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概要

この資料はアイランド モードからのフェールオーバーかリカバリが Unified Contact Center
Express （UCCX）で始められた後マスターシップを判別するのに使用されるアルゴリズムを記
述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

UCCX●

フェールオーバー メカニズム●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

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

マスターが選ぶ必要がある 2 つのシナリオは可能性のあるおよび 2 つのノード間のマスターシッ
プを判別するのに使用されるアルゴリズム各シナリオのために異なっていますです。



正常なエンジン フェールオーバー

このシナリオはノードがアイランド モードなしに HAoLAN または HAoWAN 環境にフェールオー
バーのときまたはマスター 1 あるクラスタが開始するかときマスターが（ないとき見つけられま
すのような）。

マスターシップ（コンテンションのケースのすなわち試み 1、他の試み 2 他に試み 3、他の試み
4）を判別するアルゴリズム滝:

ステップ 1.あるものはどれでも新しいマスターであるよりよいステータスに、両方のノードの
UCCX エンジン ステータスを判別して下さい。 両方とも同様である場合、ステップ 2.に移動し
て下さい。

ステップ 2. 2 つのノードのハードウェア モデルを判別して下さい。 よりよいハードウェアは新
しいマスターです。 両方とも同様である場合、歩むために移動して下さい。 多くの UCCX イン
ストールが現在バーチャルであるので、このステップは頻繁に使用されません。

ステップ 3.ノード 1 すなわちパブリッシャ（インストールされる最初の UCCX ノード）を判別
して下さい。 新しいマスターはパブリッシャ ノードです。 CVD はノード 1 を作るためにように
デフォルト マスター プログラムされます。 これは CET のクラスタ構成
（ClusterSpecificConfig）の PrimaryEngineComputerName パラメータから奪取 されます。 この
値が不正確である場合、Node2 はマスターシップを常に奪取 します。 参照して下さい:
CSCuw95068.

ステップ 4 ステップ 3 がパブリッシャの正しいホスト名を判別できない場合マスター（サブスク
ライバ）としてノード 2 を作って下さい。

ロジックは次のとおりです:

ステップ 1： ノードのサービス ステータスをチェックして下さい。 IF ノード 1 は
PARTIAL_SERVICE に IN_SERVICE およびノード 2 あります、ノード 1 なりますマスターにで
す。 状態が同じ（IN_SERVICE か PARTIAL_SERVICE）、STEP 2.に行って下さい。

呼び出します。 2 つの UCCX ノードのハードウェア 仕様はチェックされます。 よりよい仕様の
サーバはマスターシップを渡されます。 ハードウェア仕様が同じである場合、STEP 3.に行って
下さい。

ステップ 3 パブリッシャはパブリッシャのホスト名が CET （ClusterSpecificConfig）の
PrimaryEngineComputerName と一致する場合マスターになります。 一致がなかったらステップ
4.に行って下さい。

ステップ 4 サブスクライバ マスターをステップの上で失敗します作って下さい。

アイランド モード リカバリ

このシナリオはアイランド モードからのリカバリの間に 2 人のマスターがあるとき見つけられま
す。 これが発生するとき、上記のアルゴリズムは実行されません。 むしろ、UCCX パブリッシ
ャ ノード（インストールされる最初の UCCX ノード）はマスターシップおよび引込み線マスタ
ーシップを保ちます。

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuw95068


注: 注意するべき重要な事柄はプライマリ ノードのホスト名が ClusterSpecificConfig オブジ
ェクトの PrimaryEngineComputerNam エントリを一致する必要があることです。 さもなけ
れば、セカンダリ ノードはマスターとして選択されます。 プライマリ ノードにエントリが
正しいチェックし、それを使用して下さいかどうか必要ならば変更するために接続するのに
CET ツールを。

ノードがステップ 1 に言及されているようによりよいサービス ステータスに、であるシステム
チェックが、これチェックされる特定のサービスをチェックする方法である時、さらに 

エンジン サービス●

エンジン内のマネージャ マネージャ コンポーネント●

両方のサービスが IN_SERVICE である場合、このノードはマスターシップのために考慮されます
。

これはアルゴリズムがシナリオを説明するのに使用されているログからの断片です: このシナリオ
でノード 1 は WAN 停止の前にマスターであるように言われました; そして WAN がもどって来た
ときに、ノード 2 はマスターになりました。

WAN リンクがダウン状態になった時:

 最初に、ノードは両方ともマスターでした。 ノード 1 はマスターでした; ノード 2 はまたマスタ
ーになりました:

偽からの本当へのノード 2 変更マスターの Cisco Unified CCX エンジン

3162: Dec 15 12:41:17.607 IST %MCVD-CLUSTER_MGR-7-UNK:JavaService167

 これはまたノードが他のノードのクラッシュを疑う時間です:

3111: Dec 15 12:41:17.481 IST %MCVD-CVD-4-HEARTBEAT_SUSPECT_NODE_CRASH:CVD suspects node crash:

state=Heartbeat State,nodeInfo=Node id=1 ip=172.30.72.2 convId=69 cmd=16 viewLen=1,dt=1022

WAN リンクがおよび開始したコンバージェンス復活した時:

9777: Dec 15 12:42:28.859 IST %MCVD-CVD-4-MASTER_DETECTS_NODE_JOIN:More than one master

detected, when processing node join: name=Cisco Unified CCX Database,nodeId=2,masterCnt=1

9778: Dec 15 12:42:28.859 IST %MCVD-CVD-7-UNK:Split after network partition is detected, new

nodeId=2

Node id=002, addresses=[172.30.83.2], MAC addresses=[279f2d5ba86d], compName=UCCXSUB, state=IN

SERVICE, en=true, rmiPort=6999, masterPort=1994

       VersionInfo: [ Version=8.5.1.11003-32, crsRelease=8.5.1.11003-32, crsServiceRelease=,

crsEngineeringSpecial=, dbEdition=IDS, dbVersion=V11, installTime=1348139852000,

upgradeTime=1348139852000, jtapiClientVersion=8.6(2.10000)-2 ]

       cT=969, uT=969, rT=528, serVer=3, cvdVer=3, points=0

  Component201: type=CRS Historical Datastore, state=IN SERVICE, en=true, prim=false, node=002,

activationTime=1348141153000, parent=null, uT=492, rT=193, rootDir /opt/cisco/uccx,

version=8.5.1.11003-32, serVer=1

    Service163: name=Cisco Unified CCX Database, Feature Service, isActivationSupported=false,

node=002, state=IN SERVICE, master, parent=null, type=DB Services, logDir:



/common/informix/crs/???, en=true, uT=928, rT=0, version=8.5.1.11003-32, serVer=4

  Component202: type=Cisco Recording, state=IN SERVICE, en=true, prim=false, node=002,

activationTime=1348140987000, parent=null, uT=439, rT=198, rootDir /opt/cisco/uccx,

version=8.5.1.11003-32, serVer=1

9823: Dec 15 12:42:38.866 IST %MCVD-CLUSTER_MGR-7-UNK:Post Convergence Event:

CONVERGENCE_STARTED, name=Cisco Unified CCX Engine

9824: Dec 15 12:42:38.866 IST %MCVD-CLUSTER_MGR-7-UNK:Cl Mgr: Cisco Unified CCX Engine

Convergence Started

9825: Dec 15 12:42:38.866 IST %MCVD-CLUSTER_MGR-7-UNK:try to process

MasterConvergenceCompletedCmdImpl: name Cisco Unified CCX Engine, nodeId=1, type=MASTER_DROPPED,

uniqueId=66, master=false, updateTick=3101, baseTick=3100, nodeCurrentTick=3101

9826: Dec 15 12:42:38.866 IST %MCVD-CLUSTER_MGR-7-UNK:process MasterConvergenceCompletedCmdImpl:

name Cisco Unified CCX Engine, nodeId=1, type=MASTER_DROPPED, uniqueId=66, master=false,

updateTick=3101, baseTick=3100, nodeCurrentTick=3101

9827: Dec 15 12:42:38.866 IST %MCVD-CLUSTER_MGR-7-UNK:JavaService66: Cisco Unified CCX Engine on

node 1 change master from true to false

これはコンバージェンスが開始したときにあります。 従って、先に説明されるアルゴリズムがマ
スターを選ぶのに使用されています。 ここでは、両方のノードの状態に注意して下さい:

Node id=001, addresses=[172.30.72.2], MAC addresses=[95eab6e4c4cb], compName=UCCXPUB,

state=PARTIAL SERVICE, en=true, rmiPort=6999, masterPort=1994

       VersionInfo: [ Version=8.5.1.11003-32, crsRelease=8.5.1.11003-32, crsServiceRelease=,

crsEngineeringSpecial=, dbEdition=IDS, dbVersion=V11, installTime=1348064353000,

upgradeTime=1348064353000, jtapiClientVersion=8.6(2.10000)-2 ]

       cT=3275, uT=3275, rT=534, serVer=3, cvdVer=3, points=0

Node id=002, addresses=[172.30.83.2], MAC addresses=[279f2d5ba86d], compName=UCCXSUB, state=IN

SERVICE, en=true, rmiPort=6999, masterPort=1994

       VersionInfo: [ Version=8.5.1.11003-32, crsRelease=8.5.1.11003-32, crsServiceRelease=,

crsEngineeringSpecial=, dbEdition=IDS, dbVersion=V11, installTime=1348139852000,

upgradeTime=1348139852000, jtapiClientVersion=8.6(2.10000)-2 ]

       cT=969, uT=969, rT=528, serVer=3, cvdVer=3, points=0

従って、アルゴリズムによって行って、マスターシップはノード 2 （アルゴリズムのポイント
1）に渡されます。 これは UCCX ノード 2 が集約の後でマスターになぜなったか説明します。

ただし、ノード 1 が部分的なサービスになぜあったかチェックしなければなりません。 それはテ
レフォニー サブシステムによる部分的なサービスにありました:

name=Unified CM Telephony Subsystem, Feature Service, isActivationSupported=false, node=001,

state=PARTIAL SERVICE
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