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概要

この資料はパッケージ コンタクトセンター エンタープライズ（PCCE）コンポーネントで許可を
ローカルで管理するために Microsoft Active Directory （AD）の依存関係を取除くのに必要とされ
るステップを記述したものです。

Meenakshi Sundaram、ラミロ Amaya、および Anuj Bhatia によって貢献される、Cisco TAC エ
ンジニア。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。 

Cisco パッケージ コンタクトセンター エンタープライズ●

Microsoft Active Directory●

使用するコンポーネント

資料で使用される情報は PCCE 12.5(1) バージョンに基づいています。

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。 ネット
ワークがライブである場合、あらゆるステップの潜在的影響を理解するようにして下さい。

背景説明



ユーザが Active Directory （AD）から許可を移動することを可能にする PCCE 12.5 リリースはア
ドミニストレーションサーバ（AW）でローカル ユーザグループにユーザー特権を提供します。
これはデフォルトで有効に なり、コントロールのユーザー アクセス 権に設定およびコンフィギ
ュレーション タスクを行うために Microsoft AD セキュリティグループの使用を避けるレジストリ
ADSecurityGroupUpdate によって制御されます。

注: Unified Contact Center Enterprise （UCCE）で 12.0 およびそれ開始するローカル許可
のサポートは PCCE 12.5 で現在サポートされます。

注: ビジネス上の必要が 1.に前動作を設定してもらうために（AD 許可）、
ADSecurityGroupUpdate フラグ変更することができれば。

設定

レジストリ レベルで、およびフォルダ レベルに二番目に、提供されるローカル AW サーバ、第
1、権限必要の UcceConfig グループの権限を与えるため。

ステップ 1.設定 レジストリ権限。

1. regedit.exe ユーティリティを実行して下さい。



2. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2 を選択して下さい。

3.  Security タブの下の許可で UcceConfig グループを選択すればチェックは完全な制御オプショ
ンを可能にします。

4.これらのレジストリのための UcceConfig グループにフル コントロールを許可するために前の
手順を繰り返して下さい。

コンピュータ\ HKEY_LOCAL_MACHINE \ソフトウェア\シスコシステムズ、株式会社\ ICM●

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Cisco システム、株式会社\
ICM

●

ステップ 2.設定 フォルダ権限。

1. Windowsエクスプローラでは、<ICM への移動は Directory> : \ icm 『Properties』 を選択 し。

2. Security タブで、UcceConfig を選択すればチェックは完全な制御オプションを可能にします。



3. 変更を保存するために『OK』 を選択 して下さい。

4. C:\Temp フォルダのための UcceConfig グループにフル コントロールを許可するために前の手
順を繰り返して下さい。 

5. SQL 管理スタジオでは、これをして下さい:

a) セキュリティ > ログオンにナビゲートして下さい。

b) <Machine name> \ UcceConfig を見つけて下さい。

c) 右クリックし、『Properties』 を選択 して下さい。

d) ユーザ マッピングをナビゲートし、AWDB データベースを選択して下さい。

         e) GeoTelAdmin、GeoTelGroup および公共チェックボックスはチェックします。

 f）履歴データ（HDS）データベースのためのステップ d）を繰り返して下さい。



予備設定が実現したので、設定 および セットアップ権限があるためにどのようにのドメイン ユ
ーザーを促進できるかステップに従って下さい。

ステップ 3.ドメイン ユーザー設定。

1. AD のドメイン ユーザーを作成して下さい。 この演習 testconfig1 に関してはユーザは作成さ
れました。



2.ドメイン admin またはローカル 管理者アカウントの AW
サーバへのログイン。 

3. AW の CCE Admin を開いて下さい。 ユーザセットアップ カードにナビゲートし、『
Administrators』 を選択 して下さい。 ユーザを追加し、ConfigAdmin ロールの選択して下さい。



PCCE の 12.5 バージョン前にこの変更は例 Organizational Unit （OU）の下でドメインの構成セ
キュリティグループをアップデートしようが、12.5 とデフォルトの動作はいいえ AD グループへ
ユーザ付け加えることではないです。 イメージに示すように、ドメイン ICM 構成セキュリティ
グループのこのユーザのアップデートがありません。

4.  コンピュータマネジメントの下の AW サーバで > ローカル ユーザおよびグループ > Groups
は UcceConfig を選択し、それに testconfig1 ユーザを追加します。



5. testconfig1 ユーザの資格情報とのマシンおよびログインからログアウトして下さい。 このユー
ザは設定権限があるので、彼は CCE Admin、スクリプトまたはインターネット スクリプト エデ
ィタのような CCE コンフィギュレーション ツールを実行できます。

6. ただし、ユーザがタスクを実行することを試みれば権限を設定するために必要となるそれは失
敗します。 このユーザはすべての CCE Admin リソースまたはセットアップ ツールにアクセスで
きません。

イメージで示すように、Peripheral Gateway （PG）設定およびシステムを実行する PCCE 4K 配
備試みの testconfig1 ユーザは警告メッセージが付いている変更を制限します。



7. ビジネスがこのユーザは構成と共に設定された権限があるように要求する場合 CCEAdmin の
SystemAdmin に変更されますユーザの役割を確認しなければなりません。

ユーザの役割はデータベースの 1 として（SystemAdmin）アップデートされました:

8. ドメインとの AW サーバへのログインかローカル 管理者権限は説明し、コンピュータマネジメ
ントによって > ローカル ユーザおよびグループ > Groups はユーザにユーザを『Groups』 を選
択 し、管理者で追加します。



10. ユーザはその AW サーバの CCE アプリケーションのすべてのリソースにアクセスし、望まし
い変更を行なえます現在。 



確認

確認 手順は実際にコンフィギュレーションプロセスの一部です。

トラブルシューティング

現在利用可能な特定のステップがこの設定をトラブルシューティングするためにありません。

関連情報

PCCE 管理 ガイド

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/pcce/pcce_12_5_1/configuration/guide/pcce_b_admin-and-config-guide_12_5.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	設定 PCCE ローカル 許可
	目次
	概要
	前提条件
	要件
	使用するコンポーネント

	背景説明
	設定
	ステップ 1.設定 レジストリ権限。
	ステップ 2.設定 フォルダ権限。
	ステップ 3.ドメイン ユーザー設定。 


	確認
	トラブルシューティング
	関連情報


