UCCX のための CUIC データ ソースのテクニカ
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概要
この資料は Unified Contact Center Express （UCCX）ソリューション、機能性、設定およびト
ラブルシューティング テクニックで Cisco Unified Intelligence Center （CUIC）管理 ページのさ
まざまなデータ ソースを記述したものです。
CUIC データ ソース動作はリリースに変化し、この技術情報は UCCX 11.5(1) リリースから前に
見られるように動作の輪郭を描きます。

CUIC データ ソース外観

データ ソースはサーバとデータベースの SQL クエリを実行するためにサーバをイネーブルに設
定するデータベース間の接続につけられる名前です。
ここになされる接続は JDBC 接続です。

CUIC UCCX データ ソース設定
イメージに示すように、CCX のための共存する CUIC アプリケーションに既に前もって構成され
る組み込みデータ ソースの 3 つの型があります。

CUIC データ ソース
これはクエリによって基づくデータ ソースで、TCPポート 1500 上の CUIC
database（cuic_data）へデータベース接続、cuic_report ユーザを CUIC データベースのクエリを
実行するのに使用します。

UCCX データ ソース
これはまたクエリによって基づくデータ ソースで、CCX 1504 TCPポート上のデータベース
（db_cra）へデータベース接続、UCCX 史的記事ユーザ（uccxhruser）をレポートを取出すのに
使用します。 CUIC および UCCX は Informix 両方ともデータ ソースで、編集可能です。

ライブ データ転送データ ソース
これはである手動で パラメータそれを変更できないことを Live データに使用する意味する非ク
エリによって基づく websocket 接続で、編集不可能です。
このデータ ソースは continuosly UCCX エンジンのリアルタイムデータ マネージャ（RTDM）か
らのライブ データ結果を取出すために UCCX エンジンの SocketIO サービスをポーリングします
。 これはローカルノードをマスター エンジン サービスからの結果を取出すので、常に指します
。

パスワード管理 相互対話
以前のリリースからの変更
UCCX 11.0 まで、UCCX データ ソースはデフォルト データベース ユーザーとして uccxhrc ユー
ザを履歴データを取得し、イメージに示すように CUIC で、表示するのに使用します。

イメージに示すように、UCCX 11.5 が開始するとき、データ ソースは UCCX のためにデフォル
ト データベース ユーザーとして uccxhruser を使用します。

また履歴データを引っ張るために UCCX に外部 データベース ユーザを接続するのに uccxhruser
を使用できます（例えば: サード パーティ レポート サーバー、か Cisco Workforce Optimization
（WFO））。

史的記事ユーザ（uccxhruser）
このユーザは設定、歴史的の、およびリポジトリ データストア（CD、HDS および RDS）に接続
でき、これらの特権があります:
歴史的、設定およびリポジトリ 表への読み取り専用アクセス。
保存された手順を実行して下さい。
新しいストーアド プロシージャを作成して下さい。
バージョン 11.5 が UCCX データ ソースのためにこのユーザを使用するように、パスワードを、
ナビゲートにアップデートするため
●

●

●

統一された CCX （Administration） メニュー バー > ツール > パスワード管理 > 歴史的報告ユー
ザ。
それは CUIC の史的記事のために UCCX データ ソースのためのパスワードを自動的に変更しま
す。

この変更設定される HA で他のノードに伝搬させませんそうこれが両方のノードでアップデート
される必要がある。

確認するためにパスワード管理 ページのアイコンをことを両方のノードのパスワード一致クリッ
クし、クラスタを渡って一貫していると同時にさらに、HA セットアップで、一貫性をチェック
できます。
パスワード不整合によりデータ ソースはリダイレクションの後でオフラインになります場合があ
ります（例えば: ポスト フェールオーバー）。

HA の UCCX データ ソース ホストのリダイレクション
Cisco はマスター エンジン サービスの余分ロードを防ぐためにレポートを引っ張るように現在の
スレーブ ノードを UCCX データ ソースを指すことを推奨します。
史的記事を送ることは時々 uccxoninit プロセスの CPU使用を最高にすることができます余分な
CPU を奪取 し、サーバのパフォーマンス上の問題を引き起こしている。 スレーブ ノードを歴史
的データストアを指すそれ故にこの推奨事項はきちんと整っています。
ここに UCCX パブリッシャ ノード（ノードとして N1 を Subscriber ノード（2） ノードとして
1）および N2 考慮して下さい。
正常なシナリオでは、ノードに両方とも同じノードを指す UCCX データ ソースがあります。
例：
N1 データ ソースが N1 を指す場合、N2 データ ソースはまた N1 を指します。
データ ソースのリダイレクション 動作は異なるバージョンで異なりましたり以下にいくつかのバ
ージョン別シナリオです:

前の UCCX バージョン 10.5(1)及び 10.6(1)
CUIC に最初にログインするとき歴史的データストアはインストールしましたバージョンによっ
てスレーブ ノードを手動で指される必要があります。

ステップ 1. CUIC へのログイン。
ステップ 2.データ ソースをクリックして下さい。
ステップ 3. UCCX データ ソースを選択して下さい。
ステップ 4. 『Edit』 をクリック して下さい。
ステップ 5.スレーブ ノード（スレーブ ノードのそれへのすなわち変更インスタンス名）のそれ
にデータ ソース ホストを変更して下さい。
ステップ 6. conection を『Test』 をクリック して下さい。
ステップ 7. 『SAVE』 をクリック して下さい。
シナリオ 1： N1 はマスターであり、データ ソースは両方のノードのための N2 を指しています
。

ノード CCX データ ソースのマスターシップの変更でリダイレクションは起こらないし、それが
マスターシップの変更の前に poinitng だった同じノードを指し続けます。
そうここに N1 NAD N2 データ ソースはこのときフェールオーバーの後にマスター ノードである
N2 を指し続けます。
フェールオーバーの前後にそれはイメージに示すように同じノード N2 を、指します:

シナリオ 2： N1 はマスターであり、データ ソースは両方のノードのための N2 を指しています
。 N2 でシャットダウンされるエンジンおよびデータベース。
この場合そこの N2 停止の CCX エンジンがデータベースが N2 で締まるデータ ソース時点の変
更ではないが、CCX データ ソースは N1 に自動的にリダイレクトしないし、red-X マークとダウ
ン状態になります。 この場合レポート補助的なノード データベースを引っ張ることは brough バ
ックアップですことをまたは手動で N1 ノード データベースをデータ ソースを指す必要がありま
す。
フェールオーバーの前後にそれはイメージに示すように同じノード N2 を、指します:

バージョン 11.0(1)及び 11.5(1)
CCX データ ソースはスレーブ ノードを自動的に指します一度 HA のためのノード 2 の
installition を完了する。 スレーブ ノードをデータ ソースを手動で指す必要無し。
シナリオ 1： N1 はマスターであり、データ ソースは両方のノードのための N2 を指しています
。
この場合ノード CCX データ ソースのマスターシップの変更でリダイレクションは起こり、フェ
ールオーバー データ ソースの後で、両方のノードのための N1(now スレーブを）指します。
N2 へのフェールオーバー ポイントの前。

N1 へのフェールオーバー ポイントの後

シナリオ 2： N1 はマスターであり、データ ソースは両方のノードのための N2 を指しています
。 N2 でシャットダウンされるエンジンおよびデータベース。

この場合そこの N2 停止のエンジンがデータベースが N2 で締まるデータ ソース時点の変更では
ないが、CCX データ ソースは N1 に自動的にリダイレクトします。

N2 のデータベースを停止する前に

N2 のデータベースを停止した後

スレーブ データベースへのそう全面的な常のデータ ソース ポイント。

ライブ データ転送データ ソース
ライブ Data レポートはこの流出データ ソースを使用します。 これは Unified Intelligence Center
の前もって構成された在庫データ ソースであり、フィールドは編集可能ではないです。 ライブ
Data レポートはエージェントおよびスーパバイザにリアルタイム統計情報を提供します。 エー
ジェントおよびスーパバイザのためのライブ データ（リアルタイム）レポートは CUIC でおよび
また小道具として技巧デスクトップで利用可能送ることができます。 ライブ データはサービスを
報告する知性 センターによって消費されます。

データ ソース リスト ページで、プライマリ ホスト名か IP アドレスは表示する。 このデータ ソ
ースはそれ故にこれによってが- IP/hostname への N1 および N2 ポイントの IP/hostname へ- N2
の…現在のノードすなわち N1 ポイントへの連続ストリーム接続および常にポイントである Live
データ フィードに責任があるソケット IO サービスへのポート 12015 上の websocket 接続をしま
す。

ライブ データ Web サービスは他呼び出しを作るために基本的に利用されます。 それに基本的に
3 つの他呼び出しのためのサポートがあります。
●

●

Auth トークン: 接続するためにトークンが必要となります-ソケット IO サービスに新しい接
続を作って下さい。
クライアントは Web サービス残りコールの作成によるソケット IO サービスによってデータ
住むために検証される各接続要求のためのトークンを送信 します。
スナップショット 要求: スナップショット 要求は完全で急なショット データを送信 するため
にソケット IO サービスを要請することです。

認証 URL: この他 API はこのエージェントにヒントを、提供します彼によって LD 小道具レ
ポートののためのビュー データできる有効値である。
CUIC に最初にログインするときこのデータ ソースは証明書がポート 12015 に受け入れられるこ
とを必要とします。 それ受け入れられる CCX ポート 9443 上のエンジンからのトークンを取出
せば、そしてトークンの認証がそれオンライン来た後。
●

何らかの理由でオフラインになるこのデータ ソースによりすべての LD レポートは失敗します。

トラブルシューティング よくある 問題

CUIC データベースから cuicdatasource 表を使用してデータ ソースを問い合わせることができま
す。
各データ ソースに unigue ID があり、同じ acrros すべてのバージョンです。 これは太字の重要
な情報を用いる 11.0 システムから出力される CLI です
SQL を『*』 を選択 します cuic_data から実行して下さい: cuicdatasource
ID CCCCCCCC00000000AAAAAAAA00000001
名前 CUIC
ローカル CUIC データベースのための説明データ ソース
型 Informix
dbhost $ {ホスト名}
dbport 1500
dbuser cuic_reportuser
dbpassword {CUIC_DB_PASSWORD}
dbinstance $ {INFORMIXSERVER}
dbname $ {CUIC_DB_NAME}
dbencoding UTF-8
jdbcdriverclass com.informix.jdbc.IfxDriver
timezoneid
createdtime 2010-01-27 14:48:14.368
lastupdated 2015-10-14 18:35:15.615
バージョン 1
パーティション デフォルト
sharingpermission 3
5 つを minpoolsize
100 つを maxpoolsize
オーナー 1111111111111111111111111111AAAA

ID D7D7E1A610000132363635BD3F57F543
名前 UCCX
説明
型 Informix
dbhost 10.78.93.233
dbport 1504
dbuser uccxhruser
dbpassword cuicenc:85b5vBq+dMxeD1ZnIWIn9A==
dbinstance uccx_106_233_n2_uccx
dbname db_cra
dbencoding UTF-8
jdbcdriverclass com.informix.jdbc.IfxDriver
timezoneid GMT
createdtime 2017-05-18 18:03:52.000
lastupdated 2017-05-28 02:18:43.770
オーナー 1111111111111111111111111111AAAA
ID E1350DCC1000013F000001CB0A4E5B4B
名前ライブ データ転送データ ソース
説明 UCCX はデータ ソース データ転送住んでいます
型流出
dbhost localhost
dbport 9443
dbuser

timezoneid UTC
createdtime 2017-04-05 12:11:00.000
lastupdated 2017-04-05 12:11:00.000
5 つを minpoolsize
100 つを maxpoolsize
オーナー 1111111111111111111111111111AAAA
brokerurl
topicschemaurl リアルタイム/スキーマ
restuser LiveDataAdmin
restpassword ~12Live_Data!12
tokenurl livedata/トークン/新しい
websocketport 12015

取得される 3 列。

データ ソースを流す Troubelshooting LD
来る LD データ ソースに関してはオンライン最初に CUIC に最初ログオンのポート 12015 で提供
する認証を受け入れる必要があります-->datasource ページ:
証明書をそれ受け入れた後 futher はエンジンのトークンを検証します。 LD データ ソースがチェ
ックの下でそれでもオフ・ラインで動作すれば示せば:

utils NTP ステータスを使用して NTP をチェックして下さい: ライブ イベント発生を同期す
る必要があると同時にライブ データに NTP の依存関係があります。 NTP 層 5.を常に確かめ
て下さい。
utils はテストをネットワークをきちんと検証する必要があります診断します。
Ovum を展開している間使用される不正確なネットワークアダプタによりライブ データのた
めの断続的な接続解除を引き起こす場合があります。
チェックの上でうまくできます検証ありますデータ ソースがトークン要求を authticated 得るか
どうか。 同じを確認するために broswer のこの URL を実行して下さい:
https://FQDN-OF-SERVER.com:9443/livedata/token/new
ユーザ名： LiveDataAdmin
password:~12Live_Data!12
●

●

●

直接ブラウザの URL の上の実行がこのエラーを与えれば CCX が提供しない認証 トークンをこと
を確認します。
Firefox は uccx.mapfregenelsigorta.com:9443 のサーバへの接続を確立できません。
そう hiitng 問題 CSCvb75279 の、 回避策に関しては TAC に連絡する必要がある可能性がありま
す。
認証の成功はイメージに示すように新しいトークンを与えます:

オフラインになる Live データ転送データ ソースのための問題を知って下さい:

CSCvb67761: データ転送 ポート 9443 で排出される「maxThreads」の後にオフ・ラインで出典
は住んでいます
CSCvb75279: オフラインになるために出典を流す LD を引き起こす同期化によりからの MIVR
Keystore パスワード
CSCvc45189: 改造および復元の後のライブ データ転送データ ソース オフ・ラインで。

オフ・ラインで示す UCCX データ ソース:
CCX がデータベース オンラインである確かめ、Cisco Unified CCX データベース サービスは
CCX の servicability ページからの稼働中であることを確認しなさいことを。
CCX の歴史的 database（db_cra）に接続する UCCX データ ソースはまた datascource 設定 ペ
ージとのパラメータの 1 つが正しくない場合オフラインになることができます。 すべての fileds
を、他のイメージに示すように正しいですそれできませんデータベース の インスタンスに接続す
ることが確認して下さい。

バージョン 11.0 まで uccxhrc ユーザをデータベースに接続するのに使用し、このユーザに保存さ
れた手順を実行する許可があります。
CUIC は保存された手順を実行するために uccxhrc ユーザを使用し、このユーザ向けのパスワー
ドはハードコードされます。 すべての paratmeters が正しければ従って
オフ・ラインであるデータ ソースがそれからこれらの資格情報とのパスワードをアップデートし
て試みることができることをまだ見ます:
Username： uccxhrc
password： 5:T{i,5e!KqD*8
次に CUIC の下でパスワードを手動でアップデートした後、データ ソースおよび選定された
UCCX でクリックし、編集し、テスト接続をし、イメージに示すように、『SAVE』 をクリック
して下さい:

バージョン 11.5 から CCX データベースに接続するのに uccxhrc ユーザ uccxhruser をむしろ使
用しません。
uccxhruser のためのパスワードはパスワード管理によって維持されます: CCX 管理 >Tools > パス
ワード管理 > 史的記事ユーザ。 詳細は passwrod 管理 トピックの下にこれあります。
注意： 11.5 を開始している uccxhrc ユーザがないのでバージョン 11.5 からのパスワード
5:T{i,5e!KqD*8 を使用しないで下さい。 11.5 に uccxhruser パスワードをアップデートしたら特
殊文字の多くの使用方法と保存することを試みなければパスワードは parenthises が「含まれて
いないはずです（」。
かっこが使用したら欠陥ID: CSCvf21099
既知の障害:
CSCvb72142: 史的記事ユーザパスワードを変更することは時々 CUIC を壊します

CCX のためにスタンドアロン CUIC
バージョン 11.0 からの CCX は既に既存の共存 CUIC に加えてスタンドアロン CUIC の統合をサ
ポートします。
スタンドアロン CUIC は統一された CCX を含む複数のデータソースをサポートします。
StandaloneCuic は UCCX AppAdminページで設定し、カスタマイズされたレポートを作成するの
に使用することができましたり標準、拡張 なおよび優れたライセンスとインストールすることが
できます。

UCCX のスタンドアロン CUIC の設定

1. スタンドアロン CUIC にログインし、左手引出しからデータ ソースを選択して下さい。
2. UCCX データ ソースを『Create』 を選択 し、追加して下さい。 データベース ユーザー ID
は uccxhruser であり、パスワードはパスワード管理 ページで設定 されます:

3. ログインは CCX 管理者 ページを統一しました。
4. システムをクリックし、次にスタンドアロン CUIC 設定を選択して下さい。
5. イメージに示すように、CUIC サーバのスタンドアロン CUIC サーバ、データ ソース名前
（スタンドアロン CUIC サーバで作成される）、ユーザ名およびパスワードの FQDN を入
力して下さい。

6. [Save] をクリックします。 CUIC コンフィギュレーションは保存され、成功 メッセージは
表示する。

スタンドアロン CUIC を統合を用いるよくある Troubeshooting
●

FQDN が正しいことを確認して下さい。
チェック ネットワーク接続は CUIC サーバが UCCX サーバから到達可能である場合アップで
あり、

●

●

●

スタンドアロン CUIC サーバのために入力されるユーザ名かパスワードは不正確です。
UCCX のそれのスタンドアロン一致とのデータ ソースのためにつけられるインスタンス名。
サービサビリティ ページの下の Cisco Unified CCX データベース サービスはインサービスで
あるはずです。

