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機能とサービス
Media Sense は Selective Recording でコンサルト コールを記録しない
選択的な録音が設定されている場合、Media Sense サーバでは転送中のコンサルト コールは録
音されません。たとえば、エージェントと顧客間のコールが録音中であり、エージェントが次
のエージェントにコールの転送を開始した場合、コールが転送される前にこの別のエージェン
ト間で発生するコンサルト コールは録音されません。
コンサルト コールが必ず録音されるようにするには、エージェントはコンサルト コールの開
始時に [録音（Record）] ソフトキーを押す必要があります。

OVA 要件およびユーザ キャパシティ
導入のサイジングを行う際は、OVA 要件を考慮して、以下のガイドラインに従ってください。
• マルチ クラスタ環境では、最小限の OVA を 15,000 ユーザに導入することを推奨します。
• 常設チャットの展開には、少なくとも15,000 ユーザ OVA を導入することを推奨します。
• 中央集中型の導入の場合は、最小 OVA 25,000 ユーザでが推奨されます。
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（注）

Multiple Device Messaging を有効にする場合は、各ユーザが複数の Jabber クライアントを持つ
可能性があるため、ユーザ数ではなくクライアント数に応じた展開にします。たとえば、ユー
ザ数が 25,000 人で、各ユーザが 2 台の Jabber クライアントを保持している場合、導入環境に
は 5 万ユーザのキャパシティが必要となります。

SDLリスニングポートの更新には、すべてのノードに CTIManager が必
要
SDL リスニングポートサービスパラメータの設定を編集する場合は、サービスが実行されてい
るすべてのクラスタノードでCisco CTIManagerサービスを再起動する必要があることに注意し
てください。現在、ヘルプテキストにはサービスを再起動するように指示されていますが、
サービスが実行されているすべてのノードでサービスを再起動する必要がるとは指示されてい
ません。このサービスパラメータにアクセスするには、 システム > サービスパラメータに進
み、 Cisco CTIManagerをサービスとして選択し、 [詳細(Advanced)] をクリックして CTIManager
サービスパラメータの完全なリストを表示します。
この更新は CSCvp56764 の一部です。

相互運用性
Unified CM ノード への AXL リクエスト
スケジュール用に Cisco TelePresence Management Suite (TMS) を実行している場合は、それを追
加したノードで、エンドポイント情報を取得するために複数の AXL クエリを送信します。TMS
が生成する負荷のため、AXL を使用する他のアプリケーション (Cisco Emergency Responder ま
たは Cisco Unified Attendant Console など) を設定して、これらのノードに AXL 要求を送信する
ことを推奨します。

Cisco Unified Attendant Console サポート
この情報はCSCva12833に適用されます。
Cisco Unified Attendant Console リリース 11.x 以前は、Cisco ユニファイド コミュニケーション
マネージャリリース 11.5 (1) と互換性がありません。Cisco Unified Attendant Console Advanced
リリース 11.0.1 にインストールまたはアップグレードする必要があります。
詳細については、ここを参照してください。
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Expressway-C との IM and Presence サービスの相互運用性
Cisco Unified IM and Presence サービスリリース 11.5(1) および Expressway-C を相互運用するに
は、最小バージョンの Expressway-C X8.8 を実行している必要があります。IM and Presence サー
ビス 11.5(1) では、旧バージョンの Expressway-C はサポートされていません。
すでに使用されている以前のリリースからアップグレードする場合は、お使いのシステムを
X8.8 にアップグレードしてください。Expressway-C をアップグレードした後、IM and Presence
サービスをアップグレードできます。

SAML SSO 展開での Tomcat 証明書の再生成
SAML SSO 展開内で Tomcat 証明書を再生成する場合は、Cisco ユニファイド コミュニケーショ
ン マネージャIM およびプレゼンスサービス で新しいメタデータファイルを生成し、そのメタ
データファイルを IdP にアップロードする必要もあります。

IM およびプレゼンスサービス
Cisco Unified Presence 8.6 でサポートされていないクラスタ間ピアリン
グ
Cisco Unified Presence 8.6 は、Cisco Unified IM and Presence サービス 11.x のクラスタ間ピアとし
てはサポートされていません。サポートされているクラスタ間ピア設定については、
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/11_x/cucm_b_
cucm-imp-compatibility-matrix-11x.html#CUP0_RF_I0092C6B_00のCisco Unified Communications
Managerと IM and Presence サービスの互換性マトリックスを参照してください。

IM and Presence サービス ノードの使用不可後に高可用性をリセットす
る
このドキュメントの更新については、CSCuz86028 を参照してください。
IM and Presence サービス ノードの停止中に、たとえばノードのリブートやノードのネットワー
ク停止などによって発生します。その結果、高可用性フェールオーバーが発生した場合は、高
可用性 (HA) をリセットしたフォールバックが発生したことを確認してください。
これを行うには、まず HA を無効にしてから、Ciscoユニファイド コミュニケーション マネー
ジャ のプレゼンス冗長性グループの設定ウィンドウで HA を有効にします。
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Jabber への IM and Presnce サーバの Ping は設定できない
IM and Presence サーバは、2 回の 1 分間の ping の後にクライアントからキープアライブを受信
しない場合に、ユーザのプレゼンスステータスを使用不可として更新します。
これらの ping のタイミングは、サーバ側でハードコードされており、設定できません。

Microsoft SQL Server での常設チャットの文字数制限
Microsoft SQL サーバが外部データベースとして設定された永続的なチャットがある場合、メッ
セージ本文の合計 (HTML タグ + テキストメッセージ) が 4000 文字を超えているチャットメッ
セージは拒否され、配信されません。詳細は、CSCvd89705 を参照してください。この問題は、
リリース 11.5(1)SU3 以降で発生します。

IM and Presence サブスクライバ ノードの再起動
UCS サーバのクラッシュで発生する可能性がある Ciscoユニファイド コミュニケーション マ
ネージャ および IM and Presence サービスパブリッシャノードが両方とも使用できない場合は、
サブスクライバノードが回復しない可能性があるため、IM and Presence サービス サブスクライ
バ ノードを再起動しないでください。Jabber ユーザがログインできない可能性があり、それに
より、IM and Presence クラスタを再構築する必要が生じる場合があります。
IM and Presence サブスクライバ ノードを再起動する前に、Cisco ユニファイド コミュニケー
ション マネージャIM およびプレゼンス サービス パブリッシャノードが稼働していることを確
認してください。

その他
88xx SIP 電話への帯域幅割り当て
SIP プロトコルを使用して 88 xx 電話機を導入する場合は、これらの電話機が Cisco ユニファイ
ド コミュニケーション マネージャ に登録する際に推奨される 32 kbps よりも多くの帯域幅を
使用することに注意してください。APIC EM コント ローラーで QoS 帯域幅の割り当てを設定
するときは、登録に際してのこの高い帯域幅の要件を必ず考慮してください。

Dialed Number Analyzer はシングル サインオンをサポートしていない
Dialed Number Analyzer はシングル サインオンをサポートしていない
Cisco ユニファイド コミュニケーション マネージャ にサービス機能としてインストールされ
た Dialed Number Analyzer (DNA) はシングル サインオン (SSO) をサポートしていません。非
SSO モードを使用して、アプリケーションにログインします。非 SSO モードを使用してログ
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インした後は、SSO ログインせずに Ciscoユニファイド コミュニケーション マネージャ
Administration にアクセスできます。
DNA にアクセスするには、ブラウザで次の URL を入力します。
https://<cm-machine>/dna、ここでこの <cm-machine> には、Dialed Number Analyzer をインストー
ルするノード名または IP アドレスを指定します。

ルート フィルタとコールのルーティング
コールルーティングを設定するときは、1 つのルートフィルターを多数のコールのルーティン
グに割り当てないようにします。ルートフィルタを使用するすべてのコールのルーティングの
コール ルーティングを更新するために必要な追加のシステム処理が原因で、数百の関連する
コールのルーティングがあるルートフィルタを編集すると、システムコアが発生する可能性が
あります。発生しないようにするには、重複するルート フィルタを作成します。詳細について
は、CSCup04938 を参照してください。
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