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Unified CCEデータベース管理
新たなロガーをインストールする場合は、中央データベースを作成します。リアルタイムの管

理およびデータサーバ上に HDSデータベースを作成します。データベースを作成する際に、
データファイルまたはログファイルのサイズを指定します。データファイルは、データベー

スが保持するべきすべてのデータに対して十分な容量を持つ必要があります。中央データベー

スと HDSデータベースのサイズは、コールセンターのトラフィックとデータ保存要件によっ
て異なります。

管理サーバおよびデータサーバのロールにリアルタイムサーバが含まれている場合は、ロー

カルデータベース（awdb）に設定データとリアルタイムデータが含まれます。ローカルデー
タベース（awdb）内のリアルタイムデータは、新たなデータで常に上書きされるため、デー
タベースのサイズはほぼ一定のままです。
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時間の経過とともに、企業のサイズまたはコール量が大幅に変更される場合があります。した

がって、新しい要件を満たすために、中央データベースと HDSデータベースのサイズを変更
する必要がある場合があります。通常、ローカルデータベース（awdb）のサイズを変更する必
要はありません。ローカルデータベース (awdb)のサイズを変更するには、ICMデータベース
管理 (ICMDBA)ツールを使用します。

中央データベースおよび HDSデータベースのデータは、履歴データが蓄積され、詳細レコー
ドを呼び出すうちに増加します。この増加は、以下の要因に直接関係するものです。

• Unified ICM設定のサイズ。例えば、サービス、スキルグループ、ルート、およびトラン
クグループがいくつ設定されているか。

•コールレート。つまり、日毎システムソフトウェアが処理するコールの数。
•履歴データをデータベースに保持する期間。

設定データの量は、生成される履歴データの量に直接影響します。システムソフトウェアは、

Unified ICMシステムで構成されている各サービス、スキルグループ、ルート、トランクグ
ループなどに対して、30分ごとに新しい履歴レコードを生成します。

システムソフトウェアのインストール後に、中央データベースと HDSデータベースのサイズ
の変更、作成を行います。これらのデータベースのサイズの見積もりには、予想される使用方

法に基づいて、データベースサイズ推定ツールのアプレットを使用します。

設定が大幅に拡大した場合や、履歴データの保存期間を変更した場合は、データベースのサイ

ズを増やす必要があります。この増加により、ディスクがシステムに追加する場合もありま

す。

履歴データ
システムソフトウェアは、ロガーで消去プロセスを日毎に1回実行します。デフォルトでは、
パージプロセスは毎晩午前 12:30に実行されます。パージプロセスでは、指定された日数を
経過した古いレコードが削除されます。Webセットアップツールを使用してロガーを設定す
る場合は、デフォルトの保持時間およびパージスケジュールを変更することができます。

以下の表は、履歴データを保持するデフォルト設定を示しています。

デフォルトの保持期間履歴テーブル

30日間Logger_Admin, Import_Rule_History, Persistent

3650日リカバリ

14日間。他のすべての履歴テーブル

以下の大規模な履歴テーブルは、システムソフトウェアによって削除されず、スケジュールさ

れた SQL Serverエージェントジョブとして削除されます。

• Agent_Event_Detail
• Call_Type_SG_Interval
• Dialer_Detail
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• Network_Event_Detail
• Route_Call_Detail
• Route_Call_Variable
• Termination_Call_Detail
• Termination_Call_Variable

SQL Serverエージェントジョブは、Unified CCEのインストールおよびアップグレード中にイ
ンストールされ、有効化されます。システムソフトウェアがアクティブになっている間は、上

記ジョブを停止しないでください。1日以上保守するために Loggerと管理& Data Server-hdsコ
ンポーネントサービスを停止する予定の場合は、SQL Server enterprise managementツールを使
用して、Microsoft SQL Serverのジョブを手動で無効にします。サービスが開始された後にジョ
ブを再度有効にします。

注意

データベース統計
正確で最新の統計詳細の維持は、適切に実行されるデータベース環境に不可欠であり、オプ

ティマイザによるワークロードの効率的な処理に役立ちます。SQL Serverベースの環境の中に
は、[統計の自動作成]オプションおよび [自動更新統計]オプションを使用して、ユーザがデー
タベース自体に依存しているケースも珍しくありません。AW環境でこれらのオプションを設
定すると (急速なデータの回転によって)、統計の更新に多額の労力が費やされます。このた
め、これらのオプションは、通常、オフピーク時に実行されるようにスケジュール設定しま

す。AW環境内のデータベースはオフピーク時には、ほぼ空になるため、この時間帯に統計を
収集しても、その他の混雑時間に収集した場合ほど役に立たない場合があります。

統計情報を収集するために検討すべきもう 1つの方法は、Microsoftストアドプロシージャ
sp_updatestatsを定期的に実行する SQL Serverエージェントジョブを作成することです。
Sp_updatestatsプロシージャを使用すると、現在のデータベース内のすべてのユーザ定義テーブ
ルと内部テーブルの統計が必要に応じて更新されます。また、ワークロードと環境が許可され

ている場合は、1時間毎に実行することができます。

データベース管理ツール
Unified CCEには、ICMDBAツール (icmdba.exe)が「\icm\bin」フォルダに提供されています。
このツールは、Unified ICMデータベースを管理する一元的なユーティリティを提供します。
このツールには以下の用途があります。

•中央データベース、ローカルデータベース、および履歴データベースの作成、編集、およ
び削除

•データベースファイルのサイズ変更
•データベースの再作成
•データベースとの Unified ICM設定データのインポートおよびエクスポート
•データベースのプロパティの表示
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上記タスクに加えて、サーバを起動または停止し、限定的にSQL Serverの設定を行うことがで
きます。

ICMDBAツールを使用する前に、 Unified CCEソフトウェアをインストールします。Unified
CCEのインストールの詳細については、Cisco Unified Contact Center Enterpriseインストールお
よびアップグレードガイドを参照してください。

（注）

ICMDBAインポートおよびエクスポート機能は、Unified ICM設定データのみを処理します。
Unified ICM履歴データをインポートまたはエクスポートするには、Microsoftの SQL Server
データベースバックアップおよびデータベース復元ユーティリティを使用します。

（注）

ICMDBAを作成するには、Unified CCE Toolsフォルダー内の icmdbaをダブルクリックする
か、スタート >ファイル名を指定して実行 > ICMDBAを選択します。

メインウィンドウは、現在のドメイン内のUnified ICMデータベースサーバを表示するツリー
階層構造です。

必要なサーバがメインウィンドウに表示されない場合は、ファイル >コンピュータの追加を
選択して、ローカルネットワーク上の任意のコンピュータを選択できます。

（注）

サーバ名を展開すると、サーバ上にデータベースを持つ Unified ICMインスタンスが表示され
ます。Unified ICMインスタンスを展開すると、特定のUnified ICMノードまたはノード（管理
およびデータサーバとロガー）が、そのインスタンスのデータベースが存在するマシン上に表

示されます。ノードを展開すると、ノードに関連付けられているデータベースが表示されま

す。ノードデータベースを展開すると、ノードデータベース内の個々のテーブルのリストが

表示されます。[データベース]にはテーブルグループがあり、最終レベルにはグループ内の
テーブルが一覧表示されます。

設定されたコンポーネントの有無にかかわらず、インスタンスのデータベースを作成すること

ができます。インスタンスに設定されているコンポーネントがない場合は、ICMDBAツリー表
示のコンポーネントのプレースホルダー内のインスタンスの下でデータベースの作成が行われ

ます。

テーブルのプロパティを表示するには、リストで目的のテーブルを右クリックして、コンテキ

ストメニューから [プロパティ]を選択するか、リスト内のテーブルをダブルクリックします。

ICMDBAツールの機能にアクセスするには、以下の 2つの方法があります。

•メインウィンドウで、ツリーからノードまたはデータベースを選択し、メニューバーの
メニューから関数を選択します。

•ノードまたはデータベースを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
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設定済コンポーネントを使用したデータベースの作成

Create機能を使用して、管理サーバおよびデータサーバまたはロガーのデータベースを作成し
ます。各サイド毎に 1つのロガーデータベースのみを作成することができます。

手順

ステップ 1 United CCEを実行している状態で、サーバとインスタンスに対して、データベースを作成する
ノード（管理およびデータサーバまたはロガー）を選択します。

ステップ 2 メニューバーで、データベース >作成を選択します（または右マウスボタンをクリックして
作成を選択）。データベースの作成ウィンドウが開きます。

ステップ 3 データベースの以下の情報を入力します。

• DBタイプ：以下のデータベースのタイプを指定します。アウトバウンドダイヤラのアウ
トバウンドオプション、ローカルデータベース（awdb）の管理サーバおよびデータベー
スサーバ、または管理サーバおよびデータサーバマシンの履歴データサーバまたは詳細

データサーバ（HDS/DDS）。ロガーデバイスの場合は、デフォルトのデータベースタイ
プが表示されます（ロガーサイドを選択する必要があります）。

• ICMタイプ：このシステムが Unified ICMまたは Unified CCE、Unified ICMH、または
CICM（Customer ICM）システムのいずれであるかを指定します。

•リージョン：必要に応じて地域情報を指定します。

ステップ 4 [追加（Add）]を選択します。このボタンを押すと、デバイスの追加ウィンドウが開きます。

このウィンドウを使用して、選択したデータベースの新しいデータファイルと新しいログファ

イルを作成します。新しいファイルのディスクドライブ文字とサイズ（MB単位）を指定しま
す。

パフォーマンス上の理由により、データベースログファイルのために新しい仮想ハー

ドドライブを HDS VM上に作成します。

データベースログファイルを別の仮想ドライブに移動します。デフォルトでは、デー

タベースを作成する仮想ドライブに、ログファイルとデータベースデータファイル

の両方が \MSSQL\DATAにインストールされます。SQL Server Management Studioを
使用してログファイルを移動することができます。

（注）

デフォルトでは、新しく作成されたデータファイルは、最初に指定したサイズを超え

ると、[自動増加する]と設定されます。この設定と最大ファイルサイズはSQL Server
Enterprise Managerを使用して変更することができます。SQL Server Enterprise Manager
のファイルページで、自動拡張列の表示で確認します。

•データファイルは、100 MB単位で自動的に拡張されます。

•ログファイルは、10%刻みで自動的に拡張されます。

（注）
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ステップ 5 データベースの作成ウィンドウへの情報の入力を完了したら、作成を選択して、ウィンドウ
を閉じてデータベースを作成します。

設定済コンポーネントを使用しないデータベースの作成

Create機能を使用して、管理およびデータサーバまたはロガーのデータベースを作成します。
各サイド毎に 1つのロガーデータベースのみを作成することができます。

インスタンスに設定されているコンポーネントがない場合、データベースの作成は、コンポー

ネントプレースホルダー内のインスタンスの下で行われます。

（注）

手順

ステップ 1 Unified CCEの実行中に、サーバとインスタンスに対して、データベースを作成するインスタ
ンスを選択します。

ステップ 2 メニューバーで、データベース >作成を選択します（または右マウスボタンをクリックして
作成を選択）。コンポーネントの選択ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 管理サーバおよびデータサーバ、ロガーA、またはロガー Bコンポーネントを選択て、OKを
選択します。

ステップ 4 ロガーAまたはロガーBを選択すると、ロガータイプの選択ダイアログが開き、Enterprise、
CICM、または NAMを選択することができます。ロガータイプを選択して、OKを選択しま
す。

データベースの作成ウィンドウが開きます。

ステップ 5 データベースの以下の情報を入力します。

• DBタイプ：以下のデータベースのタイプを指定します。アウトバウンドダイヤラのアウ
トバウンドオプション、ローカルデータベース（awdb）の管理サーバおよびデータベー
スサーバ、または管理サーバおよびデータサーバマシンの履歴データサーバまたは詳細

データサーバ（HDS/DDS）。ロガーデバイスの場合は、デフォルトのデータベースタイ
プが表示されます（ロガーサイドを選択する必要があります）。

• ICMタイプ：このシステムが Unified ICMまたは Unified CCE、Unified ICMH、または
CICM（Customer ICM）システムのいずれであるかを指定します。

•リージョン：必要に応じて地域情報を指定します。

ステップ 6 [追加（Add）]を選択します。このボタンを押すと、デバイスの追加ウィンドウが開きます。

このウィンドウを使用して、選択したデータベースの新しいデータファイルと新しいログファ

イルを作成します。新しいファイルのディスクドライブ文字とサイズ（MB単位）を指定しま
す。
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パフォーマンス上の理由により、データベースログファイルのために新しい仮想ハー

ドドライブを HDS VM上に作成します。

データベースログファイルを別の仮想ドライブに移動します。デフォルトでは、デー

タベースを作成する仮想ドライブに、ログファイルとデータベースデータファイル

の両方が \MSSQL\DATAにインストールされます。SQL Server Management Studioを
使用してログファイルを移動することができます。

（注）

デフォルトでは、新しく作成されたデータファイルは、最初に指定したサイズを超え

ると、[自動増加する]と設定されます。この設定と最大ファイルサイズはSQL Server
Enterprise Managerを使用して変更することができます。SQL Server Enterprise Manager
のファイルページで、自動拡張列に表示される値で確認します。

•データファイルは、100 MB単位で自動的に拡張されます。

•ログファイルは、10%刻みで自動的に拡張されます。

（注）

ステップ 7 [データベースの作成]ウィンドウへの情報の入力を完了したら、作成を選択して、ウィンドウ
を閉じてデータベースを作成します。

データベースの削除

管理サーバおよびデータサーバまたはロガーデータベースを削除するには、[削除]機能を使
用します。

インスタンスに構成済みのコンポーネントがない場合、コンポーネントプレースホルダーがア

プリケーションツリー表示の該当インスタンスの下に表示されます。データベースを削除する

と、コンポーネントのプレースホルダーは表示されなくなります。

（注）

手順

ステップ 1 UnifiedCCEの実行中に、サーバ、インスタンス、およびノード（管理サーバおよびデータサー
バまたはロガー）に対して、削除するデータベースを選択します。

ステップ 2 メニューバーでデータベース >削除を選択します。

ステップ 3 データベースの削除プロンプトが表示されます。データベースを削除するには、はいを選択
します。

ステップ 4 メッセージボックスで、データベースの削除を確定します。

ステップ 5 終了を選択します。メインウィンドウで、データベースが削除されたことを確認します。
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データベースの拡張

この機能を使用して、新しいストレージファイルを追加します。

ICMDBAは、データベースを最大で 49回拡張することができます（最終的に 50セグメント
となります）。この制限に達した場合は、データベースを再作成するか、SQLEnterpriseManager
を使用してデータベースを変更する必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 サーバ、インスタンス、およびノード（管理およびデータサーバまたはロガー）の場合は、拡
張するデータベースを選択します。

ステップ 2 メニューバーで、データベース >拡張を選択します（または右マウスボタンをクリックして
拡張を選択）。拡張ウィンドウが開きます。

ステップ 3 以下のフィールドを使用して、データベースストレージデバイスのサイズ割り当てを調整し
ます。

•コンポーネント：ファイルがデータファイルであるか、あるいはログファイルであるかを
指定します。各データベースには、各タイプのサービスのファイルを設定する必要があり

ます。

•使用可能なドライブ：データベースを作成するドライブを指定します。
•サイズ：ストレージのサイズ（MB）を指定します。このフィールドには、デフォルトサ
イズが表示されます。必要に応じて値を調整します。

ステップ 4 OKを選択してファイルを展開し、画面を終了します。
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データベースの再作成

データベースを再作成するには、再作成機能を使用します。データベースを再作成する手順

は、データベースを作成する手順に似ています。

データベースを再作成すると、データベースに現在格納されている情報が削除されます。注意

インスタンスに設定されているコンポーネントがない場合は、アプリケーションツリー表示の

コンポーネントのプレースホルダーの下でデータベースの作成が行われます。

（注）

手順

ステップ 1 サーバ、インスタンス、およびノード（管理およびデータサーバまたはロガー）の場合は、再
作成するデータベースを選択します。

ステップ 2 メニューバーでデータベース >再作成を選択します。再作成ウィンドウが開きます。

ステップ 3 データベース情報を入力します。フィールドの説明については、オンラインヘルプを参照して
ください。

ステップ 4 続行を選択します。データベースを再作成するかどうかを確認するメッセージが表示されま
す。操作を続行するには、はいを選択します。

ステップ 5 データベースの再作成ウィンドウが開きます。開始選択してデータベースを再作成します。
プロセスが完了すると、アクションが正常に実行されたことを示すメッセージが表示されま

す。OKを選択して、閉じるを選択して終了します。

データベースのプロパティの表示

ICMDBAツールを使用して、指定したデータベースのプロパティを表示することができます。

手順

ステップ 1 サーバ、インスタンス、およびノード（管理およびデータサーバまたはロガー）の場合は、表
示するデータベースを選択します。

ステップ 2 メニューバーで、データベース >プロパティを選択します（または右マウスボタンをクリッ
クしてプロパティを選択）。[プロパティ（Properties）]ウィンドウが表示されます。

画面に以下の情報が表示されます。

•インスタンス名
•データベースの設定

データベース管理
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•ファイルのサイズと使用率
•データファイルとログファイルが保存されている場所

ステップ 3 データベースプロパティを表示し終わったら、閉じるを選択してウィンドウを閉じます。

テーブルプロパティの表示

ICMDBAでは、データベース内の各テーブルのプロパティを表示することもできます。

手順

ステップ 1 データベースのテーブルを表示するには、データベースを選択して展開します。

ステップ 2 表示するエントリをダブルクリックします。プロパティウィンドウが開きます。

ステップ 3 テーブルを表示し終わったら、閉じるを選択してウィンドウを閉じます。

データのインポートとエクスポート

インポートまたはエクスポート機能を使用して、1つのデータベースから別のデータベースに
Unified ICM設定データを移動することができます。

ICMDBAインポートまたはエクスポート機能は、Unified ICM設定データのみを処理します。
Unified ICM履歴データをインポートまたはエクスポートするには、Microsoftの SQL Server
データベースバックアップおよびデータベース復元ユーティリティを使用します。

（注）

手順

ステップ 1 サーバ、インスタンス、およびノード (管理およびデータサーバまたはロガー)の場合は、デー
タをインポートまたはエクスポートするデータベースを選択します。

ステップ 2 メニューバーで、データ >インポート（またはエクスポート）を選択します。データのイン
ポート（またはエクスポート）ウィンドウが開きます。

ステップ 3 インポートまたはエクスポートの操作中にデータベースが変更されないようにする場合は、変
更のロックアウトをオンにします。

ステップ 4 ロガーデータベース内のConfig_Message_Logテーブルを truncateする場合は、設定メッセージ
ログの削除をオンにします。

Truncateすると、データは削除されますが、Config_Message_Logテーブルはエクス
ポートされません。

（注）
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ステップ 5 インポートしたデータのデータ型を設定します。

ステップ 6 データの送信元および転送先のパスを示します。

ステップ 7 インポート（またはエクスポート）を選択して、インポート（またはエクスポート）ダイアロ
グを表示します。

ステップ 8 スタートを選択して、データをインポート（またはエクスポート）します。プロセスが完了
すると、アクションが正常に実行されたことを示すメッセージが表示されます。OKを選択し
て、閉じるを選択して終了します。プロセスを終了するには、随時キャンセルを選択します。

データベースデータの同期

2つのロガーデータベースのデータを同期するには、同期機能を使用します。

手順

ステップ 1 サーバとインスタンスの場合は、同期するロガーデータベースを選択します。

ステップ 2 メニューバーでデータ >同期を選択します。同期ウィンドウが開きます。

ステップ 3 同期中にデータベースの変更を禁止する場合は、変更のロックアウトをオンにします。

ステップ 4 ロガーデータベース内のConfig_Message_Logテーブルを truncateする場合は、設定メッセージ
ログの削除をオンにします。

ステップ 5 ドロップダウンリストで、ソースおよびターゲットの両方のサーバ名とデータベースを選択し
ます。ドロップダウンリストに表示されていないサーバを選択するには、追加を選択し、サー

バの追加ボックスにサーバ名を入力します。

データベース管理
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ステップ 6 [同期（Synchronize）]を選択します。

ステップ 7 確認メッセージのボックスが表示されます。OKを選択して続行します。

ステップ 8 同期ウィンドウが開きます。開始を選択してデータを同期します。プロセスが完了すると、ア
クションが正常に実行されたことを示すメッセージが表示されます。OKを選択して、閉じる
を選択して終了します。プロセスを終了するには、随時キャンセルを選択します。

データベースサーバの設定

ICMDBAを使用すると、サーバを起動または停止したり、限定的なサーバの設定を行うするこ
とができます。

サーバを開始または停止するには、リストからノードを選択し、メニューバーからサーバ >
の起動/停止を選択します。

[設定]オプションを使用すると、SQL Server、管理およびデータサーバ、およびロガーが自動
的に再起動します。ただし、[サーバ]メニューの [停止]オプションを使用する場合は、手動で
ロガーと管理サーバおよびデータサーバを手動で [ICMサービスコントロール]から再起動し
ます。

（注）

手順

ステップ 1 サーバを選択して、メニューバーでサーバ >設定を選択します。設定ウィンドウが開きま
す。

ステップ 2 このウィンドウを使用して、以下の SQL Serverパラメータを変更します。

•ユーザ接続: SQL Serverに一度に接続できる最大ユーザ数を示します。
•ロック (locks) :利用可能なロックの最大数を示します。
•オープンオブジェクト:開いている利用可能なオブジェクトの最大数を示します。

ユーザの接続、ロック、およびオープンのオブジェクトは、SQLサーバが「動的
に割り当てる」ことができます。Unified ICMでは、これらのオプションを変更
することはできないため、グレー表示になっています。

（注）
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•オープンデータベース：開いている利用可能なデータベースの最大数を示します。
•メモリ：SQL Serverの処理に割り当てられるメモリ容量（MB単位）を示します。

SQL Serverのデフォルトの [ダイナミック]の代わりに、特定のメモリ量を設定す
ることもできます。値 0を指定すると、メモリ設定が [ダイナミック]に設定され
ます。

（注）

•復旧間隔：この設定は、チェックポイントの頻度を制御します。
•最大非同期 ID：サーバ全体がファイルに対して発行できる未処理の非同期ディスク入出
力（I/O）要求の最大数を示します。

ステップ 3 サーバの設定が完了したら、OKを選択して操作を完了するか、キャンセルを選択して操作を
変更せずに終了します。

データベースサイズ推定ツール
データベースサイズ推定ツールを使用すると、データベースのサイズを決めるタスクを実行す

ることができます。

データベースサイズ推定ツールは、Cisco Unified ICM、CCEロガー、または HDSデータベー
スのストレージ要件を見積もります。このツールは、環境の設定に関する情報（例えば、エー

ジェント、スキルグループ、コールタイプ等）およびデータベース保持日数を基に要件を見積

ります。初期値を指定するには、ローカルのUnified ICMデータベースから値をロードします。

データベースサイズ推定ツールで値が更新されると、アプリケーションは合計を再計算しま

す。この更新により、スプレッドシートに値が表示され、個々の事項への影響を即座に確認す

ることができます。このツールを使用すると、多様な変化がデータベースのサイズ要件にどの

ように影響するかを確認するために、「what-if」シナリオでの作業を行うことができます。

データベースサイズ推定ツールを使用して、値をXMLファイルとしてローカルマシンに保存
することが可能です。必要があれば、保存したXMLファイルをデータベースサイズ推定ツー
ルに再び読み込み、見積もりの修正を続行することができます。

Cisco Unified ICM / CCEデータベース取得元ダイアログ

データベースサイズ推定ツールでアクセスする [Cisco Unified ICM /CCEデータベース取得元]
ダイアログボックスには、既存のデータベースおよびレジストリの設定が照会されます。次

に、データベースサイズ推定ツールがこのデータを使用して開始値を提供します。これは変更

可能です。

データベース取得ツール ダイアログにアクセスするには、ローカルマシンのデータベースサ

イズ推定ツールでデータベースから読み込むを選択します。

データベース管理
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Cisco Unified ICM/CCEデータベース取得ツールは、ロガーまたは履歴データサーバ（HDS）
データベースを含む任意のUnified ICM /CCEシステムから設定と保持の情報を取得することが
できます。データベースサイズ推定ツールは、データベースサイズ推定ツールが接続されて

いる配置以外の新しいスキーマのデータベースのサイズを計算することができます。

（注）

データベースサイズ推定ツール

以下の手順では、データベースサイズ推定ツールを使い始める方法について説明します。

データベースのサイズ決定のフィールドレベルの説明については、オンラインヘルプを参照

してください。

（注）

手順

ステップ 1 ICMDBAツールでデータベース >推定を選択して、データベースサイズ推定ツールを開きま
す。

ステップ 2 [Cisco Unified ICM /CCEデータベースサイズ推定ツール]ウィンドウが開きます。

データベース管理
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ステップ 3 このウィンドウには、すべてのフィールドの初期デフォルト値が表示されます。フィールド値
を変更すると、データベースサイズ要件は自動的に更新されます。ファイルから読み込むを選

択して外部XMLデータファイルを読み込むと、以前のバージョンまたはCiscoUnifiedICM/CCE
データベース取得ツールダイアログから値を読み込むことができます。

データベースサイズの推定

この手順のステップ 1～ 3は、既存のデータベースを使用する場合にのみ適用されます。（注）
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手順

ステップ 1 既存のデータベースを開始点として使用します。データベースサイズ推定ツールのメインウィ
ンドウで、データベースから読み込むを選択します。Cisco Unified ICM / CCEデータベース
取得ツールダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 サイズの見積もりの開始点として使用するデータベースを選択します。

ステップ 3 取得を選択します。
データベースサイズ推定ツールのメインウィンドウのフィールドには、選択したデータベー

スからの情報が自動的に入力されます。

ステップ 4 シナリオに応じてデータベースの情報を変更します。変更が行われると、必要なデータベース
サイズの値が更新されます。

ステップ 5 進行中の作業を保存するには、ファイルに保存を選択します。

履歴データサーバを使用する管理サーバおよびデータ

サーバの設定
履歴データサーバ（HDS）VMをセットアップするには、以下の 2つの方法があります。

•ドメインにインスタンスが作成されますが、まだ追加されていません。
•ドメインにインスタンスが作成され、すでに追加されています。

HDSとインスタンスの追加の設定

手順

ステップ 1 Cisco Unified ICM / Contact Center Enterpriseをローカルマシンで実行します（まだ実行されて
いない場合）。

ステップ 2 Webセットアップツールをマシンの（どの場所からでも）ブラウザ経由で実行します。イン
スタンス管理で追加を選択し、インスタンスを追加します。

ステップ 3 ローカルマシン上で ICMDBAツールを実行します。履歴データサーバまたは詳細データサー
バデータベースを作成します。

ステップ 4 Webセットアップツールに戻ります。コンポーネント管理の下で、管理およびデータサーバ
でリストページの追加を選択して、Cisco Unified Contact Center Enterpriseインストールおよび
アップグレードガイドの手順に従います。ステップ3を実行しなかった場合、管理サーバおよ
びデータサーバ追加ウィザードは、HDSデータベースが作成されるまでこの手順を実行する
ことはできません。

データベース管理
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次のタスク

データベースサイズ推定ツールを使用してデータベースのサイズを決定し、ICMDBAツール
を使用してデータベースを作成します。

追加されたインスタンスから HDSを設定します

手順

ステップ 1 Cisco Unified ICM / Contact Center Enterpriseのインストーラをローカルマシンで実行します（ま
だ実行されていない場合）。

ステップ 2 Webセットアップツールで、コンポーネント管理の下で、管理およびデータサーバでリスト
ページの追加を選択して、Cisco Unified Contact Center Enterpriseインストールおよびアップグ
レードガイドの手順に従います。ステップ1を実行しなかった場合、管理サーバおよびデータ
サーバ追加ウィザードは、HDSデータベースが作成されるまでこの手順を実行することはで
きません。

次のタスク

データベースサイズ推定ツールを使用してデータベースのサイズを決定し、ICMDBAツール
を使用してデータベースを作成します。

データベースサイズのモニタリング
中央データベースとトランザクションログに使用されている容量を定期的に監視します。ロ

ガーのプロセス毎のログファイルを表示して、データベースのサイズを監視することができま

す。この例のログファイルで示される通り、プロセス毎のログファイルには、ロガーとデー

タベースの利用状況に関する情報が含まれています。
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ロガーでは、データベースで使用されているスペースの割合を示すイベントおよびトレース

メッセージがログに記録されます。これらのファイルは、ロガーのフォルダのサブディレクト

リ（laまたは lb）\logfilesに保存されます。[Unified ICM dumplogユーティリティを使用
して、ロガーのプロセス毎のログファイルを表示することができます。

データベースが 80％ になると、ロガーは中央のデータベースに対するEMS警告メッセージを
ログに記録します。[ 80％ 使用済]警告メッセージは、SNMPまたはSYSLOGを介して、Unified
ICMネットワーク管理ステーションに即時に送信される場合があります。

プロセス毎のログファイルと中央データベースイベントデータの表示の詳細については、

Cisco Unified ICM/Contact Center Enterpriseサービサビリティのベストプラクティスガイドを
参照してください。

（注）

データベースの空き領域を増やす必要があると判断した場合は、Unified ICMサポートプロバ
イダーに問い合わせてください。

データベースがキャパシティに近づいたときのシステム

応答
システムソフトウェアには、中央データベースが容量を使用しつくすことを防ぐ自動チェック

が提供されています。

•警告メッセージ：中央データベースがキャパシティの限度に近づき始めると、システムソ
フトウェアは警告メッセージを発行します。デフォルトでは、データベースの容量が80%
になった時にこの警告が発生しますが、この値を設定することもできます。警告メッセー

ジは、AlarmTrackerに登録されているイベントをトリガします。これは、コンソールウィ
ンドウが EMトレースメッセージに表示されます。
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•パージの調整：データベースの使用率が 80%のしきい値を超える場合、または中央また
は HDSデータベースの容量に近い場合に、最も古い履歴データがパージ調整で自動的に
削除されます。ただし、パージの調整はすぐには行われません。これは、デフォルトのス

ケジュールされたパージ時間（00:30 AM）で発生するか、またはスケジュールされたパー
ジが実行されるように指定した時刻に実行されます。

デフォルトでは、データベースが 80%になっているときにパージの調整が実行されます
が、ロガーの設定時には割合を指定できます。

ロガー用の履歴データベース、

AW-HDS-HDS-HDS-HDS-HDS-hds-hds-hds-hd-hds-hds-hds-hds-hds-hds-hds-hds-hd-dds調整機
能は、データベースの使用率がしきい値を超える場合に有効になります。データベースサ

イズ推定ツールを使用して、データベース要件のサイズを決定します。

パージ調整機能は、 Unified CCEシステムのパフォーマンスに影
響を与えます。パージ調整によるCPUとディスクの使用率が高い
場合、エラーを含むコンポーネントのパフォーマンスに影響が及

ぶ可能性があります。

（注）

データベースからの消去情報の詳細については、Cisco Unified Contact Center Enterpriseイ
ンストールおよびアップグレードガイドを参照してください。

•緊急 /自動パージ：デフォルトでは、データベースが 90%を使用容量を超える場合に、す
べての履歴テーブルからの最も古い履歴データが自動的に削除されます。

自動パージによって、データベースの容量がなくなることはありません。ただし、パージ作業

は、古い履歴データが失われる可能性があることを意味します。

より多くのデータベーススペースの割り当て
中央データベースのサイズが大きくなりすぎている場合は、より多くのスペースを割り当てる

ことができます。中央データベースでより多くのスペースを必要とする場合は、スペースを追

加する前にマスターデータベースをバックアップしてください。Unified CCEサポートプロバ
イダーにより、より多くのスペースを割り当てるオプションがある可能性があります。

ローカルデータベース（AWDB）の初期化
通常は、作成時に自動的に初期化が行われるため、ローカルデータベース（awdb）を初期化す
る必要はありません。作成後にローカルデータベースを初期化する必要がある場合は、これを

行うことができます。
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手順

ステップ 1 [管理ツール]フォルダー内のローカルデータベースの初期化をダブルクリックします。ロー
カルデータベースの初期化メインウィンドウが表示されます。

ステップ 2 開始を選択してデータを転送します。データのコピー時には、各テーブルに対して処理された
行の数が画面に表示されます。

ステップ 3 転送が完了したら、閉じるを選択して終了します。

一般データベース管理
Unified ICMは、1日 24時間実行されるミッションクリティカルなアプリケーションであるた
め、システムソフトウェアは多くの日常的な管理タスクを自動的に行います。一般に、システ

ムソフトウェアは、外部の干渉を最小限に抑えるために、ほとんどのデータベース管理機能を

制御します。

Unified ICM ICM管理者は、複数オプションの Unified ICM管理タスクを実行できます。

•ネットワークオプションの設定
•モニタリングロガーアクティビティ
•データベースのバックアップ
•バックアップからのデータベースの復元
•データベースの差分の比較
•データベースの再同期

システムリソースを節約するには、システムを設定する前にすべての Unified ICMプロセス
ウィンドウを最小化します。

（注）

ロガーイベント
ロガーのプロセスごとのログファイルを表示することによって、最近のロガーのアクティビ

ティを表示することができます。プロセス単位のログファイルコンピュータ上で実行されて

いる特定のプロセスのためのイベントを記録します。これらのファイルは、ロガーのプロセス

（および Unified ICMシステム内の他のノード）に関する問題を診断するのに役立ちます。

また、ロガーイベントデータを中央データベースに表示することもできます。イベント管理

システム（EM）は、イベントを中央データベースに記録します。ロガーによって生成される
エラーおよび警告のイベントについては、特に注意してください。例えば、システムソフト

ウェアは、中央データベースの容量が80%になったときに警告イベントをログに記録します。
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プロセス毎のログファイルと中央データベースイベントデータの表示の詳細については、

Cisco Unified ICM / Contact Center Enterpriseのサービサビリティのベストプラクティスガイド
を参照してください。

データベースのネットワークサポート
SQL Serverセットアッププログラムを使用して、データベースマネージャがサポートするネッ
トワークプロトコルを指定することができます。

正しい順序と状態は以下の通りです。

1. 共有メモリ：有効
2. 名前付きパイプ：有効
3. TCP/IP：有効
4. VIA：無効

SQL Serverのインストールの詳細については、CiscoUnified ICM/Contact Center Enterpriseステー
ジングガイド http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1844/prod_installation_guides_
list.htmlを参照してください。データベースネットワーキングの詳細については、Microsoft
SQL Serverに関するMicrosoftのドキュメンテーションを参照してください。

データベースのバックアップと復元
データベースは、いくつかの理由で消失または破損することがあります。これらすべての理由

から保護することはできないため、バックアップポリシーを準備する必要があります。この

バックアップ戦略は、非冗長の中央データベース設定がある場合に、特に重要となります。た

だし、冗長システムの場合でも、システムの両側が破損するソフトウェアの問題から保護する

ためにバックアップを実行する必要があります。

一般的に使用されるデータベースのバックアップ戦略は以下の通りです。

•スケジュールされたデータベースのバックアップ
•ミラー化されたディスクの設定
•安価なディスクの冗長アレイ（RAID）構成

最後の2つの戦略はシステムパフォーマンスを低下させる可能性もありますが、手動による操
作を必要としないという利点があります。ただし、これらの設定はディスクドライブの障害や

メディアの不良防止となりますが、一部のソフトウェアエラーにより保護されない場合もあり

ます。

単一のデータベース設定では、すべてのタイプのエラーに対して保護されていることを確認し

ます。データを保護するには、SQL Serverに用意されている SQL管理者ツールを使用して、
定期的に中央データベースをバックアップします。

データベースを復元する場合は、最終バックアップ時の状態まで復元することができます。

バックアップ後のトランザクションは失われます。単一データベースの設定では、最大限の

データ保護を確保するために日毎のバックアップが必要です。
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各バックアップ間隔で、データベース全体をバックアップする必要があります。システムソフ

トウェアは、増分バックアップとしてのトランザクションログダンプの使用をサポートして

いません。

（注）

ミラーディスクの使用を含むバックアップ方法の開発に関する一般的な情報については、

Microsoft’s SQL Serverシステム管理者ガイドを参照してください。SQL管理ツールを使用した
データベースのバックアップの詳細については、Microsoft’s SQL管理ツールユーザガイドを
参照してください。

データベースの復元モデル
ロガーをインストールして HDSデータベースを作成すると、ICMDBAツールによってデータ
ベースの復旧モデルが自動的に [シンプル]に設定されます。シンプルモデルは、CCEデータ
リカバリのメカニズムに必要です。

ローカルデータベース（AWDB）を作成すると、ICMDBAツールによって、復旧モデルが一
括ログ記録用に自動的に設定されます。通常、AWDBではサイズが小さくなるため、「シン
プル」の復旧モデルではなく一括ログ復旧モデルを設定しても影響はありません。ただし、必

要に応じて、AWDBの SQLプロパティを変更して、モデルを「シンプル」に設定することは
できます。詳細については、Microsoftのドキュメントを参照してください。

データベースの比較
診断目的で、2つのデータベースのデータが特定のテーブルにあるかどうかを確認できます。
例えば、ICM_Locksテーブルに、中央のコントローラの両側に同じデータが含まれているかど
うかを確認することができます。このタイプの確認は、dbdiff.exeツールが実行します。構
文は以下の通りなります。condition ? true-result : false-result
dbdiff database1.table@host1 database2.table@host2

次に例を示します。

dbdiff cust1_sideA.ICM_Locks@geoxyzlgra cust1_sideB.ICM_Locks@geoxyzlgrb

バッチスクリプト diffconfig.batは、さまざまなテーブルに対して dbdiffを呼び出すこと
により、2つのUnified ICMデータベースを自動的に比較します。構文は以下の通りなります。
condition ? true-result : false-result
diffconfig database1 host1 database2 host2

次に例を示します。

diffconfig cust1_sideA geoxyzlgra cust1_sideB geoxyzlgrb

データベース管理
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データベースの再同期化。
冗長Unified ICMの片方のサイドで、破損したロガーデータベースをもう一方のサイドからコ
ピーして修復することが必要な場合があります。データベースの同期は、DOSコマンドウィン
ドウまたは ICMデータベース管理（ICMDBA）ツールのいずれかを使用して行うことができ
ます。

ICMDBA同期プロセスでは、ターゲット側データが削除され、ソースからデータがコピーされ
ます。例えば、サイド Bデータをデータ側データに同期すると、サイド Bデータはサイド A
に保存されているデータで置き換えられます。

保守ウィンドウでこれらの手順を実行します。（注）

コマンドウィンドウからのデータベース同期

以下の手順では、データベースを同期する方法について説明します。

手順

ステップ 1 ロガーが実行中の場合は、ターゲットデータベースのロガーを停止します。

ステップ 2 そのロガーの VMの DOSコマンドウィンドウで、\icmディレクトリに移動します。

ステップ 3 以下のコマンドを実行します。install\syncloggers <Source_server>
<Source_database> <Target_server> <Target_database>。

ステップ 4 プロンプトが表示されたら、正しいデータベースから設定が削除されていることを確認し、Y
と入力して続行します。

次のタスク

コマンドが完了したら、ターゲットサーバのロガーを再起動します。
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