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概要

この資料に 2000 年のエージェント Rogger 型のための CUIC/Live データ（LD） /Identity サービ
ス（ID）共存するサーバに Cisco Unified Intelligence Center （CUIC）スタンドアロン サーバを
の 11.6(x) アップグレード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。

CUIC●

統一されたコンタクトセンター Enterpris （UCCE）●

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。

CUIC 11.0(x)/10.5(x)●

管理およびリアルタイムデータ サーバ（AW） 11.6(x)●

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



物は異なるセクションで 10.5(x) から 11.6(1) から、この資料それらを説明することアップグレー
ド ステップがからの 11.0(x) への 11.6(1) 異なっているので。

リリース 11.5(1) 以上に同じ仮想マシンで動作するために CUIC、ライブ データ（LD）、および
Cisco 識別 サービス（ID）を織込んでいるエージェント Rogger 2000 の参照 モデル導入される
。

設定

アップグレードからの 11.0(x) への 11.6(1) 

このセクションはバージョン 11.0(x) からバージョン 11.6(1)との共存するサーバへ CUIC をアッ
プグレードするのに必要とされるステップを記述します。

ステップ 1. UCCE に統一された CCE Administration > システム > 配備の配置タイプを設定 して
下さい: AW の Rogger 2000 のエージェント。

ステップ 2. CUIC 11.0(x) サーバで ciscocuic.cce2k-cores-deployment.cop をインストールして下
さい。

ステップ 3. Command Line Interface （CLI）の CUIC サーバを再起動して下さい。

utils system restart

注: COPS ファイル Readme を参照して下さい。

注: COPS ファイルのインストールの後でコマンドによって設定 される cuic 共存を実行す
るためにガイド状態をインストールして下さい。 これはインストールされる COPS として
不正確解決しますこれをです。

ステップ 4. CUIC をバージョン 11.6(1)にアップグレードし、CLI のバージョンを切り替えて下さ
い。

utils system switch-version

ステップ 5： LD および ID サービスが CLI で正常に動作していることを確認して下さい。

utils service list

アップグレードからの 10.5(x) への 11.6(1) 

このセクションはバージョン 10.5(x) からバージョン 11.6(1)との共存するサーバへ CUIC をアッ
プグレードするのに必要とされるステップを記述します。 

ステップ 1. UCCE に統一された CCE Administration > システム > 配備の配置タイプを設定 して
下さい: AW の Rogger 2000 のエージェント。

ステップ 2. CUIC 10.5(x) サーバで COPS ファイル ciscocuic.refresh_upgrade_v1.4.cop.sgn をイ
ンストールして下さい。

https://www.cisco.com/web/software/282377062/128948/Readme_for_11_0_1to11_5_1or11_6_1.pdf


ステップ 3. CLI の CUIC サーバを再起動して下さい。

utils system restart

ステップ 4. CUIC をバージョン 11.0(x) にアップグレードし、CLI のバージョンを切り替えて下
さい。

utils system switch-version

  

ステップ 5. 11.6(1) へのアップグレード CUIC。  セクション アップグレードをからの 11.0(x) に
11.6(1) 参照して下さい。

ステップ 6 サービスによってが CLI で正常に動作している ID および LD をチェックして下さい
。

utils service list

確認

成功するインストールを確認して下さい。 これらの CLI コマンドを実行して下さい:

このコマンドは versionwhich がアクティブ パーティションで動作することを示します。●

show version active

このコマンドは非アクティブ partion のバージョンを示したものです。●

show version inactive

このコマンドはインストール ログを表示するものです。●

file view install system-history.log

を探します。

トラブルシューティング

現在解決しますこの設定のために利用可能 な プロシージャをありません。

関連情報

これら二つの問題は 10.5 および 11.x ドキュメントに対して開いています

CSCvg76065 UCCE インストールとアップグレード ガイドは、不正確な警察官ファイル
CUIC の CLI cuic 共存を有効に するために文書化されています

●

CSCvh18697 UCCE v11.6 インストールとアップグレード ガイドは cuic 共存するアップグレ●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg76065
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh18697


ードのために、不正確な警察官ファイル 文書化されています
テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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