UCCX バージョン 11.5 のリリース前フィールド
通信
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概要
このドキュメントでは、アップグレード パスのプレビュー、設計、および Cisco Unified Contact
Center Express（UCCX）バージョン 11.5 リリースに組み込まれた新機能について説明します。
詳細情報は、リリース ノート（RN）、ソリューション リファレンス ネットワーク デザイン
（SRND）ガイド、および管理ガイドで文書化されています。

背景説明
UCCX バージョン 11.5 はまもなくリリースされる予定です。 このバージョンの導入には、多く
の新機能、バグ修正、および有用性の改善が盛り込まれています。 UCCX は、チャットまたは電
子メールのための SocialMiner、録音を行う MediaSense、エージェント デスクトップ ソリュー
ションとして共存する Finesse を統合し、一製品から 1 つの解決策へと進化しています。

11.5 へのアップグレード パスおよび導入
UCCX は 11.5 リリースでは、次のアップグレード パスをサポートしています。
9.0(2)SU3
10.0(1)SU1、10.5(1)SU1、10.6(1)、10.6(1)SU1、10.6(1)SU2
11.0(1)
上記バージョンのいずれかをご使用でない場合は、最初に上述のバージョンにアップグレードし
、その後 11.5 のバージョンにアップグレードを行う必要があります。 UCCX 11.5 は、Call
manager 10.5(1)、10.5(2)、11.0(1)、11.0(1a) 、および 11.5(1) でサポートされています。 同様
の内容の詳細については、リアルタイムで更新される互換性マトリックスを参照してください。
●

●

●

11.5 を起動すると、次の図で示すようなプラットフォーム コンポーネントに関する、より精密な
情報を提供するように互換性マトリックスが更新されます。

管理者はこの機能を使用して、さまざまなセキュリティおよび管理目的のプラットフォームを評
価できます。
新しい UCCX 11.5 を導入するか、11.5 にアップグレードすることを計画している場合は、仮想
マシンに適切なハードウェア仕様を備えることが非常に重要です。 UCCX 11.5 の Open
Virtualization Alliance（OVA）の構成時の設定を次に示します。
エージェントキャパシティ vCPU vRAM
vDisk
100
2
10 GB 1 X 146 GB
300
2
10 GB 2 X 146 GB
400
4
15 GB 2 X 146 GB
Open Virtualization Format（OVF）に関する最新情報と互換性については、次のドキュメントを
参照してください。

新しくサポートされるコンポーネント
11.5 から開始するにあたり、UCCX 解決策ではいくつかの追加コンポーネントをサポートします
。 これらのコンポーネントのサポートには、これらの新しいコンポーネントとの相互運用性を可
能にする認定への取り組みだけでなく、UCCX 自体の機能拡張も含まれています。
主なコンポーネントのいくつかには次が含まれます。
Office365 のサポート： UCCX 11.5 は、Office365 の形式のクラウド電子メール サービスと連携
するだけでなく、電子メールの機能性を提供することができます。 電子メールのフローは以前の
リリースと同じものが残されており、UCCX 内の新しい Socket Secure（SOCKS）プロキシの実
装によって、SocialMiner から Office365 アカウントへのプロキシの接続が可能となっています。
この他に、Finesse 電子メールでは、Microsoft Exchage Server 2010 E、2013 E、および 2016 E
エディションもサポートされます。
Google Chorme サポート： UCCX 11.5 では、Google Chrome バージョン 48 以降がサポートさ
れます。 Context Service 登録ユーザ インターフェイスおよびリアルタイム レポーティングを除
くすべての管理ページおよびユーザ ページでは、Chrome が使用できます。
Windows 10 のサポート： UCCX 11.5 では、エージェント、スーパバイザ、管理者向けにサポー
トするオペレーティング システムとして、Windows 10 をサポートするようになりました。 詳細
は互換性マトリックスで示しています。

CUIC の新しい UI
バージョン 11.5 で利用可能な Cisco Unified Intelligence Center（CUIC）の新しいユーザ インタ
ーフェイス（UI）は、ユーザ エクスペリエンスを大いに簡素化および強化することを目指し、完

全に改良され改革されたユーザ インターフェイスです。 この新しい UI は、レポートおよびダッ
シュボードにのみ使用可能であることに十分注意してください。 次に示す表は、新しい UI で使
用可能な機能および古い機能について概説しています。
レポートの種類

稼動
11.5 UI レガシー UI
ビュー：CRUD（作成、検索、更新、削除）
√
×
グリッド
グループ：CRUD
√
×
しきい値：CRUD
√
×
レポート実行
√
×
インポートのレポート
×
√
エクスポートのレポート
×
√
表示：CRUD
×
√
√
×
ゲージおよびチャート レポート実行
インポートのレポート
×
√
エクスポートのレポート
×
√
レガシー UI へのリダイレクションが自動的に行われ、ユーザによる設定は必要ではありません。

CUIC 同期 CLI コマンド：
個別の CUIC 同期コマンドが削除され、現在は CUIC へのすべての設定を同期するためのコマン
ドが 1 つだけあります。
utils uccx synctocuic
utils uccx synctocuic team teamname
utils uccx synctocuic user username
utils uccx synctocuic permission all

証明書の考慮事項
11.5 のプラットフォームでは、FEDRamp へのサポートを可能にする別のセキュリティ証明書が
追加されています。 このような理由から、UCCX のエージェント デスクトップは、すべての証
明書が 11.0 で受け入れられていても、ライブ データまたはその他のガジェットにアクセスする
際は、追加証明書を使用して表示されます。
次の図はポート 12015 を表しており、エージェントは同じものを受け入れるように推奨される必
要があります。

自己署名証明書を使用する場合、Tomcat と Tomcat ECDSA 証明書の両方は、CA 署名の証明書
と置き換えることが必要となります。11.5 で確実に Live Data ガジェットを SocketIO サービス
に接続するためです。

シングル サインオン（SSO）
11.5 の UCCX には、次のコンポーネント向けのシングル サインオンの機能性があります。
UCCX（Cisco Unified Contact Center Express）
CUIC（Cisco Unified Intelligence Center）
Finesse
この機能を使用すると、エージェントおよびスーパバイザは Finesse 用にシングル サインオン
（SSO）を使用したり、デスクトップや CUIC にもログオンして、エージェントおよびスーパバ
●

●

●

イザ ベースのレポートを表示させることもできます。 また、この機能は、コンタクト センター
内でさまざまな管理機能を実行する UCCX の管理者にとっても便利です。
SSO の設定と実装には次の 3 段階が含まれます。
ID プロバイダー（IdP）の設定
UCCX と ID プロバイダー間の統合
Appadmin ページからの登録、テスト、および SSO の機能性の有効化
ID プロバイダーの設定と、IdP と UCCX 間の信頼の確立に関する詳細情報については、「SSO
向けの ID プロバイダーの設定」の記事を参照してください。
●

●

●

サポートおよび制約事項
機能
UCCX 管理、CUIC、および Finesse 向けの SSO
オペレーティング システム（OS）管理と DRS（ディザ
スタ リカバリ システム）
Finesse 管理ページ
ID プロバイダーはサポートされています。
SAML（セキュリティ アサーション マークアップ言語
）用署名アルゴリズム
SSO の適用
Finesse 内でストック ガジェットおよび MediaSense ガ
ジェットがサポートされます。
Finesse でカスタム ガジェット

サポートおよび制約事項
○
なし。プラットフォームのユーザ クレデンシャ
使用します。
SSO はまだサポートされていません。
Active Directory フェデレーション サービス
（ADFS）バージョン 2.0 および 3.0
SHA-1 のみ
UCCX、CUIC、および Finesse（同時）
デフォルトで SSO がサポートされます。
なし

登録、テスト、および SSO の有効化
SSO フローには、すべてのコンポーネントの登録、テスト、および SSO の有効化が含まれます
。 SSO の有効化では、これがメンテナンス ウィンドウで実行されることを確認する警告メッセ
ージが表示されます。

サービス性機能強化
UCCX 11.5 は次の領域で大幅に改良されています。
Finesse フェールオーバー動作：ノード IN SERVICE へ送信されている冗長性メッセージの削減
により、Finesse クライアントのフェールオーバーの時間帯を削減するように強化されています
。 またこれには、要求がすぐにサーバを圧倒しないように、フェールオーバー アプローチを据え
置く機能強化も含まれています。 クライアントは、エンジン マスターシップのアクティブ ノー
ドへの変更後、10 ～ 45 秒の時間内にフェールオーバーします。
AXL（Cisco Administrative XML - Extensible Markup Language）フェールオーバー：一時的なフ
ェールオーバー中に、2 番目の Administrative XML レイヤ（AXL）プロバイダーへのより信頼性
のあるフェールオーバーが行われます。
リスキル パフォーマンスの向上：[RMCM（Resource Manager Contact Manager）] ページ上の
パフォーマンスの向上および UCCX 上での中央処理装置（CPU）サイクルの削減のため、インデ
ックス作成を強化しています。
消去の強化：開始された消去のステータスを示すため、手動消去およびスケジュール消去で履歴
データベース消去を強化しています。
CUIC の強化：UCCX データソース用に UCCX 履歴レポート ユーザ（HR ユーザ）を使用します
。

