできます。

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するには、管理者権限または高い

権限が必要です。これは自動パッケージ配布ツールまたは手動インスト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適用されます。

CAD 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

Unified CCX Administrator ダウンロード ページにはすべての CAD 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 ファイルが含まれます。Unified CCX Administrator Web ページは、

スーパーバイザのユーザ名とパスワードを使用してアクセスした場合は、Supervisor Desktop のイ

ンストール ファイルのみが含まれます。Unified CCX User Options Web ページには、Agent 
Desktop のインストール ファイルのみが含まれます。

エージェントおよびスーパーバイザに管理者として Unified CCX Administration Web アプリケー

ションにアクセスさせない場合は、次の手順で指定されたいずれかの代替方法を指示します。
13/09/23 109



Cisco CAD インストレーション ガイド
Supervisor Desktop をインストールすると、Agent Desktop も自動的にインストールされます。

（注）すでに Agent Desktop がインストールされている PC に Supervisor Desktop 
をインストールする場合は、まず Agent Desktop の既存のインスタンスをアンイン

ストールする必要があります。

CAD デスクトップ アプリケーションをインストールするには、次を実行します。

1. Web ブラウザを開き、https://<Unified CCX server>/appadmin と入力します。ここで、

<Unified CCX server> は Unified CCX サーバの IP アドレスまたはホスト名です。

■ 管理者は、次の手順を実行します。

a. https://<Unified CCX server>/appadmin にアクセスします。Cisco Unified CCX 
Administration Authentication ページが表示されます。

b. Unified CCX のユーザ名とパスワードを入力します。

c. [ ログイン（Login）] をクリックします。Cisco Unified CCX Administration のホー

ム ページが表示されます。

d. [ ツール（Tools）] > [ プラグイン（Plug-ins）] を選択します。[ プラグイン

（Plug-ins）] ページが表示されます。

e. [Cisco Unified CCX Desktop Suites] リンクをクリックします。[Cisco Unified CCX] 
ページが表示されます。

f. アプリケーションのインストール プロセスを完了するための手順 2 に進みます。

■ スーパーバイザは、次の手順を実行します。

a. https://<Unified CCX server>/appadmin にアクセスします。Cisco Unified CCX 
Administration Authentication ページが表示されます。

b. Supervisor Desktop のユーザ名およびパスワードを入力します。

c. [ ログイン（Login）] をクリックします。[Cisco Unified CCX Supervision] ページ

が表示されます

d. [ ツール（Tools）] > [ プラグイン（Plug-ins）] を選択します。[ プラグイン

（Plug-ins）] ページが表示されます。

e. [Cisco Unified CCX Desktop Suites] リンクをクリックします。[Cisco Unified CCX] 
ページが表示されます。

f. アプリケーションのインストール プロセスを完了するための手順 2 に進みます。

■ エージェントは、次の手順を実行します。

a. http://<Unified CCX server>/appuser にアクセスします。[Cisco Unified CCX 
ユーザ オプション認証（Cisco Unified CCX User Options Authentication）] ページ

が表示されます。

b. Agent Desktop のユーザ名およびパスワードを入力します。

c. [ ログイン（Login）] をクリックします。[Cisco Unified CCX ユーザ オプション

（Cisco Unified CM User Options）] ホーム ページが表示されます。
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d. [ ユーザ オプション（User Options）] > [Cisco Unified CCX ダウンロード（Cisco 
Unified CCX Downloads）] を選択します。[ ダウンロード（Download）] ページが

表示されます。

e. アプリケーションのインストール プロセスを完了するための手順 2 に進みます。

2. インストールするアプリケーションのリンクをクリックします。[ ファイルのダウンロード - 
セキュリティの警告（File Download - Security Warning）] ダイアログボックスが表示され

ます。

3. インストール プログラムを実行するには、[ 実行（Run）] をクリックします。また、[ 保存

（Save）] をクリックして、インストール プログラムをローカル コンピュータに保存し、そ

こから実行することもできます。

InstallShield ウィザードの開始。

（注）パブリッシャが検出できなかったというセキュリティ警告が表示されることが

あります。[ 実行しない（Don't Run）] をクリックしないでください。[ 実行しない

（Don't Run）] をクリックすると、アプリケーションはインストールされません。

4. [ 実行（Run）] をクリックします。

5. InstallShield ウィザードの指示に従い、選択したアプリケーションのインストールを完了し

ます。

6. InstallShield ウィザードの 後のウィンドウが表示される直前に、コマンド ウィンドウが開

き、「このウィンドウは <installer name> のインストール プロセスの一部です。このウィン

ドウは終了すると自動的に終了するため、このウィンドウを閉じないでください。」と表示さ

れます。このコマンド ウィンドウを無視します。インストール プロセスを完了するために 
InstallShield ウィザードで [ 終了（Finish）] をクリックします。

（注）インストールが完了すると、ダイアログボックスが表示され、インストールを

完了するにはコンピュータをリブートする必要があることを示すメッセージが表示

される場合があります。このメッセージが表示されたら、[OK] をクリックし、実行

中のすべてのアプリケーションを終了してコンピュータを再起動します。

CAD-BE の JRE プラグインのインストール

エージェントが CAD-BE Java アプレットにアクセスする前に、そのエージェントの PC に Internet 
Explorer または Firefox の正しいバージョンの JRE プラグインをインストールする必要があります。

いずれのブラウザも JRE プラグインのバージョン 1.6.0 が必要です。CAD 9.0(1) および 9.0(2) で
は、JRE 1.6 Update 31 だけがサポートされます。CAD 9.0(2) SU1 では、JRE 1.6 Update 45 だけ

がサポートされます。

CAD-BE は、次の Web ブラウザで動作します。

オペレーティング システム サポートされるブラウザ

Microsoft Windows XP 
Professional サービスパック 3

Microsoft Internet Explorer 7 および 8
Mozilla Firefox
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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」（P.114）および「Firefox での CAD-BE の設定」（P.115）を参照してください。ま

た、すべてのポップアップ ブロックを無効にする必要があります。ポップアップ ブロックが有効に

なっている場合、無効にする手順については管理者に問い合わせてください。

JRE プラグインを Microsoft Windows にインストールするには、次を実行します。

1. JRE プラグインをインストールするエージェントの PC から Web ブラウザを起動します。

2. https://<Unified CCX server>/cadbe/CAD-BE.jsp をアドレス フィールドに入力します。こ

こで、<Unified CCX server> は CAD をホストするサーバの IP アドレスまたはホスト名で

す。

3. Enter を押します。

（注）この Web サイトの証明書が確認できないことを示す警告が表示される場合が

あります。この警告が再度表示されないようにするには、[ この発行元からの内容を

常に信頼する（Always trust content from this publisher）] チェックボックスをオ

ンにし、[ はい（Yes）] をクリックして CAD-BE を起動します。[ いいえ（No）] は
クリックしないでください。[ いいえ（No）] をクリックすると、CAD-BE が起動し

ません。

■ CAD-BE のログイン ダイアログが表示される場合、エージェントの PC にはすでに JRE 
の正しいバージョンがインストールされています。その場合、残りの手順をスキップで

きます。

■ エラー メッセージがページに表示される場合、エージェントの PC には正しいバージョ

ンの JRE がインストールされていません。次の手順に進みます。

4. プラグインをインストールする PC のオペレーティング システムに対応するリンクをクリッ

クします。ブラウザにセキュリティ警告が表示される場合があります。

5. インストール プログラムを実行するには、[ 実行（Run）] をクリックします。また、[ 保存

（Save）] をクリックして、インストール プログラムをローカル コンピュータに保存し、そ

こから実行することもできます。インストール プログラムが開始されます。

6. Windows Installer の手順に従い、選択したアプリケーションをインストールします。

Microsoft Windows Vista Business、
Enterprise、および Ultimate Edition 
サービスパック 2

Microsoft Internet Explorer 7 および 8
Mozilla Firefox 

Microsoft Windows 7 Enterprise、
Professional、Ultimate Edition 32 
ビットおよび 64 ビット

Microsoft Internet Explorer 7 および 8
Mozilla Firefox

Red Hat Enterprise Linux 5 Mozilla Firefox

オペレーティング システム サポートされるブラウザ
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JRE プラグインを Red Hat Linux にインストールするには、次を実行します。

1. JRE プラグインをインストールするエージェントの PC から Web ブラウザを起動します。

2. 次のアドレスを [ アドレス（Address）] フィールドに入力します。ここで、<Unified CCX 
server> は、CAD のホストであるサーバの IP アドレスまたはホスト名です。

https://<Unified CCX server>/cadbe/CAD-BE.jsp

3. Enter を押します。

CAD-BE のログイン ダイアログが表示される場合、エージェントの PC にはすでに JRE の正

しいバージョンがインストールされています。その場合、残りの手順をスキップできます。

エラー メッセージがページに表示される場合、エージェントの PC には正しいバージョンの 
JRE がインストールされていません。次の手順に進みます。

4. プラグインをインストールする PC のオペレーティング システムに対応するリンクをクリッ

クします。ブラウザにセキュリティ警告が表示される場合があります。

5. ローカル コンピュータにインストール プログラムを保存する場合は [ 保存（Save）] をク

リックします。

6. 端末で、次を入力します。 su

7. ルート パスワードを入力します。

（注）/usr/local などのシステム全体の場所に JRE をインストールする場合は、root 
ユーザとしてログインし、必要な権限を取得します。ルート アクセスがない場合は、

書き込み権限があるサブ ディレクトリまたはホーム ディレクトリに JRE をインス

トールします。

8. 次のコマンドを入力して、JRE をインストールするディレクトリを変更します。

CD <directory path>

9. 次のコマンドのいずれかを入力して、実行可能ファイルとしてダウンロードしたファイルの

権限を変更します。

CAD 9.0(1) および 9.0(2) の場合：

chmod a+x jre-1_6_0_31-linux-i586.bin

CAD 9.0(2) SU1 の場合：

chmod a+x jre-1_6_0_45-linux-i586.bin

10.次のコマンドを入力して、ファイルを実行する権限があることを確認します。

ls -l

11. 次のいずれかのコマンドを入力して、インストール プロセスを開始します。バイナリのライ

センス契約が表示されます。

CAD 9.0(1) および 9.0(2) の場合：

./jre-1_6_0_31-linux-i586.bin

CAD 9.0(2) SU1 の場合：

./jre-1_6_0_45-linux-i586.bin

12. Space キーを押して次のページを表示します。
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13. 後に、 yes と入力してインストールを続行します。JRE は独自のディレクトリにインストー

ルされます。インストールが終了すると、Done という単語が表示されます。

Linux の Firefox JRE プラグインを有効にするには、次を実行します。

1. Firefox のインストール ディレクトリ下のプラグイン サブディレクトリに進み、次のコマン

ドを入力します。ここで、<Firefox directory> は Firefox がインストールされているディレ

クトリです。

cd <Firefox directory>/plugins

2. 次のコマンドを入力して、JRE ns7/libjavaplugin_oji.so ファイルにリンクされるシンボリッ

ク リンクを作成します。ここで、<JRE directory> は JRE がインストールされているディレ

クトリです。

ln -s <JRE directory>/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so

3. Firefox ブラウザを起動します。これがすでに実行されている場合は、再起動します。

（注）他に実行中の Firefox のコンポーネント（Messenger や Composer など）が

ある場合は、それらも再起動する必要があります。

4. [ 編集（Edit）] > [ 初期設定（Preferences）] を選択します。[ コンテンツ カテゴリ

（Content Category）] から、[Java を有効にする（Enable Java）] を選択します。

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。

ポップアップ ブロッカ

ポップアップ ブロック機能を無効にするか、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。

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）] ペインの [ その他（Miscellaneous）] セクションで、[ ポップアップ ブ
ロッカーの使用（Use Pop-up Blocker）] を [ ディセーブル（Disable）] に設定します。

または

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. [ 信頼済みサイト（Trusted sites）] アイコンを選択し、許可サイトのリストに CAD-BE の IP 
アドレスを追加します。

（注）Microsoft Windows Vista Business オペレーティング システムを使用してい

る場合、CAD-BE ログを生成するために許可サイトのリストに Unified CCX サーバ

のアドレスを追加する必要があります。
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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。

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。

ポップアップ ブロッカ

ポップアップ ブロック機能を無効にするか、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。

1. [ オプション（Options）] > [ 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 Pop-up Windows）] チェックボックスを

オフにします。

または

1. [ オプション（Options）] > [ 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 Pop-up Windows）] チェックボックスを

オンにします。

3. [ 例外（Exceptions）] をクリックし、許可サイトのリストに CAD-BE 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. [ オプション（Options）] > [ オプション（Options）] > [ コンテンツ（Content）] を選択し

て、[JavaScript を有効にする（Enable JavaScript）] チェックボックスを選択します。

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）
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■ 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。

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。

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「Unified CCX Desktop 
Client Configuration ツールの実行」（P.106）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。

権限

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 インストールを権限の低いアカウントのコンテキストで、実行した場合、Windows ポリシーの [
常にシステム特権でインストールする（Always Install with Elevated Privileges）] をイネーブルにし

て、高い権限でインストールを配備できるよう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 [ ユーザの構成（User Configuration）] 
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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）] をイネーブルにします。

このポリシーのイネーブル化の詳細については、次の URL の MSDN の記事「Always install with 
elevated privileges」を参照してください。

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の指定場所に配置され、手動および自

動展開を対象としています。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を

抑制した場合、インストールしたアプリケーションを実行する前に、期待する機能を確保するために

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 

Windows インストーラのロギングをイネーブルにする必要があります。インストールは次のコマン

ドライン引数とともに実行される必要があります。

/l*v < ログファイルのパスと名前 >
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（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。

これによって、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なります。

導入

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。

自動アップデート

イネーブルの場合、サービスが更新されると、CAD は CAD デスクトップ クライアント アプリケー

ションのすべてのインスタンスを新しいバージョンに自動的に更新します。デフォルトでは、自動

アップデートは CAD デスクトップ クライアント アプリケーションに対してイネーブルになっていま

す。

デスクトップ クライアント アプリケーションを起動するたびに、ソフトウェアは使用可能な更新

バージョンがあるかどうかや、Windows のレジストリ変更を必要とするシステムの設定に変更が

あったかどうかを確認します。いずれかの条件が満たされている場合に自動更新が Desktop 
Administrator でイネーブルになっていると、アプリケーションは更新プロセスを自動的に実行しま

す。

（注）自動ソフトウェア アップデートを行うには、管理者権限または昇格された（シ

ステム）権限のいずれかが必要です。

自動アップデートは Desktop Administrator で設定できます。自動アップデートの有効化 / 無効化の

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

ライアントがログインしたときにアプリケーションが正しく機能するようにサーバのバージョンに一

致するようにソフトウェアを更新する必要があります。

アップデートが使用可能な場合、デスクトップ アプリケーションが更新されることを通知するダイア

ログボックスが表示されます。更新を実行するには、[OK] をクリックします。

ダウンロードのステータスを示す経過表示バーが表示されます。

更新が終了すると、更新が完了したことメッセージと、更新されたアプリケーションが 後のダイア

ログボックスに表示されます。CAD デスクトップ クライアント アプリケーションが複数インストー

ルされている場合、すべてのアプリケーションが更新されます。

（注）Supervisor Desktop がインストールされると Agent Desktop が自動的にイン

ストールされるため、Agent Desktop が更新されていても、 後のダイアログボッ
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クスには Supervisor Desktop のみが表示されます。Agent Desktop は、

Supervisor Desktop がデスクトップに含まれていない場合にだけ表示されます。

[OK] をクリックしてダイアログボックスを閉じると、デスクトップ上で実行されていた CAD デスク

トップ クライアント アプリケーションが自動的に再起動します。

（注）自動更新が正しく機能するためには、保存されているページのより新しいバー

ジョンを検出するように Internet Explorer が設定されている必要があります。

Internet Explorer で [ ツール（Tools）] > [ インターネット オプション（Internet 
Options）] の順に選択します。IE 7 の場合、[ 全般（General）] タブの [ 閲覧の履

歴（Browsing history）] セクションで、[ 設定（Settings）] をクリックします。

[Web サイトを表示するたびに確認する（Every time I visit the web page）] オプ

ションを選択します。

（注）システムが 2 つの Unified CCX サーバで設定されていると、1 つのサーバが更

新されたときに CAD のユーザ側インスタンスが古い Unified CCX に接続されている

場合、ユーザ側システム管理者がフェールオーバーを実行してすべてのエージェン

トを更新されたサーバに切り替えると、ユーザ側 CAD デスクトップ クライアント 
アプリケーションはユーザが新しいサーバにログインしても自動的に更新されなく

なります。この場合、CAD デスクトップ クライアント アプリケーションをシャット 
ダウンし、自動更新が行われるように再度開始する必要があります。

CAD アプリケーションのダウングレード

CAD デスクトップ クライアント アプリケーションおよびサービスは同じバージョンである必要があ

ります。

CAD サービスのダウングレードが発生し、システムの自動更新の設定がイネーブルになっている場

合、CAD デスクトップ クライアント アプリケーションは自動的に古いバージョンにダウングレード

します。古いバージョンをインストールするために、既存の CAD アプリケーションを手動でアンイ

ンストールする必要はありません。

CAD サービスのダウングレードが発生し、システムの自動更新の設定がイネーブルでない場合、管理

者はデスクトップ クライアント アプリケーションをロール バックする必要があります。CAD 8.5 の
デスクトップ クライアント アプリケーションにロール バックする場合、9.0 デスクトップ クライア

ント アプリケーションの旧バージョンのオーバー ザ トップを再インストールできます。CAD 8.0 以
前のデスクトップ クライアント アプリケーションにロール バックする場合、手動で 9.0 のデスク

トップ クライアント アプリケーションをアンインストールし、古いデスクトップ クライアント アプ

リケーションを再インストールする必要があります。

自動アップデートの有効化 / 無効化の詳細については、『Cisco Desktop Administrator User Guide』
を参照してください。

（注）CAD 9.0 から 8.5 への CAD デスクトップ クライアント アプリケーションの自

動ダウングレードがサポートされます。両方のメンテナンス リリースとサービス更

新との間の自動ダウングレードもサポートされます。たとえば、CAD 9.0(2) から 
CAD 9.0(1) への自動ダウングレードがサポートされます。CAD 9.0 から 8.0 以前の 
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CAD デスクトップ クライアント アプリケーションの自動ダウングレードはサポート

されていません。この場合、管理者は手動で既存の 9.0 デスクトップ クライアント 
アプリケーションをアンインストールし、古いデスクトップ クライアント アプリ

ケーションを再インストールする必要があります。

（注）自動ソフトウェアのダウングレードはユーザに管理者権限または高い（システ

ム）権限がない場合は失敗します。この場合、管理者は手動で既存のデスクトップ 
クライアント アプリケーションをアンインストールし、古いデスクトップ クライア

ント アプリケーションを再インストールする必要があります。

Java Runtime Environment

CAD-BE の起動時に、適切なバージョンの JRE がインストールされているかどうかを毎回確認しま

す。このチェックは、エージェント電子メールを使用する Agent Desktop の Premium Edition に
よっても実行されます。正しいバージョンが検出されない場合は、ユーザに通知され、適切な JRE を
インストールするように促されます。

CAD デスクトップ クライアント アプリケーションの修

復

いずれかの CAD デスクトップ クライアント 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 デスクトップ クライアント アプリケーションを修復する場

合は、インストールされているすべてのサービス リリースも修復する必要があります。

CAD デスクトップ クライアント アプリケーションを修復する手順は、Windows XP システムや、

Windows Vista および新しいシステムとは多少異なります。

CAD デスクトップ クライアント アプリケーションを修復するには、次を実行します。

1. クライアント デスクトップで、Windows のコントロール パネルに移動します。

■ Windows XP システムで、[ プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] 
を起動します。

■ Windows Vista および新しいシステムで、[ プログラムと機能（Programs and 
Features）] 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。特定のアプリケーションのリストを使って CAD クライアント アプリケーションが

修復されます（たとえば、「Cisco Supervisor Desktop」）。
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3. Windows XP システムで、[ 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）] リンクをクリックし、[ サポート情報（Support 
Info）] ダイアログボックスを表示します（図 54）。Windows Vista および新しいシステムで

は、この情報はすでに表示されています（図 55）。

4. [ 修復（Repair）] をクリックします。プログラムは、[ 設定する CAD ディレクトリ サービス

を指定してください（Location of Unified CCX server(s)）] ダイアログボックスを再インス

トールし、表示します（図 56（P.124））。

5. プライマリ Unified CCX サーバ（およびオプションのセカンダリ Unified CCX サーバ）の IP 
アドレスが正しく入力されていることを確認し、[OK] をクリックします。

（注）Desktop Work Flow Administrator をホストしていて他の CAD デスクトップ 
アプリケーションはホストしていない PC で CAD Configuration Setup を実行して

いる場合は、このダイアログボックスを閉じると CAD Configuration Setup が終了

します。これは、この PC 上ではこれ以外に設定する内容がないためです。

[CAD コンフィギュレーション設定（CAD Configuration Setup）] ウィンドウが表示されま

す（図 57（P.125））。

図 54. Windows XP のみ：[ サポート情報（Support Info）] ダイアログボックス

図 55. Windows Vista 以降：[ プログラムと機能（Programs and Features）]
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6. 設定が正しいことを確認し、メニューから [ ファイル（File）] > [ 終了（Exit）] を選択する

か、[X] をクリックしてウィンドウを閉じます。

7. CAD デスクトップ アプリケーションの修復が完了したら [ 閉じる（Close）] をクリックしま

す。

8. CAD サービス リリースがインストールされている場合、それについて、手順 2 から 7 を繰

り返します。
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CAD Configuration Setup

CAD Configuration Setup は CAD 基本サービスを設定するために使用されます。初期インストール

後に、CAD Configuration Setup を起動して設定を変更できます。このメソッドは 2 種類の異なる場

所から起動できます。ただし、設定オプションが異なります。次の方法を使用して設定を変更できま

す。

■ Desktop Work Flow Administrator メニュー バーまたは PostInstall.exe（CAD デスクトッ

プ コンピュータの \Program Files\Cisco\Desktop\bin フォルダにあります）を実行しま

す。

CAD Configuration Setup ユーティリティが、以下を行うアプリケーション インターフェイ

スとして起動します。

— プライマリ（およびオプションでセカンダリ）Cisco Unified CCX サーバの場所の変更

— ネットワーク パケット スニッフィングのネットワーク アダプタの IP アドレスを変更し

ます。

— クライアント デスクトップ アプリケーションがシン クライアント環境で実行されている

かどうかを示します。

■ Desktop Administrator の [CAD コンフィギュレーション設定（CAD Configuration Setup）
] ウィンドウにアクセスします。詳細については、『Cisco Desktop Administrator User 
Guide』の「CAD Configuration Setup」を参照してください。

[CAD コンフィギュレーション設定（CAD Configuration Setup）] ウィンドウが Desktop 
Administrator のブラウザとして起動し、次の設定を行うことができます。

— CAD の自動更新を有効または無効にします。

— CAD-BE の IP アドレスを変更します。

— CAD サービスの IP アドレスを変更します。

— BIPPA サービスのログイン認証情報を変更します。

多くの場合、CAD Configuration Setup のデフォルト設定がそのまま使用できるため、通常はクライ

アント デスクトップのインストール後に CAD Configuration Setup を実行する必要はありません。

CAD Configuration Setup は、次のような場合に実行してください。

■ Unified CCX サーバが 1 つだけであり、その IP アドレスが変更された場合

■ プライマリとセカンダリの Unified CCX サーバがあり、両方のサーバの IP アドレスが変更さ

れた場合

プライマリとセカンダリの両方ではなく、いずれかの Unified CCX サーバで IP アドレスが変

更された場合は、CAD Configuration Setup を実行する必要はありません。クライアント デ
スクトップの次回起動時に、自動更新機能によってクライアント デスクトップが再インス

トールされ、必要な変更が行われます。
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ただしプライマリとセカンダリの両方の Unified CCX サーバで IP アドレスが変更された場合

は、クライアントがどちらのサーバとも通信できないため起動しません。このような場合は 
CAD Configuration Setup を実行し、Unified CCX サーバの IP アドレスを変更する必要があ

ります。

■ クライアント PC に NIC が複数存在する場合

■ クライアント デスクトップ アプリケーションをシンクライアント環境で実行する場合

クライアントの設定データを変更するには、次を実行します。

1. CAD Configuration Setup を起動します。

■ Desktop Work Flow Administrator で、左側のペインから [ コール センター 1（Call 
Center 1）] 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。

■ CAD デスクトップ アプリケーションがインストールされた PC で 
C:\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 が起動し、[ 設定する CAD ディレクトリ サービスを指定してくだ

さい（Location of Unified CCX server(s)）] ダイアログボックスが表示されます（図 56）。

2. プライマリ Unified CCX サーバ（およびオプションのセカンダリ Unified CCX サーバ）の IP 
アドレスが正しく入力されていることを確認し、[OK] をクリックします。

（注）Desktop Work Flow Administrator の CAD Configuration Setup で変更する場

合、メニューから [ ファイル（File）] > [ 終了（Exit）] を選択するか、[ 閉じる

（Close）] をクリックして変更内容を有効にします。

（注）現時点で Desktop Administrator のみをホストしていて、それ以外の CAD デ
スクトップ アプリケーションをホストしていない PC で CAD Configuration Setup 
を実行している場合は、このダイアログボックスを閉じると CAD Configuration 
Setup が終了します。これは、この PC 上ではこれ以外に設定する内容がないためで

す。

図 56. Cisco Agent Desktop Directory Services ダイアログボックス
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[CAD コンフィギュレーション設定（CAD Configuration Setup）] ウィンドウが表示されま

す（図 57）。

3. 左側のペインで、変更する手順を選択します。右側のペインで新しいデータを入力して、[ 適
用（Apply）] をクリックします。

■ 手順は任意の順番で表示できます。

■ 手順で変更を行った場合は、別の手順に移動する前に、[ 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。

■ F6 キーを押すと左側のペインと右側のペインを切り替えることができます。また、上下

の矢印で左側ペインのナビゲーション ツリーを上下に移動することができます。

4. 変更が終わったら、メニューから [ ファイル（File）] > [ 終了（Exit）] を選択するか、[X] を
クリックしてウィンドウを閉じます。

5. 変更内容を反映させるため、デスクトップ アプリケーションを停止して再起動します。

図 57. CAD Configuration Setup
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CAD Configuration Setup の設定の変更

表 7 には、CAD Configuration Setup にアクセスして必要な設定を変更する必要のある場所が表示さ

れます。 

表 7. ホスト コンピュータで設定された CAD Configuration Setup

ステップ名

CAD および 
CSD1

1. ヘッダーのキー：CAD—Cisco Agent Desktop、CSD—Cisco Supervisor Desktop、
CDA—Cisco Desktop Administrator

CDA

「表 7 には、CAD Configuration Setup に
アクセスして必要な設定を変更する必要

のある場所が表示されます。」（P.126）

○

「VoIP モニタ サービス」（P.128） ○

「自動更新」（P.128） ○

「CAD-BE サーバ（CAD-BE Servers）」
（P.129）

○

「サービス IP アドレス」（P.129） ○

「BIPPA ユーザ ログイン」（P.130） ○

「パスワードのリセット」（P.130） ○
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シンクライアント環境（Thin Client Environment）

Microsoft Terminal Services や Citrix 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。デフォルト設定は [ いいえ（No）] です。

図 58. シンクライアント環境（Thin Client Environment）
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VoIP モニタ サービス

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 アドレスを選択します（選択した IP 
アドレスにはクライアント デスクトップの VoIP モニタ サービスによりスニッフィングが実行されま

す）。これは、コンピュータが IP フォンにデイジーチェーンされている NIC の IP アドレスです。

自動更新

CAD デスクトップ クライアント アプリケーションの自動更新を許可するには、このチェックボック

スを選択します。デフォルトでは、自動更新はすべての CAD アプリケーションに対してイネーブル

になります。

図 59. VoIP モニタ サービス

図 60. 自動更新
128 13/09/23



CAD サーバの設定
CAD-BE サーバ（CAD-BE Servers）

Desktop Administrator で、[CAD コンフィギュレーション設定（CAD Configuration Setup）] > 
[CAD-BE サーバ（CAD-BE Servers）]（図 61）を選択します。

1. [ プライマリ ロケーション（Primary Location）] フィールドにプライマリ Unified CCX 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 
Apache 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、これらのサーバにマッピング

する外部ホスト名または IP アドレスを使用します。エージェントがすべてファイアウォール

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。

2. [ セカンダリ ロケーション（Secondary Location）] フィールドにセカンダリ Unified CCX 
サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

3. [ 保存（Save）] をクリックして変更を保存します。

サービス IP アドレス

Desktop Administrator で、[CAD コンフィギュレーション設定（CAD Configuration Setup）] > [
サービス IP アドレス（Services IP Address）]（図 62）を選択します。

■ 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。

■ [ 保存（Save）] をクリックして変更を保存します。

図 61. CAD-BE サーバ（CAD-BE Servers）

図 62. サービス IP アドレス
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BIPPA ユーザ ログイン

Unified CM に接続するには、BIPPA サービスにログイン ID とパスワードがなければなりません。こ

のログイン ID とパスワードも、Unified CM で設定されます（「IP フォンの設定」（P.131）を参照）。

Unified CM のユーザをセット アップする前に [BIPPA ユーザ ログイン（BIPPA User Login）] セク

ション内（図 63）のフィールドを完了できますが、ログイン ID とパスワードは、両方のサイトで同

じものにする必要があります。このウィンドウまたは Unified CM で変更された場合、両方で変更す

る必要があります。

（注）このセクションを表示した際にディレクトリ サービスが実行されていない場

合、BIPPA ログイン情報は変更できません。

（注）これらの設定を変更する場合、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。

パスワードのリセット

[ パスワードのリセット（Reset Password）] をクリックし、Desktop Work Flow Administrator に
アクセスするためのパスワードをクリアします。

Unified CCX クラスタ IP アドレスの変更

Unified CCX クラスタ内のサーバの IP アドレスの変更が必要になる場合があります。この場合、新し

い IP アドレスが正常に登録されるように、設定を変更します。

手順については、次の Web サイトで入手可能な『Cisco Unified Contact Center Express 
Administration Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_installation_
and_configuration_guides_list.html

図 63. BIPPA ユーザ ログイン

図 64. パスワードのリセット
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Cisco IP Phone Agent の IP フォンの設定

すべての IPPA 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。

1. IP Phone サービスを作成します。

2. IP Phone サービスを各 IPPA エージェント電話に割り当てます。

3.「telecaster」をパスワードとして持つ「telecaster」という名前のアプリケーション ユーザ

を作成します（または、CAD Configuration Setup で指定された BIPPA ユーザ ID およびパ

スワード）。

4. すべての IPPA エージェント電話にテレキャスターのアプリケーション ユーザを割り当てま

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。

パスワードおよびユーザ名

Unified CM を使用した Active Directory 2003 を使用している場合、パスワードの複雑性がイネーブ

ルの場合、デフォルトの「telecaster」パスワードは大文字や数字が含まれないため、無効です。

CAD Configuration Setup で Unified CM ユーザ パスワードを変更する必要があります。

IP Phone サービスの作成

Unified CM Administration の Web ベースのアプリケーションで、新しい IP Phone サービスを作成

するには、次の手順に従います。

ハイ アベイラビリティ システムの場合、各 Unified CCX サーバ IP アドレスに 1 つずつ、2 つの IP 
Phone サービスを作成する必要があります。

（注）常に 1 つの BIPPA サービスだけがアクティブになります。プライマリ サーバ

に障害が発生した場合は自動的にログアウトされるため、セカンダリ サーバに手動

でログインする必要があります。

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. ページの上部にあるメニューから [ デバイス（Device）] > [ デバイスの設定（Device 
Setting）] > [ 電話機サービス（Phone Services）] を選択します。

2. [IP Phone サービスの検索と一覧表示（Find and List IP Phone Services）] ページで、[ 新
規追加（Add New）] をクリックします。

3. [Cisco IP Phone サービスの設定（Cisco IP Phone Services Configuration）] ページで次の

情報を入力します。

[ サービス名（Service Name）]。[Cisco IP Phone のユーザ オプション アプリケーション

（Cisco IP Phone User Options application）] 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。
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[ 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）]。オプション 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。

[ サービス URL（Service URL）]。Cisco 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://192.168.252.44:6293/ipphone/jsp/sciphonexml/IPAgentInitial.jsp

値は次のとおりです。

■ 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。

■ 6293 は、Tomcat Web サーバ ポートです（6293 がポート番号でない場合、Tomcat 
サーバ ファイルのポート パラメータが正しい値かどうかを確認します）。

■ 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）ここから IPAgentInitial.jsp という名前のファイルが見つからない場合、.jsp 
ファイルの実装を含む IPAgentInitial.class という名前のファイルがあります。

（注）Tomcat Web サーバは、インストールに含まれています。

4. [ 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 Phone サービスが作成されると、それを使用するように各エージェントの電話を設定する必要が

あります。

Unified CM Administration の Web ベースのアプリケーションで、各 IP フォンを設定するには次の

手順を実行します。

IP Phone サービスを IP エージェント電話に割り当てるには、次を実行します。

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。
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4. ページの右上隅にある [ 関連リンク（Related Links）] ドロップダウン リストから [ サービ

スの登録 / 登録解除（Subscribe/Unsubscribe Services）] を選択し、[ 移動（Go）] をク

リックします。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。

5. [ 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。

6. [ 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。

7. [ 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 
Phone の設定

コンタクト センタで英語版以外の CAD を使用する場合、BIPPA サービスが英語以外の言語でエー

ジェントの IP Phone 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.18）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 Phone 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 Phone 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 Phone 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 Phone 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。
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4. [ ユーザ ロケール（User Locale）] フィールドで、ドロップダウン リストから適切な言語を

選択します。

5. [ 保存（Save）] をクリックします。

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 Phone 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 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 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 IP アドレス」（P.129）」を参照してくだ

さい。

Unified CM Administration の Web ベースのアプリケーションから、新規ユーザを設定するには、次

の手順に従います。

Unified CM ユーザを作成するには、次の手順を実行します。

1. [ ユーザの管理（User Management）] メニューで、[ 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。

2. [ 新規追加（Add New）] をクリックします。[ アプリケーション ユーザの設定（Application 
User Configuration）] ウィンドウが表示されます。

3. [ 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。

4. [ デバイス情報（Device Information）] セクションで、矢印を使って [ 使用可能なデバイス

（Available Devices）] ペインから [ 制御するデバイス（Controlled Devices）] ペインに電話

を移動し、[ 使用可能なプロファイル（Available Profiles）] ペインから [CTI 制御されたデバ

イス プロファイル（CTI Controlled Device Profiles）] ペインにプロファイルを移動します。

5. 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. [ ユーザの管理（User Management）] メニューで、[ ユーザ グループ（User Group）] を
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。
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4. [ アプリケーション ユーザをグループに追加（Add App 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. テレキャスターを検索結果から選択し、[ 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。

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。

詳細については次の Web サイトで提供されている Cisco 文書番号 60134『Configure a "One 
Button" Login for IP Phone Agents』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_tech_note09
186a008029e6d5.shtml#proc

URL 認証パラメータ

Cisco Unified Contact Center Express 3.x からアップグレードする際に、Unified CM 
Administration のデフォルトの URL 認証パラメータを変更した場合は、元の設定に戻す必要があり

ます。

このパラメータは、[ システム（System）] > [ エンタープライズ パラメータ（Enterprise 
Parameters）] ページの [ 電話機の URL パラメータ（Phone URL Parameters）] セクションにあり

ます。次のようにする必要があります。

http://<Unified CM IP address>:8080/ccmcip/authenticate.jsp

（注）Unified CM に対するホスト名ではなく IP アドレスを使用してください。

IP Communicator Phone の設定

Unified CM Administration の Web ベースのアプリケーションで、IP Communicator ソフト フォン

を設定するには、次の手順に従います。

1. [ 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。

2. [ 新規追加（Add New）] をクリックします。[ 新規電話を追加（Add a New Phone）] ペー

ジが表示されます。

3. [ 電話のタイプ（Phone Type）] ドロップダウン リストから、[Cisco IP Communicator] を
選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。[ 電話設定（Phone Configuration）] ページが

表示されます。
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4. [ デバイス プロトコルの選択（Select the Device Protocol）] ドロップダウン リストから、

デバイス プロトコルを選択して、[ 次へ（Next）] をクリックします。

5. [ 電話機設定（Phone Configuration）] ページのフィールドを入力し、[ 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）。
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CAD からの録音のエクスポート

スーパーバイザによる録音は、音声データ パケットとして RAW 形式でアーカイブされ、スーパーバ

イザ レコード ビューアを使用したときのみ確認できます。CAD から録音をエクスポートし、他のメ

ディア プレーヤーを使用して視聴できるように WAV 形式に変換するには、次の 2 種類の方法のいず

れかを使用できます。

■ スーパーバイザ レコード ビューアでは、[ 再生と保存（Play and Save）] 機能を使用します

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

■ Desktop Work Flow Administrator がインストールされているマシンから、Unified CCX 
サーバからの録音をダウンロードし、WAV 形式に次の手順を使用して変換します。

録音をダウンロードして RAW から WAV 形式に変換するには、次の手順を実行します。

録音をダウンロードおよび変換するには、次を実行します。

1. uccxrecording ユーザのパスワードを設定します。詳細な手順については、「uccxrecording 
ユーザ パスワードの設定」（P.138）を参照してください。

2. Desktop Work Flow Administrator がインストールされているマシンにフォルダを作成しま

す。フォルダに SFTP クライアントを含める必要があります。

（注）インターネットですぐに利用できる SFTP クライアントは psftp です。

3. ステップ 2 で作成したフォルダと同じフォルダで、次の ftp コマンドを含む 
ftpcommands.txt というテキスト ファイルを作成します。

lcd "C:\Program Files\Cisco\Desktop_audio"
mget *.Raw

（注）Desktop_audio フォルダを使用する必要がありません。この手順では、図で

説明する目的でのみ、Desktop_audio フォルダを使用します。別のフォルダを使用

している場合は、ステップ 4 で対応する変更を加えてください。

4. ステップ 2 で作成したフォルダと同じフォルダで、次のコマンドを含む convert.bat という

テキスト ファイルを作成します。

@echo off
mkdir "C:\Program Files\Cisco\Desktop_audio"
psftp <IP1> -l uccxrecording -pw <pw> -b ftpcommands.txt -batch
psftp <IP2> -l uccxrecording -pw <pw> -b ftpcommands.txt -batch
c:
cd "C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin"
for %%c in (..\..\Desktop_audio\*.Raw) do raw2wav "%%~nc%%~xc"

値は次のとおりです。

■ <IP1> はプライマリ Unified CCX サーバの IP アドレスです。

■ <IP2> はセカンダリ Unified CCX サーバの IP アドレスです。

■ <pw> は、ステップ 1 で設定した uccxrecording のパスワードです
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（注）これらのコマンドを実行すると、プライマリおよびセカンダリ Unified CCX 
サーバからすべての RAW 形式の録音ファイルがフォルダ 
C:\Program Files\Cisco\Desktop_audio にダウンロードされ、WAV 形式に変換さ

れた新しい WAV ファイルは C:\Program files\Cisco\Desktop_wav に保存されま

す。このとき、元の RAW ファイルは Desktop_audio フォルダに残します。必要に

応じて、追加の行をバッチファイルに加え、ファイルを別のフォルダまたはファイ

ル サーバにコピーできます。

（注）raw2wav ユーティリティには、Desktop_wav ディレクトリにすでにあるファ

イルが再変換されないようにする機能があります。そのため、バッチ ファイルは、

ファイルがすでに変換されたかどうかを確認するために明示的にチェックする必要

はありません。

5. ステップ 4. で作成した convert.bat という名前のバッチ変換ファイルを実行します。

uccxrecording ユーザ パスワードの設定

uccxrecording ユーザのパスワードを設定するには、次を実行します。

1. Web ブラウザで、https://<Unified CCX-server>/appadmin にアクセスします。ここで 
<Unified CCX server> は、Unified CCX サーバの IP アドレスまたはホスト名です。

Cisco Unified CCX Administration Authentication ページが表示されます。

2. Unified CCX のユーザ名とパスワードを入力し、[ ログイン（Login）] をクリックします。

Cisco Unified CCX Administration のホーム ページが表示されます。

3. [ ツール（Tools）] > [ パスワード管理（Password Management）] を選択します。[ パス

ワード管理（Password Management）] ページが表示されます。

4. [ 録音 SFTP ユーザ（Recording SFTP User）] の場合、新しいパスワードを入力し、パス

ワードを確認のためにもう一度入力します。

5. [ 保存（Save）] をクリックします。パスワードは uccxrecording ユーザ用に設定されます。

変換バッチ ファイルの自動実行

バッチ ファイルを特定の日の特定の時間に自動的に実行する場合、Windows の「at」コマンドを使

用します。

たとえば convert.bat を毎月 13 日と 23 日の午後 1 時 46 分に自動的に実行するには、コマンド 
ウィンドウを開いて、次の DOS コマンドを入力します。

at 1:46p /every:13,23 cmd /c "c:\Program Files\Cisco\Desktop\bin\convert.bat" ^> 
c:\splkconvert.txt

（注）これは、convert.bat が C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin フォルダにあ

るものと想定しています。

RAW 形式について

RAW 形式の録音はそれぞれ、次のファイルで構成されます。
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■ <name>.to.raw：エージェントの電話に送信されるデータを含みます。

■ <name>.from.raw：エージェントの電話から送信されるデータを含みます。

このユーティリティを実行する場合、ファイル ペアの一方だけを使用する必要があります。もう一方

のファイルは、ユーティリティにより検索され、これら 2 つのファイルが <name>.wav という名前

の 1 つの .wav ファイルにまとめられます。

<name> に使用される命名規則を次に示します。

<YYYYMMDD><HHMMSS><counter><extension><agent ID>

値は次のとおりです。

■ <YYYYMMDD> はファイルが記録された日付です。

■ <HHMMSS> はファイルが記録された時刻です。

■ <counter> は録音番号です。これは、エージェントがログインするたびに 00000 にリセッ

トされ、そのエージェントが録音されるたびに 1 つ増加します。

■ <extension> は録音されたエージェントの内線番号です。

■ <agent ID> は録音されたエージェントの ID です。

raw2wav の変換ユーティリティについて

RAW ファイルを WAV ファイルに変換する構文は次のとおりです。

raw2wav <filename> [<path>]

値は次のとおりです。

■ ここで、<filename> は、<name>.to.raw または <name>.from.raw ファイルのいずれかで

す。

■ <path> はデフォルトの場所以外では変換された音声 WAV ファイルの場所です。このパラ

メータはオプションです。

raw2wav ユーティリティが作成しようとしているファイルと同じ名前の WAV ファイルを見つけた場

合、そのファイルは変換されません。

（注）ユーティリティが完了前に終了した場合、そのときに書き込まれた WAV ファ

イルは破損する可能性があります。
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CAD 9.0 デスクトップ アプリケーションの削
除

CAD デスクトップ アプリケーションを削除する手順は、次のとおりです。

1. [ スタート（Start）] メニューで [ コントロール パネル（Control Panel）] を選択します。

2. [ プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] をダブルクリックします。

3. 削除するアプリケーションをリストから選択し、[ 追加と削除（Add/Remove programs）] 
をクリックします。アプリケーションが削除されます。
141



Cisco CAD インストレーション ガイド
CAD デスクトップ クライアント アプリケー
ションのアップグレードとダウングレード

CAD 8.0 以前では、CAD デスクトップ クライアント アプリケーションに対する更新は、基本リリー

スの上にインストールされるサービス リリース（SR）の形式でリリースされます。これらの SR は、

基本 CAD アプリケーションを削除するために手動でアンインストールする必要があります。

CAD 8.5 以降では、CAD デスクトップ クライアント アプリケーションに対する更新は、以前のバー

ジョンの上にインストールされる完全なソフトウェア アップグレードとしてリリースされます。以前

のバージョンを現在のバージョンの上にインストールすることによって、新しいバージョンを以前の

バージョンにロール バックできます。

（注）オーバー ザ トップのロール バックは、バージョン 8.5 以降で可能です。9.0 
以前のバージョンにロール バックする場合は、手動で CAD をアンインストールし、

再インストールする必要があります。

CAD 8.5 以降では、CAD デスクトップ クライアント アプリケーションのバージョンが CAD サーバの

バージョンに一致しない場合、システムの自動更新設定が有効になっていると、CAD は自動的に 
CAD デスクトップ クライアント アプリケーションを新しいバージョンに更新します。同様に、サー

ビス ダウングレードが発生したら、CAD デスクトップ クライアント アプリケーションは古いバー

ジョンに自動的に下げられます。古いバージョンをインストールするために、既存の CAD アプリ

ケーションを手動でアンインストールする必要はありません。自動アップグレードおよびダウング

レードの詳細については（対応されている自動ダウングレード パスを含む）、「自動アップデート」

（P.118）を参照してください。
142 13/09/23




	Cisco CAD インストレーション ガイド
	概要
	概要
	CAD の関連マニュアル
	マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
	マニュアルに関するフィードバック
	今回のリリースでの変更点
	リリース 9.0(1)
	リリース 9.0(2)


	CAD 9.0 要素
	デスクトップ クライアント アプリケーション
	Desktop Administrator
	Agent Desktop
	IP Phone エージェント
	Supervisor Desktop
	Cisco Agent Desktop-Browser Edition

	サービス
	エージェント電子メール サービス
	コール/チャット サービス
	ディレクトリ サービス（Directory Services）
	エンタープライズ サービス
	BIPPA サービス
	LDAP モニタ サービス
	LRM サービス
	録音再生サービス
	録音および統計サービス
	同期サービス
	VoIP（Voice over IP）モニタ サービス


	CAD の機能レベル
	ローカリゼーション

	CAD 環境の設定
	システム構成
	シンクライアント環境

	システム要件
	動作環境
	ハードウェアおよび OS の最小要件
	動作環境の言語に関する要件

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

	サードパーティのソフトウェア環境
	Microsoft Exchange
	Microsoft Internet Explorer
	Mozilla Firefox
	Java Runtime Environment（JRE）


	モニタリングおよび録音要件
	エージェント データ ストア データベース
	録音サービス

	Unified CCX でのエージェントのセットアップ
	システム キャパシティ
	サポートされる IP 電話
	Cisco 7920 Wireless Phone に関する注意事項


	エージェント電子メールの設定
	概要
	セキュリティと証明書の警告
	サポートされる Unicode エンコーディング
	互換モード

	エージェント電子メール Microsoft Exchange メール ボックス フォルダの管理
	エージェント電子メール Microsoft Exchange メール ボックス フォルダ
	Inbox フォルダ（Inbox Folder）
	割り当て（Assignments）フォルダ
	処理（Handled）フォルダ
	送信不可（Not Sendable）フォルダ
	送信トレイ（Outbox）フォルダ
	保留中エラー（Pending Error）フォルダ
	削除保留中（Pending Delete）フォルダ
	ルーティング不可能（Not Routable）フォルダ
	送信（Sent）フォルダ
	システム ステータス メッセージ（System Status Messages）フォルダ
	転送（Transfer）フォルダ


	エージェント電子メールのルーティング予測
	エージェント電子メールのベスト プラクティ ス
	Microsoft Exchange サーバ
	Wide Area Network：ワイドエリア ネットワーク
	Microsoft Exchange Server 管理

	エージェント電子メール用の Java の設定
	エージェント電子メール用の Microsoft Exchange の設定
	エージェント電子メールのための Microsoft Exchange 設定の一般的なプロセス
	MS Exchange 2003 の設定
	IMAP および SMTP の設定
	ユーザの作成
	配信グループの作成
	その他の設定

	MS Exchange 2007 の設定
	セキュリティの設定
	IMAP セキュリティ設定の構成
	SMTP セキュリティ設定の構成
	ユーザの作成
	配信グループの作成
	その他の設定

	MS Exchange 2010 の設定
	IMAP および SMTP の設定
	ユーザの作成
	配信グループの作成
	その他の設定

	MS Exchange でのメッセージの形式設定
	メッセージ取得形式の設定
	メッセージ配信方式の設定

	エージェント電子メール アカウントへのアクセス テスト

	MS Exchange のメッセージ スロットリングの ポリシー
	IMAP のスロットリング ポリシー
	SMTP のスロットリング ポリシー
	クライアントのスロットリング ポリシー
	他のメッセージ スロットリングのポリシー
	[情報ストアステータスの表示権限（View Information Store Status Permission）] の付与
	セッション制限のレジストリの変更



	CAD 9.0 のインストール
	アップグレードに関する注意事項
	一般
	CAD 8.0(2) または 8.5(1) から 9.0(1)、または CAD 9.0(1) から 9.0(2) へのアップグレード
	標準バンドルの顧客

	CAD 9.0 Desktop Client のインストール
	CAD デスクトップ クライアント MSI ファイルの設定
	Unified CCX Desktop Client Configuration ツールの実行
	事前設定ツールの実行
	クライアント MSI コンフィギュレーション ツールと自動配備パッケージ

	CAD デスクトップ クライアント アプリケーションをイ ンストールする前に
	以前のバージョンからのアップグレード
	初期設定後のデスクトップ クライアント アプリケーションの追加
	CAD デスクトップ アプリケーションをインストールする方法

	CAD 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
	CAD-BE の JRE プラグインのインストール
	Internet Explorer での CAD-BE の設定
	Firefox での CAD-BE の設定

	自動パッケージ配布ツールの使用
	要件
	実行
	マシン単位と ユーザ単位のインストール
	権限
	自動パッケージ インストールと 手動インストール
	複数のソフトウェア リリース
	再起動

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

	自動アップデート
	CAD アプリケーションのダウングレード
	Java Runtime Environment
	CAD デスクトップ クライアント アプリケーションの修 復

	CAD サーバの設定
	CAD Configuration Setup
	CAD Configuration Setup の設定の変更
	シンクライアント環境（Thin Client Environment）
	VoIP モニタ サービス
	自動更新
	CAD-BE サーバ（CAD-BE Servers）
	サービス IP アドレス
	BIPPA ユーザ ログイン
	パスワードのリセット

	Unified CCX クラスタ IP アドレスの変更

	IP フォンの設定
	Cisco IP Phone Agent の IP フォンの設定
	パスワードおよびユーザ名
	IP Phone サービスの作成

	IP エージェント電話への IP Phone サービスの割り当 て
	ローカライズされた BIPPA サービスで使用する IP Phone の設定
	Unified CM ユーザの作成
	IP Phone エージェントの 1 ボタン ログインの設定
	URL 認証パラメータ
	IP Communicator Phone の設定

	CAD からの録音のエクスポート
	uccxrecording ユーザ パスワードの設定
	変換バッチ ファイルの自動実行
	RAW 形式について
	raw2wav の変換ユーティリティについて


	削除
	CAD 9.0 デスクトップ アプリケーションの削 除
	CAD デスクトップ クライアント アプリケー ションのアップグレードとダウングレード


