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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）にサード パーティ小道
具およびサード パーティ ユーザインターフェイス（UI）を統合ためにステップを記述したもので
す。

および Anuj Bhatia、Cisco TAC エンジニアおよび Rahila Valiya Peedikayil ラミロ Amaya によっ
て貢献される、Cisco エンジニアリング。

前提条件

要件

Cisco は Cisco パッケージ コンタクトセンター エンタープライズのナレッジがあることを推奨し
ます

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

PCCE を使うと 12.5 は開始するをコンタクトセンター エンタープライズ（CCE）管理へのサー
ド パーティ ユーザインターフェイス（UI）統合のサポート リリースします。 （SPOG）エクス
ペリエンス管理上の単一窓ガラスを提供するために CCE Web管理ツールのそのような UI をホス
トするこの機能有効。 サードパーティアプリケーションかユーザインターフェイスを登録するブ
ラウザから開始します。 Application Programming Interface （API; アプリケーション プログラミ
ング インターフェイス）層は SPOG にこのユーザインターフェイスをどこにのような
Administration Workstation （AW） データベースおよび追加情報に詳細を配置するか保存します
。 UI インターフェイスをすることができますまたは大騒ぎによって小道具をすることができます
。

設定

サード パーティ 統合を管理して下さい

ステップ 1： 統一された CCE 管理では、概要への移動は > > サード パーティ 統合特色になりま
す。

  

注: システム アドミニストレータだけ追加しか、編集しか、またはサード パーティ ユーザ
インターフェイスを削除し、統一された CCE 管理 レイアウトをカスタマイズできます。
サード パーティ小道具はプリンシパル AW マシンからだけ追加されるか、または修正する
ことができます。



サード パーティ 統合 ページに 2 つのタブがあります:

1. サード パーティ 統合を管理して下さい

2. レイアウトを管理して下さい。

CCE Web管理ツールに統合すべてのサード パーティ UI の下のサード パーティ 統合タブ リスト
を管理して下さい。 管理者はこのタブからサード パーティ UI を統合、アップデートし、削除で
きます。 管理者は 100 つまでの新しいサード パーティ UI ページを統合できます。

レイアウト タブを表示しますすべてのカードおよびメニューを管理して下さい。



呼び出します。 管理サード パーティ 統合タブで、『New』 をクリック して下さい。

ステップ 3 General タブでこの情報を記入して下さい。

小道具として統合: パートナーによって開発される管理上の UI が開いた社会的な小道具 XML 形
式にある場合、このチェックボックスを選択して下さい。

サード パーティ UI が embeddable 外部 I フレームである場合、チェックボックスのチェックを
外して下さい。

URL:  サード パーティ ユーザインターフェイスのセキュア URL を入力して下さい。

Description（optional）: サード パーティ ユーザインターフェイスを記述するために 255 文字ま
で入力して下さい。特殊文字に制限がありません。

[Name]： CCE 管理 ツールからアクセスされている間サード パーティ UI の名前。 これはページ
タイトルとして使用されます。

システムはデータ（オプションの）を定義しました: これらはログイン した ユーザおよび配備に



基づくあらかじめ定義された変数データです。

配置タイプ: 現在の配置タイプ。
現在のユーザ: ログオンされたユーザの資格情報。
現在のロール: ログオンされたユーザのロール。
API ベースの URL: API がロードされるかどれをへのベース URL。
ロケール: 現在のロケール設定

ユーザが定義する Data（optional）: これらのデータはすべてのユーザ向けに固定です。 これら
はキーと値のペアです。

注: これらのデータはすべてサード パーティ I フレームに送信 されます（にクエリ パラメ
ーターによってして下さい）。 セキュリティ上の問題はすべてのサード パーティ UI のた
めの https の必須使用によって当たります。

ステップ 4 統一された CCE 管理 レイアウトのサード パーティ ユーザインターフェイスの配置
を設定 するために、配置タブをクリックして下さい。

新しいカードの New メニューに追加するため:

a) 追加新しいカード カードをスクロールし、選択するのに < > アイコン使用すれば。
b) カードにカラーおよびアイコンを選択するためにクリックして下さい。



c) カード タイトルを入力するために追加しますの隣でタイトルをクリックして下さい。
d) [Save] をクリックします。 新しいカードはカードのリストで表示されます。
e) 新しいカードで、メニュー名を入力するためにクリックして下さい。 保存するためにクリック
して下さい。

注:  8 枚のカードにしか集計できません。

システム定義 カードの New メニューに追加するため:

a) システム定義 カードを選択するために < および > アイコンを使用してスクロールして下さい
。
b) メニュー名を入力するためにクリックして下さい。 保存するためにクリックして下さい。 こ
の例では New メニューを追加するのに、特殊機構カードが使用されています。



注: 各カードと 5 つのタブまで各メニューの 7 つのメニューにしか集計できません。

システム定義 カードのシステム定義 メニューに追加するため:

a) メニューを選択して下さい。 『menu』 を選択 されるレッド ボックスで強調表示されます。
この例でインフラストラクチャ設定カードおよびログ 収集 メニューは新しい UI の配置に選択さ
れます。

注: 各カードと 5 つのタブまで各メニューの 7 つのメニューにしか集計できません

ステップ 5 『SAVE』 をクリック して下さい。

レイアウトを管理して下さい

レイアウト タブを表示しますすべてのカードおよびメニューを管理して下さい。 管理者はシステ
ムによって定義されるカードに Add メニュー、ユーザが定義するカードの変更位置でき、ユーザ
が定義するカードおよびメニューだけ編集し、削除できます。



ロールはアクセスを基づかせていました

システム アドミニストレータはカスタム ロールにサード パーティ ユーザインターフェイスへの
アクセスを割り当てることができます。

ステップ 1.ユーザセットアップ > ロールへの移動。

ステップ 2.カスタム ロールを選択して下さい。

ステップ 3 サード パーティ 統合の下で、サード パーティ ユーザインターフェイスの名にちなん



で名付けられるチェックボックスを（たとえば、サード パーティ ユーザインターフェイスの名前
が Google、CCE 管理は Google と指名されるチェックボックスを作成します）選択し、『
SAVE』 をクリック して下さい。

確認

サード パーティ 統合 機能は設定 データベースでカード、メニュー、小道具およびレイアウト 設
定を保存するのに System_Attribute 表を（ロガーおよび AW）使用します。 データベースに追加
されるサード パーティ 統合 情報の例はここにあります。

ステップ 1： AW サーバで、Microsoft SQL Server 管理スタジオ（MSSMS）を開いて下さい。



呼び出します。 MSSMS でQuery  awdb データベースをNew   Query ウィンドウで追加される特定のコ
ンポーネントのためのクエリーをタイプして下さい（カード、メニュー、EXTERNALPAGE）。

ステップ 3.クエリーを実行するために『Execute』 をクリック して下さい。



カード:

select * from System_Attribute where AttributeName like 'CARD%'

Menues:

select * from System_Attribute where AttributeName like 'MENU%'

外部ページ:

select * from System_Attribute where AttributeName like 'EXTERNALPAGE%'



トラブルシューティング

シナリオ

解決するべき異なるシナリオはここにあります:

1. サード パーティ UI はコンソールのエラーをロードしないし、示します: 「<URL> でクロスサ
イト リソースと関連付けられた cookie `SameSite `アトリビュートなしで設定 されました」。は

X フレーム オプションがサード パーティ UI のための cookie で設定 される場合、ページはロー
ドされません。 X フレーム オプションを設定 されません サード パーティ UI ページのために確
認して下さい。

2. サード パーティ UI はエラーとロードしません: 「要求はサーバに達しましたが、応答するには
余りに時間がかかりました。 ページをリロードする試み」。

これはインポートされなかった証明書に関して問題である可能性があります。 インポートをホス
ト UI マシンからの適切な証明書確認して下さい。

3. 新しいカードおよびメニューは UI で表示されません:

ステップ 1： 管理者を再度ログアウトしています統合 サード パーティずっと UI の後でログイン
した確認すれば。

呼び出します。 UI アクセス詳細 API の出力をチェックして下さい: https://
<host>/unifiedconfig/config/uiaccesslist/uiaccessdetails。

ステップ 3 サード パーティ UI が新しい機能としてきちんと登録されているかどうか確認して下
さい: https:// <host>/unifiedconfig/config/role/available_features。

ステップ 4 ユーザの役割に新しいサード パーティ UI にアクセスできるかどうか確認して下さい:
https:// <host>/unifiedconfig/config/role/<roleId>。

ステップ 5 エラーがある場合ブラウザ コンソール ログをチェックして下さい。

Log Analysis

https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/uiaccesslist/uiaccessdetails
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/uiaccesslist/uiaccessdetails
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/role/available_features
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/role/%3croleId


Tomcat は c:\icm\tomcat\logs\CCBU を記録 します 。<timestamp> は必要シナリオを解決するた
めに関連付けましたサード パーティ 統合の API 要求をです。
カード、メニューおよび External ページを追加するとき Tomcat ログの例はここにあります:

カード API

メニュー API

External ページ API





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
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