
IPCC Enterprise でリアルタイムおよび履歴エー
ジェント データが使用できない 
  

目次

はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
表記法
問題
原因
Admin サイト名はディストリビューター サイト 名を一致する
エージェント レポーティングを有効に しません でした
解決策
関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Cisco IP Contact Center（IPCC）Enterprise 環境で、リアルタイムまた
は履歴エージェント データを使用できない理由について説明します。 このドキュメントでは、考
えられるソリューションについても説明します。

注: この問題は Cisco Intelligent Contact Management （ICM）の新しいインストールかアップグ
レードに 6.0 発生する場合があります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco ICM 設定●

Cisco IPCC●

注: CRS 3.x に先にリアルタイムにおいての互換性問題が Java ランタイム環境（JRE）バージョ
ン 1.3.1 とだけどこに動作するか報告しますあり。 エラー メッセージが表示すれば JRE 1.4.x.x 
リアルタイム レポートを起動させるときJRE 1.4.x.x JRE 1.3.1 、リアルタイム レポート クライ
アントを起動させる PC に 1.3.1 以外インストールされる Java plug in があるのでそれあること
ができます。 コントロール・パネルからの JRE の既存のバージョンをアンインストールし、こ
の問題を解決するために JRE バージョン 1.3.1 を再インストールして下さい。

使用するコンポーネント



この資料に記載されている情報は基づいた on Cisco ICM バージョン 6.x です。

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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

ICM 6.x にまたはアップグレード インストールした後、リアルタイム エージェント統計情報およ
び歴史的エージェントデータを見つけることができません。

原因

この問題の原因はここにあります:

Admin サイト名はディストリビューター サイト 名を一致する。●

エージェント レポートを有効に しません でした。●

Admin サイト名はディストリビューター サイト 名を一致する

Admin Workstation （AW） セットアップ プログラムを実行するとき、リアルタイム ディストリ
ビューターのプロパティを設定する必要があります。 Admin サイト名はリアルタイム ディスト
リビューターのために設定する必要があるプロパティの 1 つです（図の矢印 A を 1）参照して下
さい。

図 1 –リアルタイム ディストリビューターの Admin サイト名を設定して下さい
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また Peripheral Gateway （PG）エクスプローラのディストリビューター サイト 名を設定する必
要があります。

この問題は Admin サイトおよびディストリビューター サイトの異なる名前を入力する場合発生
する場合があります。 先の ICM バージョン 6.x よりでは、Admin サイト名とディストリビュー
ター サイト 名間のケース 一貫性があるように確認する必要はありません。 ただし、ICM 6.x お
よび以降で、これらの名前は大文字/小文字の区別があります。

エージェント レポーティングを有効に しません でした

この問題はまた PG エクスプローラのエージェント レポートを有効に しないとき発生する場合が
あります。

解決策

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

Start > Programs > Cisco ICM Admin Workstation > Configuration Manager の順に選択 して
下さい。Configuration Manager ウィンドウは現われます。

1.

Configure ICM > Peripherals > Peripheral > PG Explorer の順に選択 して下さい。PG エクス
プローラー ウィンドウは現われます:図 2 – PG エクスプローラ

2.



   

Agent Distribution タブをクリックして下さい。3.
現在指定サイト セクションのディストリビューター サイト 名 フィールドに現われる名前を
確認して下さい（図の矢印 B を 2）参照して下さい。 名前が AW 設定の間にリアルタイム
ディストリビューター Properties ダイアログボックスでリアルタイム ディストリビュータ
ーのために入力した Admin サイト名と同一であることを確認して下さい（図の矢印 A を
1）参照して下さい。ディストリビューター サイト 名が異なっていたり、または別のケース
を用いれば、Admin サイト名を一致するために名前を修正して下さい。注: ディストリビュ
ーター サイト 名を変更する必要がある場合ディストリビューターの rtdist プロセスを循環
させて下さい。 rtdist プロセスはリアルタイムデータを送信 することをルータが可能にしま
す。

4.

有効エージェント レポート チェックボックスをチェックして下さい。5.
[Save] をクリックします。6.
終了の近くで PG エクスプローラをクリックして下さい。7.

このプロシージャを完了した後、関連したリアルタイムおよび歴史的エージェントデータは
IPCC を読み込みます。

関連情報

Cisco カスタマ応答 Applications エラー コード 2.2(5)●

Cisco CRA 問題を診断し、訂正します●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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