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概要

この資料はエージェントの状態を READY かない READY として Ring No Answer （RNA）動作
の後で設定 し、キューに再びコールを置くのに必要とされるステップを記述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Unified Customer Voice Portal（CVP）●

Cisco Unified Contact Center Enterprise（UCCE）●

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報は UCCE および CVP バージョン 10.5(3) および それ 以降に基
づいています。

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。

設定



エージェントの状態を CVP RNA の後で規定 し、キューに再びコールを置いて下
さい

CVP セッション開始プロトコル（SIP） 広範囲のコールフロー 環境で適切な RNA 動作を確認す
るために注意深く設定 される必要がある主に 3 つのタイマーがあります。

UCCE エージェントデスク設定 タイマー Ring No Answer 時間●

オペレーションのダイヤル番号で設定される CVP RNA タイマーはコンソール接続を行いま
す（OAMP）

●

Cisco Unified Communications Manager （CUCM）自動転送 タイマー●

用意しないためにエージェントの状態を移動して下さい

CVP RNA の後でエージェントない READY を移動するためにこれらのタイマーを設定 して下さ
い:

エージェントデスク設定 タイマーは設定 するべきではありません（空）●

CVP RNA タイムアウト < CUCM 自動転送 タイマー●

例：

イメージに示すように AW コンフィギュレーションマネージャで、設定される空デスク設定
タイマー。

1.

CUCM 自動転送 タイマー = イメージに示すようにエージェント拡張の 20 秒。2.



CVP タイムアウト = 12 秒 < CUCM 自動転送 タイマー = 20 秒 CVP OAMP > システム > イ
メージに示すようにダイヤル番号 パターン > エージェント拡張パターン。

3.

READY にエージェントの状態を変わって下さい

CVP RNA の後で READY にエージェントを変わるためにこれらのタイマーを設定 して下さい。



CVP RNA タイムアウト < エージェントデスク設定 タイマー < CUCM 自動転送 タイマー

設定例： エージェントデスク設定 RNA = 15 秒 > CVP RNA = 12 秒

前例が、イメージに示すようにより CVP RNA タイマー、大きいエージェントデスク設定 RNA
タイマーを設定 したと他の設定をすべて同じ保存して下さい。

キューでコールを戻して下さい

説明されている設定は RNA の後でエージェントの状態を判別しますが、これはキューに再びコ
ールを置きません。 発生するこれのため:

スキル グループ ステップへのスクリプトのキューへのナビゲート。1.
右クリックして [Properties] を選択します。2.
キュー > キュータイプで、『Change』 を選択 して下さい…3.
イネーブル ターゲット再クエリ チェックボックスをチェックして下さい。4.



注: スクリプト設計はこの資料の範囲外にあります。 これはコールを要求するのに必要とさ
れる最小ステップだけを説明します。 詳細についてはこれで、Cisco Unified ICM/Contact
センター エンタープライズについてはスクリプトを書くおよび Media Routing ガイドを参
照して下さい。 

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

上がる CVP RNA の動作を変更した少数の問題がずっとあります。

CSCvd23158: AD RNA が CVP RNA の前に切れる時利用可能 な エージェント滞在●

CSCuq74727: エージェントは CVP からの RNA タイムアウトの後で準備ができているとど
まる場合がありません バージョン 10.5(2) \ 9.0(4) で組み込まれて ES_59 変更して下さい

●

CSCuu78331: エージェントはない READY にコールが CVP RNA タイムアウトの前か後に廃
棄するとき行きます バージョン 10.5(3) \ 10.5(2) で組み込まれて ES_46 \ 9.0(4) ES_88 変更
して下さい注: この 3 つの欠陥は設定例のために参照されるバージョンである UCCE バージ
ョン 10.5(3) および それ 以降で解決されます。

●

CSCvm82335: ICM エージェントデスク設定 RNA タイマーにより CVP RNA タイマーよりよ
り少しエージェントの状態不整合を引き起こします

●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-user-guide-list.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd23158/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuq74727/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu78331/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm82335/?reffering_site=dumpcr
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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