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概要

この資料は Cisco Unified Contact Center Enterprise （UCCE）および Cisco Unified Intellegence
センター（CUIC）サーババージョン 11.5(1) および 11.6(1) でユーザ 統合問題を記述したもので
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●

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。

UCCE 11.5(1) および 11.6(1)●

CUIC 11.5(1) および 11.6(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。 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。

CUIC 11.5 の問題



CUIC で管理者がボタンを同期化オペレーション 『Synchronize Now』 を押した後 OAMP > クラ
スタ設定 > UCCE ユーザは統合タブ正常に終わりません。 その代りエラーメッセージは displayd
「スーパバイザのための doBulkInsert 失敗しましたです: SQLException: -ユニークなインデック
ス カラム（ユニークなインデックス:）の重複した値は」New 列を挿入できませんでした。

既に samaccountname 促進されるユーザ、ユーザ 統合はなしで cuicuser 表で存在 する CCE の
スーパバイザに再度新規 ユーザを挿入することを試み、（アップデート）よりもむしろ失敗しま
す。

解決策

シナリオ 1

この問題は問題 CSCvd10535 によって引き起こされる場合があります 。 問題は CUIC 11.5(1)
ES4 で解決されます。

問題を解決するために CUIC 11.5(1) で最新の利用可能 な ES をインストールして下さい。 

シナリオ1 のために利用可能 な回避策があります。

samaccountname がない LDAP ユーザをリストするためにこのコマンドを実行して下さい。

run sql select id, name, samaccountname from cuic_data:cuicuser where (samaccountname is null or

 samaccountname = '') and name not like 'CUIC\\%'

ネーム colunm から奪取 される値の samaccountname をアップデートするためにこのコマンドを
実行して下さい。

run sql update cuic_data:cuicuser set samaccountname=name where (samaccountname is null or

samaccountname = '') and name not like 'CUIC\\%'

シナリオ2

CUIC の異なるドメインで現在の重複したユーザがある場合もあります。 これを確認することは
シナリオ、実行しますこのコマンドをです。 

run sql SELECT c.samaccountname, count(*) FROM cuic_data:cuic_temp_users t, cuic_data:cuicuser c

WHERE c.personid = t.personid GROUP BY c.samaccountname HAVING COUNT(*) > 1

シナリオ 2.のために利用可能 な回避策があります。

コマンドの出力は samaccountname を戻します重複している。 CUIC メインWebページ >
Security > ユーザー一覧にナビゲート し、コマンド 出力からユーザを削除して下さい。 UCCE
設定で単一 persionid と関連付けられる複数のエージェントがある場合もあります。 personId の
ためのこれらの重複した2つのエントリを削除して下さい。

統合を再度起動させて下さい。

CUIC 11.6 の問題

CUIC で管理者がボタンを同期化オペレーション 『Synchronize Now』 を押した後 OAMP > クラ

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd10535
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd10535
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd10535
https://software.cisco.com/download/release.html?i=!y&mdfid=282163829&softwareid=282377062&release=11.5(1)&os


スタ設定 > UCCE ユーザは統合タブ正常に終わりません。 その代りエラーメッセージは displayd
「スーパバイザのための doBulkInsert 失敗しましたです: SQLException: -ユニークなインデック
ス カラム（ユニークなインデックス:）の重複した値は」New 列を挿入できませんでした。

解決策

1. 一般注意（更に続行する前に読まれる）

11.6 の最新の ES をユーザ 統合に関する既知の問題が解決されたので（ES10 またはそれ以降
）インストールするために-それは強く推奨されています。

- CU に多重周辺装置コンフィギュレーションで同じスーパバイザがあればそして ES10 またはそ
れ以降は CUIC 11.6 の絶対必要であり。 またそれに ICM で ESes の依存関係があります。 
[CUIC 11.6 のために最新の ES の Readme を、読みます CSCvk29105 に関するメモを参照して
下さい ]

2. Synchroinze クラスタをすることの試みを（古い UI から）与え、次にユーザ 統合同期化をし
て下さい。

 これが助けない場合、次のステップに移動するため。

3. Supevisor レコード（cuic_temp_users 表） ICM から CUIC のセットではに同期化を得ること
を約あるこれをチェックして下さい:

(a ) Are there multiple entries with same ADloginame from ICM?

run sql select t.ADLoginName ,count(t.ADLoginName)  from cuic_data:cuic_temp_users as t  GROUP

BY t.ADLoginName HAVING COUNT(t.ADLoginName) > 1

(b ) Are there multiple entries with same personid from ICM?

run sql select t.personid, count(t.personid) from cuic_data:cuic_temp_users as t  GROUP BY

t.personid HAVING COUNT(t.personid) > 1

If  there are such records, further get more details about them with below SQsL and verify in

ICM  Configuration side why such config should exists in first place and take corrective actions

. Repeat the above process untill  there are no such records . Note that  records in this table

( cuic_temp_users) are the records that are incoming from ICM to get synced from to CUIC

For (a) use below for each output from above:

run sql select * from cuic_data:cuic_temp_users as t   where t.ADLoginName  = 'adloginname from

above'

For (b) use below for each output from above:

run sql select * from cuic_data:cuic_temp_users as t   where t.personid  = 'person id from

above'

4.  CUIC の Users エントリおよび CCE からのエントリ保留中の同期化から、CUIC CLI で SQL
クエリーの下でのヘルプの同じネーム別の Personid がある検索ユーザ:

run sql select c.name as Name_inCUIC , t.ADLoginName as Name_fromCCE_adloginame, c.personid as

PersonID_inCUIC, t.personid as PersonID__FromCCE from cuic_data:cuicuser as c,

cuic_data:cuic_temp_users as t where c.name = t.ADLoginName and c.personid != t.personid

次のページ、

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk29105


 5.  CUIC の Users エントリおよび CUIC ユーザー テーブルで複数エントリおよび CUIC CLI で
この SQL クエリーのヘルプのカウントがある CCE からのエントリ保留中の同期化から、検索
Personids:

run sql select c.personid, count(c.personid), t.ADLoginName as fromCCE_adloginame from

cuic_data:cuicuser as c, cuic_data:cuic_temp_users as t where  c.personid = t.personid  GROUP BY

c.personid, t.ADLoginName HAVING COUNT(c.personid) > 1

 ユーザのより多くの詳細を下記の助けによって見つけ、それらを CUIC か CCE それに応じ
て削除することの処置をとって下さい: （SQLstatements の CUIC CLI からそれらを削除しないで下さい

）

●

run sql select c.personid, count(c.personid), t.ADLoginName as fromCCE_adloginame from

cuic_data:cuicuser as c, cuic_data:cuic_temp_users as t where  c.personid = t.personid  GROUP BY

c.personid, t.ADLoginName HAVING COUNT(c.personid) > 1

6.  また下記の SQL のための出力がそして表示されれば削除されるべき CUIC.need のこれらの
problemtic ユーザ（再度 SQLstatements の CUIC CLI からそれらを削除しないで下さい）

run sql select * from cuic_data:cuicuser cuic ,(select t.ADLoginName, t.personid from

cuic_data:cuicuser as c, cuic_data:cuic_temp_users as t where c.personid = t.personid and c.name

!= t.ADLoginName ) as temp  where cuic.name = temp.ADLoginName and (cuic.personid !=

temp.personid or cuic.personid is NULL)
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