エージェント電子メールのためのオフィス 365
との UCCX 統合
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概要
SocialMiner （SM）と共にバージョン 11.5 から始まって Unified Contact Center Express
（UCCX）ソリューションが、エージェント電子メール機能性のための電子メールサーバとして
オフィス 365 をどのようにサポートするかこの文書に記述されています。 これはエージェント電
子メール機能性のためにサポートされる最初のクラウド電子メール プロバイダです。

設計およびトポロジー

UCCX サーバは 11.5 から始まって今クラウド電子メール サポートを提供します。 この機能性は
ソックス 5 プロキシによって Office365 電子メール サービスへの統合によって実現します。 プロ
キシ・サーバを持っているそれに注意することは重要ではないです必須ですが、ほとんどの配備
にブロックされる外部ネットワーク アクセスがあり、従って接続はプロキシ・サーバによって確
立されなければなりません。
プロキシの設定の 1 つの追加手順から離れて、顧客向けの他の変更がありません。 メッセージン
グ フローはイメージで示されています:

設定
1. オフィス 365 に接続するべきプロキシ・サーバを必須ではないです持っていることは。 SM
サーバが office365.com のインターネット メッセージ アクセス プロトコル（IMAP）および
Simple Mail Transfer Protocol （SMTP）ポートの TCP 接続を設定できるようにネットワー

ク接続が設定されればプロキシ・サーバは必要ではないです。
2. SM とオフィス 365 間のプロキシを使用したい場合ソックス 5 は唯一のサポートされている
プロトコルです。 SOCKS4、SSH トンネルおよび他のプロトコルはサポートされません。
3. Cisco はどのプロキシ・サーバが使用される必要があるか推奨しません。

プロキシの設定

この technote の一部分として、Linux によって問い合わせられる Dante のためのオープン ソース
プロキシ・サーバは使用されます。 以下の事項に注意して下さい:これはこれが Cisco によって
推奨されるプロキシ・サーバであることを意味しません; この資料を作成するためにラボで使用さ
れるサーバの 1 時です。 SOCKS5 プロトコルが使用される限り選択のサーバを使用して自由で
す。
注: プロキシで設定されているサーバはそれ以上のプロキシを持つ必要なしで office365.com
に、アクセスできるはずです。
ルートアクセスを用いる Linux サーバ:
ステップ 1. Dante サーバをインストールして下さい。

ステップ 2. /etc/danted.conf ファイルに次のヒントの追加によってサーバを設定して下さい。

ステップ 3.使用可能なサーバを開始して下さい。

Dante サーバおよびインストール パッケージをダウンロードすることについての詳細はここに見
つけることができます: https://www.inet.no/dante/index.html

Office365 アカウント
ログオン ポータル: https://login.microsoftonline.com
支払済 Office365 アカウントを買うために、クレジットカードとの
https://products.office.com/en/exchange/compare-microsoft-exchange-online-plans に行って下さ
い。 （基本的な価格設定オプションは 1 ヶ月あたりの電子メール アカウントごとの税額の前に
$4 を要します。）
注: Office365 サービスに申し込んだ場合、あなたに割り当てられるサービスが SocialMiner
サーバがある同じ国からであることを確認して下さい。 これは非常に重要です、または接
続においての問題があります。

UCCX/SM を設定して下さい
このセクションはエージェント電子メールのためのオフィス 365 で統一された CCX 統合を設定
するために高度なタスクおよび関連情報を提供します。
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トラブルシューティング
関連したログ
これらのログは O365 関連 問題をデバッグして重要です。
●

●

動作時ログ: https:// <SocialMiner サーバ IP/Host> /ccp-webapp/logs/runtime/
ファイル パターン: CCBU-runtime.*.startup.log、Error-runtime.*.startup.log
API ログ: https:// <SocialMiner サーバ IP/Host> /ccp-webapp/logs/ccapi/
ファイル パターン: CCBU-ccpapi.*.startup.log、Error-ccpapi.*.startup.log

チェックリスト
Office365 機能性が SocialMiner システムで予想通りうまく働いていることを確認するためにこれ
らをチェックして下さい:
●

●

●

SocialMiner が Office365 に直接達できるかどうか確認して下さい。
SocialMiner が Office365 に達できなければ場合 SocialMiner のソックス プロキシを設定し、
有効に して下さい。
ソックス 5 プロトコルだけサポートされます。

●

ソックス プロキシ・サーバが Office365 に達できることを確認して下さい。

●

CCX の Office365 信任状をチェックして下さい。

●

SocailMiner のチェック Office365 電子メール供給ステータス 供給が普通取出す場合、イメー
ジに示すようにクロス マーク（x）とグリーンおよびレッドです。供給が壊れている場合原
因を知るために、赤十字マーク（x）に浮かぶことができます。

注: ソックス プロキシ再構成に最新のソックス プロキシコンフィギュレーションを使用す
るために、すべての既存の電子メール供給は自動的にアップデートされます。

一般的なシナリオ
問題： エージェントは電子メールを受信できません。
考えられる 原因 1: ソックス プロキシは/イネーブルになった設定されません
動作時ログでは、次のエラーは示されています:

exception=javax.mail.MessagingException: connect timed out;

推奨処置：
●

ソックス プロキシ・サーバを設定し、有効に して下さい。

ソックス プロキシが SocialMiner から到達可能であり、ソックスがプロキシ・サーバ O365
に達できることを確かめて下さい。
おそらく: 認証されたソックス プロキシを使用している場合、提供される信任状は間違っていま
す
●

動作時ログでは、次のエラーは示されています:

exception=javax.mail.MessagingException: SOCKS : authentication failed;

推奨処置：
●

●

正しい資格情報の提供によって認証問題を解決して下さい。
ソックス プロキシが SocialMiner から到達可能であり、ソックスがプロキシ・サーバ O365
に達できることを確認して下さい。

問題： Office365 を使用して電子メールの送信の遅延。
推奨処置：
●

●

●

電子メールを送信 して > 10 秒かかる場合、Office365 への SMTP 接続により遅延を引き起こ
しているかどうか見つけて下さい。
IMAP によって Thunderbird か展望クライアントを使用して Office365 を設定して下さい。
電子メールを送信 して認証された SMTP 接続との長い 時間をかける場合、SocialMiner の同
じ遅さ問題を同様に示します。
問題は Office365 からあります。 Office365 サポートに連絡して下さい。

Microsoft 診察道具
Office365 サービスの接続のトラブルがあって、サービスのステータスでチェックしたいと思う場
合使用できる Microsoft からツールがあります。 ツールはサポートおよびリカバリ アシスタント
呼ばれ、ここからダウンロードすることができます: https://diagnostics.outlook.com/#/
ほぼ同じ位のより多くの詳細: https://blogs.office.com/2016/05/11/new-tool-for-helping-resolveoffice-365-issues/

ドキュメントおよびサービス リクエストを入れることを得ます
ドキュメントの、サービス リクエストを入れ、その他の情報を収集する Ciscoバグ 検索ツール
（BST）を使用して取得の情報に関しては Cisco製品ドキュメンテーションで新しいものをで参
照して下さい: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html。
Cisco すべての新しく、修正された技術文書をリストする Cisco製品ドキュメンテーションで新し
いものをを、RSS 供給として定期講読して下さいデスクトップに読者アプリケーションを使用し
て内容を直接配信して下さい。 RSS 供給は無料サービスです。
製品 IN この手動に関する仕様および情報は変更に応じて予告なしにあります。 すべての文、情
報および推奨事項 IN は正確であるとこの手動信じられますか一切の保証なしで示されますか、表
現するか、または意味しました。 ユーザは ANY 製品のアプリケーションに対する全面責任を奪
取 する必要があります。
伴う製品のためのソフトウェア ライセンスおよび限定保証は述べられた IN 製品と提供されたで
、この参照によってここに組み込まれます情報 パケット。 IF ソフトウェア ライセンスを見つけ
ることができませんまたは限定保証によっては、コピー用の CISCO 担当者が接触します。
TCP Header Compression の Ciscoインプリメンテーションは UCB の UNIXオペレーティングシ
ステムのパブリック・ドメイン バージョンの一部として University of California によって、バー
クレー（UCB）開発されるプログラムの適応です。 All rights reserved. © 1981 年の、University
of California の理事著作権をとって下さい。
ANY にもかかわらず他の保証これらのサプライヤーのここに、すべての文書ファイルおよびソフ
トウェアはすべてのエラーで「現状のまま」として提供されます。 CISCO および前述のサプラ
イヤーはすべての保証放棄しますか、制限なしで、を含んで商品性の保証、特定の目的への適合
性および対処、使用方法、または取引慣行のコースからの NONINFRINGEMENT または発生を表

現されるか、または意味される。
いかなる場合も CISCO かサプライヤーは ANY 間接、特別な、必然かまたは、使用か不可能から
起こる DATA への制限なしで、付帯的な障害のために責任を負うべき、を含んで失われた利益ま
たは損失または被害この手動を使用する CISCO かサプライヤー HAS そのような障害の可能性の
助言されてでも。
この資料で使用される Internet Protocol （IP）アドレスおよび電話番号は実 アドレスおよび電話
番号であるように意図されていません。 例示専用に示されていることを資料で含まれたことを例
、コマンド ディスプレイ出力、ネットワーク トポロジ ダイアグラム、および他は計算します。
イラストラティブ内容の実際の IP アドレスまたは電話番号のどの使用でも無意識および同時発生
です。
すべての印刷された コピーおよび重複したソフトコピーは自由なコピーとみなされ、オリジナル
オンライン バージョンは最新バージョンのために参照する必要があります。
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