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はじめに

エージェントが Cisco Agent Desktop にログインに試みるとき、ログオンは失敗し、このエラー
メッセージが表示されます:

The number of configured

extensions for agent devices exceed maximum allowed

このドキュメントでは、エラー メッセージを解決する方法と推奨処置について説明します。

また、これらの文書を参照して下さい:

UCCX： エージェント デスクトップにログインできない●

UCCX 7.x/8.x： Cisco IP Phone Agent にログインできない●

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

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。

Cisco Unified Communications Manager 7.x●

//www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_tech_note09186a0080223b87.shtml
//www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_tech_note09186a0080201e61.shtml


Cisco Unified Contact Center Express （CCX 統一される） 8.x●

Cisco 6900/8900/9900 シリーズ IP 電話●

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。

複数行は統一された CCX 8.0 のためにサポートします

Cisco Unified CCX はエージェント デバイスとして 6900/8900/9900 シリーズ電話の使用をサポ
ートします。 複数行の Cisco Unified CCX モニター コールは行（JAL）を渡ってサポートするた
めに加入し、それらのエージェント デバイスの行（DTAL）を渡る転送を指示します。 4 つまで
の行は Cisco Unified CCX によって監察されます。 これらは 1 つの ACD 行および 3 つの非 ACD
行が含まれています、ACD 行だけエージェントデスクトップから制御されます。 4 つ以上の行が
エージェント デバイスで設定される場合、エージェントはその電話を使用してログインできませ
ん。 JAL および DTAL はまた 7900 シリーズ電話を使用してエージェント デバイスでサポートさ
れ、4 ラインまでそれらの電話で設定することができます。

問題

ログインに試みるとき、Cisco Agent Desktop か IPPA はこのエラー メッセージと壊れます:

The Number of Configured extensions for the agent device exceeds

 the maximum allowed.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


注: エージェント ログオンの間に共有回線設定をチェックして下さい。 拡張が共用 ラインで設定
される場合ログインにエージェントを許可しないで下さい。

解決策

これらの設定はエージェント電話のためにサポートされません:

複数のデバイスに割り当てられる統一された CCX 拡張。●

同じ拡張があるエージェントの電話の 2 つの行は異なるパーティションに、ありますが。●

同じの設定は複数のデバイス プロファイルの CCX 拡張を統一しました、または同じの設定
はデバイス プロファイルおよびデバイスを任意に組み合わせて CCX 拡張を統一しました。
（単一のデバイス プロファイルの統一された CCX 拡張の設定はサポートされます。）

●

統一された CCX ドキュメントによって、共用 ラインはサポートされません。 これは拡張が同じ
パーティションの複数のターミナルデバイスにあることができないことを意味します。 統一され
た CCX バージョンでは先により 8.0(1) は、そこにチェック共用 ラインが使用されるようにする
ためにではないです。 その結果、エージェントはログインに共用 ラインが使用されるかどうかに
関係なく許可されます。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

統一された CCX エージェントが電話で設定される 4 つの拡張機能だけ備えていることを確
かめて下さい。

1.

これらのステップの実行によって CTI マネージャを再起動して下さい:Cisco Unified
Communications Manager アプリケーションのナビゲーション領域から、統一されたサービ
サビリティを『Cisco』 を選択 し、『Go』 をクリック して下さい。Tools > Control Center

2.



   

の順に選択 して下さい-サービスを特色にして下さい。アクティブにしたいと思う、『
Cisco』 を選択 し 『SAVE』 をクリック して下さい CTI マネージャを。

この問題およびソリューションに関する詳細については Cisco バグ ID CSCth96226 （登録ユー
ザのみ）の回避策を参照して下さい。

関連情報

UCCX： ファイル」をダウンロードすることが不可能な Cisco Agent Desktop エラー「●

エージェントが Cisco Agent Desktop にログインできない●

音声に関する技術サポート●

音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCth96226
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-13192?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_tech_note09186a00801786cb.shtml#prob?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech&level0=268436015&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&level0=278875240&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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