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概要

このドキュメントでは、Non-ICM Picks the Agent（nIPTA）キューからのアクティビティを処理
するアラーム ワークフローを作成する方法を説明します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CIM リリース 4.x に基づくものです。

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。

背景説明

nIPTA キューに送信される E メール アクティビティは、回復してからでないと処理できない場合
があります。  その場合、アクティビティを処理するには 2 つの方法があります。

アクティビティを手動で移動します。これを行うには、nIPTA スキルを持つエージェントに
nIPTA キューをモニタさせるか、あるいはこのキューに項目が入った時点でエージェントに
通知が届くようにする必要があります。 そうすれば、その nIPTA エージェントが、処理対
象のエージェントまたはキューに転送できます。  この nIPTA エージェントは、nIPTA スキ
ル グループのスキルを持つエージェントに限られます。

1.

アラーム ワークフローをセットアップします。 これを行うには、nIPTA キューに対するア
ラーム ワークフローを作成し、そのワークフローが特定のスケジュールまたは指定した特
定の時刻に実行されるようにセットアップします。 これにより、システムは再び External
Agent Assignment Service（EAAS）および Unified Contact Center Enterprise（UCCE）で
E メールを処理できるようになります。

2.



アラーム ワークフローの作成

ここで説明する手順は、nIPTA キューに送信されていたアクティビティを統合キューで処理する
ためのものです。 このタスクに取り組む際は、次の 2 つの点に注意してください。

どの統合キュー（マッピングされたキュー）を組み込むかを把握していること。●

CIM 環境内で設定されたエイリアスのうち、各キューにどのエイリアスがマッピングされて
いるかを把握していること。

●

アラーム ワークフローでは、E メールの送信先であったエイリアスに応じてアクティビティのリ
ダイレクト先キューを決定するため、上記の 2 つの点が重要になります。 このキューは、ルーテ
ィング障害が発生していなければアクティビティが到達していたはずの本来のキューです。

アラーム ワークフローを作成するには、[List] パネルで [New] アイコンを選択し、ワークフ
ローの名前を作成します。

図 1a： 新しいワークフローの作成

1.

ワークフローが作成されると、それが [List] パネルにリストされます。 説明を追加するため
に、[Diagram] タブを選択します。

図 2a： 新しいワークフロー図の作成
 

2.



ワークフローを設定するために、[Start] ノードを図に追加します。  ノードを配置すると、
[Add Start Node] ダイアログボックスが表示されます。   このワークフローの例では、
[Inbound_Email_nIPTA_SG_Service] または特定の nIPTA キューの名前を選択します。

図 3a： [Start] ノードの設定
  

3.

nIPTA キューを選択したら、ワークフローの実行スケジュールを設定します。  このワーク4.



フローは、必要な時刻に 1 回実行できます。 [The workflow should be run once at] オプショ
ン ボタンをクリックして、ワークフローを 1 回実行する時刻を変更します。  以下の例では
、このノードのワークフローが終日 5 分間隔で実行されるように設定されています。 この
ようにすると、nIPTA キューは継続的にスイープされて、アクティビティが EAAS に再ル
ーティングされます。

図 4a： [Start] ノードのスケジュール設定
 

[Start] ノードを設定した後は、[Alarm] ノード、[Branch] ノード、[Queue] ノードを設定しま
す。  [Branch] ノードを作成するには、[Branch] ノード ルールのすべてのキューを追加する
必要があります。 これはアクティビティの宛先を指定するため、右から左へ向かうワーク
フローを作成します。  [Queue] ノードを選択し、ワーフクロー図内のキューごとにノード
を配置します。  ノード オプションを配置するたびに、[Select Queue] ダイアログボックス
が表示されます。ここでノードが表すキューを選択する必要があります。 ノードをキュー
として設定します。
 

5.



[Queue] ダイアログボックスを選択します。
 



キュー ノードを設定した後は、[Add new Branch node] を選択します。  [Branch] ノードが
配置されると、[Branch Rule Configuration] ダイアログボックスが開きます。

図 6a： [Branch] ノードを選択します。
 

6.



[Branch Rule Configuration] ダイアログボックスが開いたら、ノードをマッピングするキュ
ー（またはブランチ）ごとに 1 つのルールを設定する必要があります。注: ブランチ ノード
は、特定のユーザに直接マッピングするなど、他の項目にもマッピングできます。 この例
では、統合キューにマッピングされます。[Branch Rule Configuration] ダイアログボックス
が表示されます。
 

ルールに名前を付けて、条件を指定してから Enter を押します。

7.



このタイプのアラーム ワークフローには、ルールのそれぞれに名前を付けます。 次に、ル
ールを強調表示して条件を設定します。 以下のように条件を設定する必要があります。
Object： e-mail[Attribute]： To e-mail addressOperator： ==[Value]： <E メールの元の送信
先エイリアスをここに記入>*E メールの元の送信先エイリアスが不明な場合、次のクエリを
実行できます。「#### か。、 select recv_email_address, * from egml_email where
activity_id = ####.もう 1 つ注意する点として、ここで指定する E メール エイリアスは、前
のステップで指定したキューにマッピングされているエイリアスです。

 [Branch Node Configuration] で、TRUE 条件を設定してキューにマッピングします。
ルールを設定した後、そのルールが TRUE として評価される場合に使用するブランチ（キ
ュー）を指定する必要があります。

 [This rule is TRUE under the following conditions] オプション ボタンが選択されていること
を確認します。 ターゲットを選択するには、[?] をクリックします。  次に、[Select Target]
ダイアログボックスが表示されるので、これを使用して、このルールに適切なキューまでド
リルダウンできます。注: このワークフローにキュー ノードがまだ配置されていなければ、
このリストは空になります。  このリストの表示内容は、ワークフローに示されているキュ
ーによって決まります。 他のキューについてもステップを繰り返します。



[Branch Node Configuration] で、FALSE 条件を設定してマッピングします。ルールの
TRUE オプションを設定したら、FALSE オプションをセットアップする必要があります。 
この例では、[Exception] キューがこのパスとして指定されています。 あるいは、他のパス
、別の統合キュー、スタンドアロン キュー、または特定のユーザに対して FALSE オプショ
ンをセットアップすることもできます。 どの方法をとるかは、それぞれの企業の業務内容
と、これらの項目の処理方法に依存します。  このオプションは、ブランチ ノードのルール
と一致しない項目を捕捉します。
 

ブランチごとにルールの設定を繰り返し、ルールごとに例外キューの設定（または FALSE
の選択）を繰り返します。  ノードの設定が完了すると、ルールの設定に基づいて自動的に
ブランチ ノードをキューに接続する線が引かれます。 ノードは次のように表示されます。



このワークフロー内に設定する必要がある最後の項目は、[Alarm] ノードです。  プルダウン
を使用して新規 [Alarm] ノードをワークフロー図に配置します。  [Alarm Node
Configuration] ダイアログボックスが開きます。
アラーム ノードを選択し、ワークフロー図に配置して設定します。

[Alarm Rule Configuration] 画面が表示されます。 [Condition] タブを設定します。

8.



[Alarm Rule Configuration] 画面で設定する必要があるタブは、 [Conditions] タブと [True] タ
ブの 2 つです。
 

[Conditions] タブで指定しなければならないのは、[Age minutes] だけです。 [Alarm Rule
Configuration] 画面が表示されます。 [Basic] タブの [True] オプションを設定します。
[True] タブの設定を完了するには、フィルタを作成し、[Basic] サブタブおよび [Advanced]
サブタブの中からそのフィルタのオブジェクトを選択します。上部ペインの [Action] セクシ
ョンで、ドロップダウン リストを選択してフィルタを作成し、フィルタの実行対象オブジ
ェクトとして [Activity] を設定します。  下部ペインにオプションが入力されるので、そこか
らフィルタの基準を選択します。  [Basic] タブで、件名に [Undeliverable] という単語が含ま
れないようにします。  これにより、Activity_Sub_Type が 4 と 5 の項目（設定された配信例
外に一致する E メールと、EAAS で処理されない E メール）がフィルタで除外されます。
 注: このワークフローを頻繁に実行しない場合や、nIPTA キュー内の処理しなければならな
い E メールが多数ある場合は、[Created On] などの別のフィルタ オプションを選択するこ
とを推奨します。 そうすることにょり、キューに戻して処理する E メールの数を制御でき
ます。  処理待ちの電子メールの数を調べて、作業環境や項目を処理するために投入できる
エージェントに応じてオプションを決定してください。 この決定は、それぞれの環境ごと
に異なります。
 



[Alarm Rule Configuration] 画面で、[True] オプションの [Advanced] タブを設定します。

[Advanced] タブで、[Activity] の [Sub Type] として [Email-General] を選択します。 これに
より、Activity_Sub_Type が 1 の項目だけが選択されるようになります。  EAAS プロセスで
は、このサブタイプのルート要求（NEW_TASK 要求）だけを UCCE に送信して処理するた
め、この設定が必須です。  他のサブタイプはいずれも処理されません。



完了すると、アラーム ワークフローが表示されます。 ワークフローの内容は、そこに組み
込んだキューの数によって異なります。 以下に示されているプロセスとドキュメントは、
統合（マッピングされた）UCCE キューを対象としています。図 9a： 完成したアラーム ワ
ークフロー図
 

9.



[Active] フィールドで [Yes] を選択してワークフローをアクティブにします。
 

 

関連情報

Cisco Unified Web and E-Mail Interaction Manager Administrator?s Guide to Routing and●
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Workflows For Unified Contact Center Enterprise
テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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