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概要

この資料に設定する方法を拡張し、接続します Cisco Unified Contact Center Express
（UCCX）のための機能を記述されています。 

延長および接続応答 機能を使うと、Unified Contact Center Express エージェントおよびスーパバ
イザはあらゆるデバイスを使用して遠隔地からはたらくことができます。 この機能はユーザに
（エージェントかスーパバイザ） PSTN またはモービルか他の PBX ネットワークに接続される
デバイスを使用してコールに応答するか、または作る柔軟性を与えます。

伸ばし、接続して下さい利用いによって機能を Cisco Unified Communications Manager
（CUCM）の CTI リモートデバイスおよび永続的な接続機能の

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Unified Communications Manager（CUCM）●

Cisco Jabber●

Cisco Unified Contact Center Express●

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 Unified Communications Manager （CUCM） 12.5●

Cisco Jabber 12.5.1●

Cisco Unified Contact Center Express （UCCX） 12.5(1)●



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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

設定

設定

ステップ 1.これらのパラメータでエンド ユーザーを作成して下さい。

モビリティを有効に して下さい。1.
アクセスコントロール グループにこれらのロールを追加して下さい:2.

標準 CCM エンドユーザ●

Standard CTI Enabled●

ステップ 2. Cisco Unified クライアント サービス フレームワーク（CSFS）デバイスを作成して
下さい。

ステップ 1.で作成されるエンドユーザにデバイスを関連付けて下さい。1.
同じエンドユーザに行を関連付けて下さい。2.



ステップ 3. CTI リモートデバイスを作成して下さい。

ステップ 1.で作成されるエンド ユーザーを選択して下さい。1.

行を追加して下さい。 ステップ 1.で作成されるエンドユーザに行を関連付けて下さい。2.

CTI リモートデバイス 設定 ページ。 関連するリモート宛先の下で新しいリモート宛先を『
Add』 をクリック して下さい。

3.

Cisco Jabber クライアントとリモート宛先を使用することは JabberRD で宛先名前を設定す
る必要があります。

4.

リモート宛先 Configuration ウィンドウでは、宛先フィールドでユーザ向けの外部番号を入
力して下さい。

5.



たとえば、外部数はルートパターン プレフィクスのエージェントのモービル数です。

有効はフィールドをデフォルトでチェックされます伸ばし、接続しました。



ステップ 4.ステップ 1.で設定されるエンドユーザに行って下さい。

CSFS および CTI リモートデバイスを両方関連付けて下さい。1.

プライマリおよび IPCC 拡張を選択して下さい。 IPCC 拡張は CTI リモートデバイスの DN
です。

2.

ステップ 5. rmcm アプリケーションのユーザーへの移動。 デバイス アソシエーションでは、CTI
リモートデバイスを関連付けて下さい。

ステップ 6. CCX の設定。

接続かコールを、CCX 管理 ページ以下コール モードによって『Persistent』 を選択 するた
めに、System > System パラメータに > 耐久性がある接続ナビゲートして下さい。

永続的な接続で『Disable』 を選択 する場合、コール モードによってデフォルトでコールを
有効に します。 コール モードによって耐久性があるとコールの違いを理解するために
UCCX 設計ガイドを参照して下さい。

1.



必須スキル、リソース グループ、チームおよび先祖などのためのリソースを設定して下さ
い

2.

確認

ステップ 1.早口に喋るログイン エンドユーザがステップ 1.でどのようにの設定されるか使用のデ
バイスを。

使用中コールの他の数はリモート宛先に、このイメージに示すように、設定される外部数を選択
します。



ステップ 2. CTI リモートデバイスが登録される示す外部数現れますアクティブなリモート宛先数



としてことを確認すれば。

ステップ 3 耐久性があるモードの機能を拡張し、接続するために Cisco Finesse デスクトップ ロ
グインを確認するプロシージャは下記にあります



Step1 および CTI RD 拡張で作成されるエンドユーザ用の資格情報を使用して Cisco
Finesse デスクトップへのログイン。

1.

技巧の Login ボタンをクリックする時 CTI RD のための外部番号がコールを受信することを
確認して下さい。

2.

同時に、Jabber デバイスは着信コールが外部数にあること示す値を含む「EC モード」を示
します。

3.

注: コール モードによるコールでは、外部数はエージェント ログオンの間にこのコールを
受信しません。

 4. Jabber は外部デバイスで応答されるコールの後で EC モードを示します。



 5. Cisco Finesse デスクトップでは、用意するために状態を変更して下さい。 Cisco Finesse デ
スクトップを使用してコールに応答することできるそれを確認して下さい。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

Home Agent はとの Cisco Unified Contact Center Express のためのソリューション設計ガイ
ドで伸び、接続します。

●

Cisco Unified Contact Center Express 管理およびオペレーション ガイドで伸ばし、接続して
下さい

●

Cisco Unified Communications Manager のための機能 コンフィギュレーション ガイドで伸ば
し、接続して下さい。

●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_12_5/design/guide/uccx_b_solution-design-guide-125/uccx_b_solution-design-guide-125_chapter_011.html?bookSearch=true#UCCX_RF_E796A578_00
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_12_5/design/guide/uccx_b_solution-design-guide-125/uccx_b_solution-design-guide-125_chapter_011.html?bookSearch=true#UCCX_RF_E796A578_00
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_12_5/maintain_and_operate/guide/uccx_b_uccx-125admin-and-operations-guide/uccx_b_uccx-125admin-and-operations-guide_chapter_010110.html?bookSearch=true
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_12_5/maintain_and_operate/guide/uccx_b_uccx-125admin-and-operations-guide/uccx_b_uccx-125admin-and-operations-guide_chapter_010110.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/12_5_1/featureConfig/cucm_b_feature-configuration-guide-1251/cucm_b_feature-configuration-guide-1251_chapter_0100.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/12_5_1/featureConfig/cucm_b_feature-configuration-guide-1251/cucm_b_feature-configuration-guide-1251_chapter_0100.html
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