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概要

この資料に Cisco Unified Contact Center Enterprise （UCCE）アウトバウンド オプション 高可
用性（OOHA）を設定し解決する方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

UCCE アウトバウンド オプション●

Microsoft SQL トランザクション レプリケーション●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco UCCE 11.6●

MS SQL サーバ 2014●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の



ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

アーキテクチャ

アウトバウンド オプション ハイアベイラビリティ（OOHA）機能は UCCE 11.6 バージョンで導
入されました。 OOHA は選択機構です。 UCCE 11.6 バージョン選挙事務所長からプロセスはア
クティブ スタンバイ フェールオーバー モデルと冗長である場合もあります。 OOHA が
 WebSetup で有効に なるとき、システムは自動的に BA_A および BA_B データベース間の SQL
双方向トランザクション レプリケーションを行います。

これらの表は複製されます:

解決しない場合は、●

Dialing_List●

PCB●

Do_Not_Call●

UCCE 11.6 OOHA アーキテクチャ

  

フェールオーバー モデルの概要

選挙事務所長 アクティブ-スタンバイ

60 秒以上のデフォルトでダイヤラ接続がない場合アクティブな選挙事務所長 プロセス 開始
フェールオーバー。 このタイマーはロガー/BlendedAgent/CurrentVersion/レジストリパスの
下の dword EMTClientTimeoutToFailover の追加によって変更することができます; 値は秒の
ダイヤラ接続のための待ち時間である必要があります。

●

選挙事務所長プロセスはダイヤラがそれらの何れかへの接続を確立できない場合 A に B をか●



らまたその逆にも跳ね続けます。
選挙事務所長 フェールオーバーは 4,5 分程 BA データベース間に巨大な複製 キューがある場
合かかることができます。 4,5 分はハードコードされたタイマーで、変更することができま
せん。

●

ダイヤラ アクティブ-スタンバイ

前のバージョンからの変更無し。 ダイヤラ フェールオーバー モデルは一度に、1 ただダイヤ
ラ アクティブ変わりません。

●

BaImport -フェールオーバー無し

BaImport はローカル選挙事務所長 プロセスをだけ使用し、ステータスを複製します。
BaImport プロセス クラッシュの場合には、選挙事務所長 レベルのフェールオーバーは引き
起こされます。

●

  

設定

予備ステップ

ステップ 1： SQL サーバ レプリケーション機能が有効に なるようにして下さい。

SQL のインストールの間、機能が選択される必要があるように複製。 複製 機能が自動記録
器サーバで有効に なるようにするために、SQL ディスク ドライブ > setup.exe > ツールおよ
び Run レポート インストール済み SQL ディスカバリ レポートにナビゲート して下さい

●

機能がレポートに実行したら Windows CMD ツールのこのコマンドをおよびリストされてい
なかったらそれぞれコマンドパラメータの SQL サーバ インスタンス名をつけて下さい

●

setup.exe /q /Features=Replication /InstanceName=<instancename> /ACTION=INSTALL

/IAcceptSQLServerLicenseTerms

呼び出します。 SQL サーバ ユーザアカウントが設定されるようにして下さい。

ユーザ名 および パスワードはロガー Side A およびロガー Side B に同じである必要がありま
す。

●

ユーザは SQL サーバ System Admin 特権がなければなりません。●

アウトバウンド オプションを設定し、アウトバウンド オプション 高可用性を有効に するた
めに WebSetup を実行するときこのユーザ名 および パスワードを使用します。

●

ユーザは SQL sa ユーザでなくてもよろしくないです。 それは他のユーザである場合もあり
が、sysadmin 特権を持たなければなり、イネーブルになっている残ります。

●

    
  



ステップ 3 SQL ユーザ NT 機関\システムで sysadmin ロールを持たなければなりません。 

ステップ 4.ロガー サーバ ホスト名および SQL サーバ クエリ（@@servername）は同じである
必要があります。

新しいインストール設定

ステップ 1.両方のロガー サーバの BA データベースを作成して下さい。

ステップ 2.両方のロガーの sysadmin ロールで同じローカル SQL ユーザを設定して下さい。



ステップ 3. LoggerA の WebSetup を開始し、ロガー コンポーネントを編集し、アウトバウンド
オプションおよび発信 高可用性を有効に して下さい。

注: 提供しますロガーをロガー パブリックインターフェイス フィールドのホスト名確認し
て下さい。 この値はそれぞれロガーの SQL サーバ名前を一致する必要があります。

WebSetup が正常に完了した後、作成され、LoggerB の LoggerA SQL サーバ、Subscribtion パブ
リケーションを見て下さい。

複製の下で SQL サーバ 管理スタジオ（SSMS）からそれを > LoggerA のローカル パブリケーシ
ョンおよび LoggerB のローカル Subsciptions チェックして下さい。

LoggerB の WebSetup を実行し、ロガー コンポーネントを編集し、アウトバウンド オプション
および発信 高可用性を有効に して下さい。



パブリケーションは LoggerA の LoggerB およびサブスクリプションで作成する必要があります
。 

このイメージは LoggerB サーバで作成されるパブリケーションおよびサブスクリプションを示し
ます。

このイメージは LoggerA サーバで作成されるパブリケーションおよびサブスクリプションを示し
ます。



  

トラブルシューティング

SQL 複製 健康診断

複製ステータスをチェックするために SSMS から起動レプリケーション モニター ツールを選択
して下さい。

複製ステータスは良い必要があります。

パフォーマンスおよびレイテンシーについての詳細を得るためにパブリッシャを拡張して下さい
。

第 2 タブ トレーサー トークンにナビゲート し、トレーサーを『Insert』 を選択 して下さい。 そ



れはパブリッシャとディストリビューターとディストリビューターとサブスクライバ間のレイテ
ンシーをテストします。

これは両方のロガーでチェックする必要があります。

SQL クエリを変更して下さい 

SSMS を開き、この SQL クエリを実行して下さい。

SELECT @@servername

Windows サーバ ホスト名とクエリからの出力を比較して下さい。 それらは一致する必要があり
ます。

このイメージは LoggerA および SQL サーバ名前のホスト名が一致するとき問題のあるシナリオ
を示します。 OO HA セットアップの前に修正をそれ確認して下さい。

SQL クエリを廃棄するためにマスター DB に対して SSMS のこのコマンドを実行して下さい。

EXEC sp_dropserver @server=<current wrong SQL servername>



新しい SQL クエリを追加するためにこのコマンドを実行して下さい。

EXEC sp_addserver @server=<new SQL servername>, @local=LOCAL

Windows  SQL  SQL   @@servername SQL 

SQL 複製を手動で 有効に して下さい

注意： WebSetup が複製を確立できなければし、エラーがクリアでなかったらときだけこ
のプロシージャを使用して下さい。

それぞれ可変値を用いる両方のロガーの BA データベースに対してこの保存された手順を実行し
て下さい。

EXEC sp_ba_create_replication

@instance=<ICM instancename>, @publisher=<SQL publisher servername>, @subscriber=<SQL subscriber

servername>, @working_directory =<default c:\Program Files\Microsoft SQL

Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL>, @login =<sql user with sysadmin role>, @pwd =<password>



エラーに「直面したら MSSQLSERVER アカウントに SQL ワーキング ディレクトリに完全な
acces があるかどうか」失敗されるデータベースを確認します作成して下さい。

SQL サーバ ログのこの画像表示それぞれエラー。 

MSSQLSERVER アカウントを持っています SQL ワーキング ディレクトリにフルアクセスを確
認して下さい。



パブリケーションおよびサブスクリプションが各ロガー SQL サーバで作成されるようにして下さ
い。

   

SQL 複製を手動で 無効に して下さい

注意： WebSetup が複製を確立できなければし、エラーがクリアでなかったらときだけこ
のプロシージャを使用して下さい。



それぞれ可変値を用いる両方のロガーの BA databses に対してこのプロシージャを実行して下さ
い。

EXEC sp_ba_remove_replication

@instance = <ICM instancename>,

@subscriber = <SubscriberPublicAddressHostname>

パブリケーションが両方のロガー SQL サーバから取除かれるかどうか確認して下さい。



レプリケーション構成からの SQL サーバを完全にクリアするために、サブスクリプションを手動
で削除し、両方のロガー SQL サーバのディストリビューション データベースを廃棄する必要が
あります。

USE master

EXEC sp_dropdistpublisher @publisher=<SQL servername>;

EXEC sp_dropdistributiondb @database=distribution;

EXEC sp_dropdistributor;

GO



場合によってはサーバ名をそのサーバの複製のために」有効に なる データベースがあるので廃棄
できません最後のコマンドはディストリビューター パブリッシャとしてエラーメッセージと「失
敗する場合があります。

EXEC sp_dropdistributor @no_checks = 1, @ignore_distributor =1

関連情報

UCCE 11.6 アウトバウンド オプション ガイド●

UCCE 11.6 設計の指針-アウトバウンド オプション考慮事項高可用性の●

SQL トランザクション レプリケーション参照●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_11_6_1/User/Guide/b_ucce_outbound_option_Release_11_6_1.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_11_6_1/Design/Guide/ucce_b_soldg-for-unified-cce-116/ucce_b_soldg-for-unified-cce-116_chapter_0110.html#concept_653270FFFDD781230DF598A2C2953FB1
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms151706(v=sql.105).aspx
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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