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自動着呼分配（ACD）
アクティブ サーバの HA 障害が検出されると、ACD サブシステムは、アクティブ サーバからス
タンバイ サーバに自動的にフェールオーバーできます。 すべての ACD 機能は 5 秒以内にスタン
バイ サーバ上に復元されます。

音声自動応答（IVR）
HA システムでアクティブ サーバに障害が発生すると、IVR サブシステムが自動的にフェイルオー
バーします。
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キュー内のコールと IVR コール処理を受信するコールはすべて失われます。 すでにエージェント
に転送されたコールは保持されます。

Unified CCX Outbound Dialer
ハイ アベイラビリティ状況での動作
アウトバウンドの通常操作で、コンタクト レコードのコールの状態とコールの結果を更新するに
は、Config Data Store（CDS）が必要です。 2 ノードのハイ アベイラビリティ システムに配置す
る場合、データベースへの書き込み操作を有効にするには、両方のノードで CDS を実行する必要
があります。 アウトバウンド サブシステムは、パブリッシャ CDS が起動して稼働している限り、
動作可能です。 ハイ アベイラビリティ環境では、マスター ノードのダイヤラだけがアクティブ
になります。
コンタクトがダイヤル発信される前に、そのコンタクトがキャンペーン用にインポートされ、
フェールオーバーが発生した場合、コンタクトは翌日再試行されます。 各キャンペーンに対して
再試行可能なコンタクトの数は以下のとおりです。
• ダイレクト プレビュー キャンペーンの場合、この数は [コンタクト レコードのキャッシュ
サイズ（Contact Records Cache Size）] フィールドで設定された最大値と等しくなります。
• IVR ベースのプログレッシブおよびプレディクティブ キャンペーンの場合、この数は、専用
ポートの数に設定されているラインあたりの回線数（LPP）を掛けた値と等しくなります。
• エージェント ベースのプログレッシブおよびプレディクティブ キャンペーンの場合、この
数は、中規模または大規模な VM プロファイルでは 45 になり、小規模な VM プロファイル
では 15 になります。
プレビュー アウトバウンドのフェールオーバーの場合：
• 予約状態ではないプレビュー アウトバウンド コールがエージェントによるコールの受け入
れを待っているときに、マスター エンジンがダウンすると、エージェントは自動的にログア
ウトされ、プレビュー コールはエージェント デスクトップから消えます。 フェールオーバー
中にマスター エンジンが再起動すると、コンタクト レコードのコールの状態は「不明」に
設定されます。 フェールオーバー中にマスター エンジンが再起動しなかった場合、キャン
ペーンが開始され、対応可能なエージェントが現れると、コンタクトがコールされます。
• 予約状態ではないプレビュー アウトバウンド コールがエージェントによって受け入れられ、
コールがカスタマーの電話を呼び出した場合、コールに変化はありません。 ただし、エー
ジェントはログアウトされ、電話でしかコール制御機能を使用できなります。
• エージェントがプレビュー アウトバウンド コールに対応中に、マスター エンジンがダウン
すると、エージェントは自動的にログアウトされ、自動的にログイン状態に戻ります。 エー
ジェントの状態は「受信不可」になります。 カスタマーがまだコールに対応している場合、
エージェントはコール処理を続行しますが、エージェント デスクトップでアウトバウンド固
有のオプションを使用できなくなります。

Cisco Unified Contact Center Express 設計ガイド、リリース 10.6(1)
2

Unified CCX フェールオーバー
エンジンの冗長性

プログレッシブおよびプレディクティブ IVR ベースのアウトバウンドのフェールオーバーの場合：
• フェールオーバーが発生すると、マスター エンジンの CTI ポートはサービス停止状態にな
り、カスタマーと CTI ポート間で進行中のコールは中断されます。 フェールオーバー後は、
スタンバイ サーバがキャンペーン内に残っているコンタクトの処理を続行します。
プログレッシブおよびプレディクティブ エージェント ベースのアウトバウンドのフェールオー
バーの場合：
• コールがエージェントに転送される前に、エージェントがアウトバウンド キャンペーン用に
予約され、マスター エンジンがダウンすると、エージェントは自動的にログアウトされま
す。 ダイヤル発信されるコンタクトが存在し、まだエージェントに接続されている場合、そ
のコンタクトは終了されます。
• エージェントがバウンド コールに対応中に、マスター エンジンがダウンすると、エージェ
ントは自動的にログアウトされ、自動的にログイン状態に戻ります。 エージェントの状態は
「受信不可」になります。 カスタマーがまだコールに対応している場合、エージェントは
コール処理を続行しますが、エージェント デスクトップでアウトバウンド固有のオプション
を使用できなくなります。
• エージェントがアウトバウンド コールに対応中に、Cisco Finesse サービスが再起動するか、
エージェントがブラウザを終了した場合は、60 秒後に自動的にエージェントのログインが行
われ、エージェントの状態は「受信不可」になります。 カスタマーがまだコールに対応して
いる場合、エージェントはコール処理を続行しますが、エージェント デスクトップでアウト
バウンド固有のオプションを使用できなくなります。

エンジンの冗長性
Unified Communications Manager に到着する Unified CCX ルート ポイント宛の着信コールはすべ
て、Unified CCX エンジンで受け入れられ、すべての Unified CCX コール処理と、ACD ルーティ
ング サービスが動作可能になります。 多数のエージェントへの自動ログインには、最高 1 分かか
ります。
フェールオーバーが発生した場合は、自動ログイン プロセスが完了して、エージェントが手動で
状態を「受信可」に設定するまで、ACD サブシステムはエージェントへのコールをルーティング
できません。 Unified CCX にルーティングされたコールのエージェントがこれらのコールの存続
を確認すると、CAD によって 1 分以内にエージェントの再ログインが自動実行され、フェール
オーバーの発生を示すインジケータが画面に表示されます。 再ログイン後、エージェントはコー
ル受信を開始できる準備が整ったときに、状態を「受信可」に設定する必要があります。
IP Phone Agent（IPPA）は、一般にフェールオーバーに 1 分を超える時間がかかりますが、ネット
ワーク停止の場合は追加のタイムアウトが発生する場合があります。 IPPA を使用しているエー
ジェントは、新たにマスターになった Unified CCX Engine サーバに手動でログインする必要があ
ります。
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データセンター間の WAN リンクがダウンした場合：ア
イランド モード
接続障害によって「アイランド モード」と呼ばれる状況が発生します。この状況では、（ネット
ワークのそれぞれの側の）各ノードがマスターシップを引き継ぎ、コールを処理します。 各ノー
ドはもう一方の側で障害が発生したかのように動作し、マスター（エンジンおよびデータ ストア
コンポーネント）であることを宣言します。 すでにマスターであるノードはその状態を継続しま
す。 電話機と CAD/CSD は、ネットワークの同じ側にあるエンジンと Unified Communications
Manager のペアに登録する必要があります。 この処理は自動的に行われます。 フェールオーバー
動作は次のとおりです。
• 履歴データは、ローカル データ ストアに書き込まれます。
• リアルタイム レポート（RTR）は、各ノードの状態を示します。
• 設定は変更できません。
• ネットワーク経由でエンタープライズ データベースに アクセスすることはできません。
• これらはハイ アベイラビリティをサポートしないため、アウトバウンドは正常に機能しませ
ん。
アイランド モードの発生が 4 日間以上続いた場合、ノード間のデータベース レプリケーションは
中断され、WAN リンクが回復した際に Unified CCX Administration Web インターフェイスから再
確立する必要があります。
バックアップ スクリプトはパブリッシャで実行され、マスターシップを持つデータベースをバッ
クアップします。 アイランド モードでは、1 つのノードのみがバックアップされ、他のノードで
収集されたデータはバックアップされません。 このバックアップには不整合があり、復元すると
データは失われます。
接続の復元
ネットワーク接続が回復すると、エンジンのマスターシップのコンバージェンスが発生します。
2 つのマスターは共存できないため、ノードの一方がマスターシップを放棄します。 そのノード
で処理されているアクティブ コールはすべて破棄され、そのノードにログインしているエージェ
ントはログアウトされます。
同様に、コールアクティビティを中断することなく、データストアのコンバージェンスが行われ
ます。 所定のレプリケーション保存期間内にリンクが回復した場合にのみ、コンバージェンスの
実行直後にすべてのデータが複製されます。それ以外の場合は、カスタマーが [データストアコン
トロールセンター（Datastore Control Center）] ページからレプリケーションを初期化する必要があ
ります。
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ヒント

Unified CCX Administration の [データストアコントロールセンター（Datastore Control Center）]
ページまたは CLI を使用して、レプリケーションの状態を検査できます。

マスター エンジンがダウンした場合
マスター エンジン（ノード 1 上）で障害が発生すると、CVD はノード 2 のエンジンをマスターと
して選択します。 障害の発生時にノード 1 のエンジンで処理中だったコールは終了され、アク
ティブなコールもすべて終了されます。 エージェントがノード 2 のマスター エンジンを使って再
ログイン中に新たに着信したコールは、ログインが完了するまでキューに格納されます。 履歴
データはノード 2 のマスター エンジンのローカル データベースに書き込まれます。

WAN リンクとエンジンの 1 つがダウンした場合
WAN がダウンすると、WAN を介して Unified CM Sub 1 で提供された CTI 機能を使用できなくな
ります。 ノード 2 上のマスター エンジンは、Unified Communications Manager Sub 2 にフェール
オーバーします。キュー内のコールはすべて終了されます。エージェントは再ログインする必要
はありません。
一部のエージェントは「受信不可」状態のままになります。これは、対応するエージェントの電
話が Unified Communications Manager Sub 1 に登録されているからです。 電話を強制的に再登録す
る自動機能はありません。
この状況は、WAN が正常な状態に戻ると修正されます。

Extend and Connect フェールオーバー
次の表は、Unified CCX と Cisco Unified Communications Manager のフェールオーバー時における持
続接続コールの動作を示しています。
フェールオーバー Cisco Agent Desktop
持続接続コール
Unified CCX
終了しない
フェールオーバー

Cisco Finesse
ICD コール

持続接続コール

ICD コール

終了しない

終了しない

終了しない
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フェールオーバー Cisco Agent Desktop
Cisco Unified
Communications
Manager のフェー
ルオーバー

終了される。
次のメッセージが
表示されます。
「エージェント
デバイスがサービ
ス停止状態です
（Agent device
is out of
service.） 」

Cisco Finesse
ICD コールは終了 終了される
しません。
次のメッセージが
表示されます。
「エージェント
デバイスがサービ
ス停止状態です
（Agent device
is out of
service.） 」

終了しない。エー
ジェントは「受信
不可」状態になり
ます。

終了される。再接 終了しない
続すると、持続接
続コールが再確立
されます。

終了しない

エージェントは
「受信不可」状態 エージェントは
になります。
「受信不可」状態
になります。
デスクトップ接続 終了し、デスク
の損失
トップ接続の復旧
後に再確立されま
す。

エージェントおよびスーパーバイザの Web チャット
ハイ アベイラビリティ配置では、アクティブ サーバの障害を検出でき、Web チャット サブシス
テムはアクティブ サーバからスタンバイ サーバに自動的にフェールオーバーできます。 未応答
のチャットはすべて新しいアクティブ サーバに移動されます。
ログインしているすべてのエージェントはログアウトされ、再びログインする必要がある新しい
アクティブ サーバにリダイレクトされます。
Cisco Agent Desktop ではアクティブなチャット セッションは終了されません。ただし、エージェ
ントはサーバからログアウトされます。チャットセッションの終了後、エージェントは新しいア
クティブ サーバにログインする必要があります。
Cisco SocialMiner は、HA 配置オプションをサポートしていません。 Unified CCX は Web チャット
に耐障害性を提供します。 HA 配置では、SocialMiner は両方の Unified CCX ノードと通信するよ
うに設定されます。 SocialMiner に新しいコンタクトが到着すると、両方の Unified CCX ノードに
通知されます。
フェールオーバーが発生すると、キューに格納されていたコンタクトや未読のコンタクトは
SocialMiner によって Unified CCX に再び取り込まれ、新しいマスター サーバがこれらのコンタク
トをキューに格納して、割り当てを開始します。 チャットは、SocialMiner がダウンすると使用で
きなくなります。
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（注）

Web チャットはアイランド モードのシナリオをサポートしていません。

Web チャット
ハイアベイラビリティ配置では、アクティブサーバの障害を検出でき、非音声サブシステムはア
クティブ サーバからスタンバイ サーバに自動的にフェールオーバーできます。 未応答のチャッ
トはすべて新しいアクティブ サーバに移動されます。
ログインしているすべてのエージェントはログアウトされ、再びログインする必要がある新しい
アクティブ サーバにリダイレクトされます。
Finesse エージェント デスクトップでは、アクティブなチャット セッションは終了させられます。
Cisco Agent Desktop ではアクティブなチャット セッションは継続されますが、エージェントはサー
バからログアウトされます。 チャット セッションの終了後、エージェントは新しいアクティブ
サーバにログインする必要があります。
Unified CCX は Web チャットに耐障害性を提供します。 HA 配置では、SocialMiner は両方の Unified
CCX ノードと通信するように設定されます。 SocialMiner に新しいコンタクトが到着すると、両
方の Unified CCX ノードに通知されます。
フェールオーバーが発生すると、キューに格納されていたコンタクトや未読のコンタクトは
SocialMiner によって Unified CCX に再び取り込まれ、新しいマスター サーバがこれらのコンタク
トをキューに格納して、割り当てを開始します。

注目

（注）

Cisco SocialMiner は、HA 配置オプションをサポートしていません。 チャットは、SocialMiner
がダウンすると使用できなくなります。

Web チャットはアイランド モードのシナリオをサポートしていません。

Cisco Finesse フェールオーバー
ここでは、Unified CCX のフェールオーバー時における Cisco Finesse のアクションについて説明し
ます。
スマート フェールオーバー
Cisco Finesse のクライアントは、Cisco Finesse が他のサーバで IN_SERVICE 状態であることを確
認しない限り、他のサーバへのリダイレクトを完了しません。 その時点までに障害側が復旧した
場合、クライアントは自動的にそれに再接続します。
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HA 配置の障害シナリオ
次の表は、ハイ アベイラビリティ配置で発生する可能性がある障害を示しています。
障害シナリ
オ

フェール
オーバー

Unified CCX
の状態

サイト A と No
サイト B の
間の接続が
切断（アイ
ランド モー
ド）。

サイト A と IN_SERVICE IN_SERVICE クライアン
サイト B の
トは両方の
両方ががマ
サイトに接
スターにな
続して動作
ります。
できます。

接続が再確
立される
と、Unified
CCX はプラ
イマリ ノー
ドをマス
ターとしま
す。 マス
ター以外の
ノードに接
続している
クライアン
トはリダイ
レクトされ
ます。

アクティブ
ノードがダ
ウン（サイ
ト A）。

サイト B が
マスターに
なります。

接続が再確
立される
と、プライ
マリ ノード
がマスター
になりま
す。 サイト
B ノードに
接続してい
るクライア
ントは、サ
イト A にリ
ダイレクト
されます。

Yes

Cisco Unified Contact Center Express 設計ガイド、リリース 10.6(1)
8

Cisco Finesse Cisco Finesse Cisco Finesse リカバリ
サイト A の サイト B の クライアン
状態
状態
トの動作

OUT_OF_SERVICE IN_SERVICE クライアン
トはサイト
B に接続し
て動作でき
ます。

Unified CCX フェールオーバー
Finesse Agent Email のフェールオーバー

Finesse Agent Email のフェールオーバー
ハイ アベイラビリティ フェールオーバー
Finesse Agent Email の耐障害性は Unified CCX で提供されます。 HA 配置では、Cisco SocialMiner
は両方の Unified CCX ノードと通信するように設定されます。 SocialMiner に新しいコンタクトが
到着すると、両方の Unified CCX ノードに通知されます。
冗長 SocialMiner サーバは設定できないため、SocialMiner がダウンしている場合は Finesse Agent
Email は使用できません。
マスター Unified CCX に障害が発生した場合、スタンバイ サーバが自動的に引き継ぎます。 すべ
てのオンデスク電子メールは新しいマスターサーバに移動され、再キューイングされます。すべ
てのエージェントは新規マスターUnifiedCCXサーバに再ログインされ、状態を[待受開始（Ready）]
に変更する必要があります。
フェールオーバー シナリオ
障害シナリオ

観察およびアクション

SocialMiner Tomcat がダウ
ンする

NonVoice サブシステムが一部サービスになります。 SocialMiner
Tomcat が稼動している場合、Unified CCX は電子メールを再ルーティ
ングします。

メールサーバに到達できな エージェントは提示された電子メールを表示できず、管理者に連絡
い
する必要があります。 メール サーバに到達可能な場合、管理者は
[Unified CCX 管理（Unified CCX Administration）] インターフェイス
の [SocialMiner の健全性（SocialMiner Health）] ページの [再インジェ
クト（Reinject）] ボタンを使用して電子メールが処理されているこ
とを確認する必要があります。
Unified CCX 非音声サブシ NonVoice サブシステムが稼動している場合、Unified CCX は電子
ステムの障害
メールを再ルーティングします。
エージェント デスクトッ エージェント デスクトップ上のすべての電子メールが同じ電子メー
プ/ブラウザがクラッシュす ル CSQ に再キューイングされます。
る
SocialMiner XMPP サービス NonVoice サブシステムが一部サービスになります。 SocialMiner
がダウンする
XMPP サービスが稼動している場合、Unified CCX は電子メールを
再ルーティングします。
Finesse XMPP サービスがダ NonVoice サブシステムが一部サービスになります。 Finesse XMPP
ウンする
サービスが稼動している場合、Unified CCX は電子メールを再ルー
ティングします。
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Cisco Unified Intelligence Center

障害シナリオ

観察およびアクション

Finesse Tomcat がダウンす
る

Finesse サービスはサービス停止状態になります。 エージェント デ
スクトップは接続を失い、再接続を試行します。
Finesse Tomcat が稼動している場合、管理者は [Unified CCX 管理
（Unified CCX Administration）] インターフェイスの [SocialMiner の
健全性（SocialMiner Health）] ページの [再インジェクト（Reinject）]
ボタンを使用して電子メールが処理されていることを確認する必要
があります。

Cisco Unified Intelligence Center
サーバがダウンした場合
2 ノードのハイ アベイラビリティ（HA）セットアップでは、任意のノードに接続してレポートに
アクセスできます。 接続先のノードがダウンした場合は、他のノードにログインしてレポートに
アクセスしてください。
アイランド モード
WAN がダウンすると、ノードはアイランド（island）モードで動作し、両方のノードがそれぞれ
マスターシップ（エンジンとデータ ストア コンポーネント）を引き継ぎます。 ノードのいずれ
かからレポートにアクセスできます。

（注）

接続が復元されるまでノード間のデータ レプリケーションは行われないため、レポートでデー
タの不一致が生じます。

Cisco Unified Contact Center Express でのライブ データ ガジェットの
フェールオーバー
ここでは、各種サービスで障害が発生した場合の Unified CCX でのライブ データ ガジェットの動
作について説明します。
Unified Intelligence サービスの障害
Unified Intelligence Center サービスがダウンすると、エラー メッセージが表示されます。 Unified
Intelligence Center がサービス状態に戻ると、サーバは 1 ～ 3 分以内にクライアントの要求に応答
します。
通知サービスの障害
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通知サービスに障害が発生した場合、ガジェットはプライマリ サーバからセカンダリ サーバに
フェールオーバーします。
ネットワーク接続障害
ネットワーク接続に障害が発生した場合、Cisco Finesse デスクトップはプライマリ サーバからセ
カンダリ サーバにフェールオーバーします。
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