
一括ジョブの管理

一括ジョブを使用して、コンテンツファイルで指定されたデータに基づき、1回の操作で複数の
個別エージェントおよびダイヤル番号レコードを作成したり、編集したりします。

一括ジョブは、初期セットアップ時にデータを入力したり、シフト間でエージェントのスキル

グループを変更や、複数の新しいエージェントが属する新しいコンタクトセンターを組み込み

など、大規模な変更を組み込んだりするための迅速かつ効率的な方法です。

結婚したエージェントの姓を更新したり、1つまたは 2つのダイヤル番号のコールタイプを更新
したりするなど、個々の変更はAgentsツールまたはDialedNumbersツールでの処理が最適です。

一括ジョブはシステムの負荷が低いときにのみ実行してください。コール負荷が大きな時間

帯は、一括ジョブを実行しないでください。

管理者は、一括ジョブ設定へのフルアクセスが可能です。スーパーバイザは、このツールに

アクセスできません。

重

要

• 一括ジョブ, 1 ページ

一括ジョブ
一括ジョブを使用して、コンテンツファイルで指定されたデータに基づき、1回の操作で複数の
個別エージェントおよびダイヤル番号レコードを作成したり、編集したりします。

一括ジョブは、初期セットアップ時にデータを入力したり、シフト間でエージェントのスキルグ

ループを変更や、複数の新しいエージェントが属する新しいコンタクトセンターを組み込みな

ど、大規模な変更を組み込んだりするための迅速かつ効率的な方法です。

結婚したエージェントの姓を更新したり、1つまたは 2つのダイヤル番号のコールタイプを更新
したりするなど、個々の変更はAgentsツールまたはDialed Numbersツールでの処理が最適です。
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一括ジョブはシステムの負荷が低いときにのみ実行してください。コール負荷が大きな時間

帯は、一括ジョブを実行しないでください。

管理者は、一括ジョブ設定へのフルアクセスが可能です。スーパーバイザは、このツールに

アクセスできません。

重要

一括ジョブのコンテンツファイル

一括ジョブはコンテンツファイルのテンプレートに入力された変更を適用します。コンテンツ

ファイルテンプレートは、.csv形式です。

一括ジョブのコンテンツファイルを実装するには、次の操作を行います。

1 [一括ジョブの一覧（List of Bulk Jobs）]ページの [ダウンロード（Download）]をクリックしま
す。

2 Microsoft Excelで、必要なテンプレート（エージェントテンプレートまたはダイヤル番号テン
プレート）を開きます。

3 ファイルに入力します。

4 入力したファイルをローカルに保存します。

一括ジョブが作成される前にコンテンツファイルの構文が確認されます。データベース関連のエ

ラーや競合がジョブの実行中に報告されます。

一括エージェントコンテンツ計画

エージェントの一括ジョブのコンテンツファイルには、次のフィールドが含まれます。

説明フィールド

CREATEまたはUPDATE（大文字と小文字は区
別されない）

operation（必須）

最大 11桁の一意の文字列を入力します。この
フィールドを空白のままにすると、AgentIDは
自動生成されます。

UPDATE操作では、

• agentIDを変更できません

•このフィールドを空白のままにする場合
は、loginNameが既存のエージェントを参
照する必要があります

agentID（任意）
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説明フィールド

このエージェント用のユーザ名として、最大32
文字の英数字を入力します。

UPDATE操作では、

•このフィールドを空白のままにする場合
は、agentIDが既存のエージェントを参照
する必要があります

• agentIdが既存のエージェントを参照する
場合は、userNameを変更できます。

userName（必須）

32文字以内で入力します。firstName（必須）

32文字以内で入力します。lastName（必須）

32文字以内で入力します。パスワードでは大
文字と小文字が区別されます。 Configuration
Managerで [パスワード長の最小値（Minimum
Password Length）]が設定されていなければ、
サイズの制限はありません。

password（任意）

エージェントがエージェントデスクトップにロ

グインできるかどうかを示します。指定されて

いない場合、デフォルトの trueに設定されま
す。

loginEnabled（任意）

最大 255文字でエージェントの説明を入力しま
す。作成時に説明を空白のままにすると、

「BulkJob ID ####」に設定されます。ここで、
####は作成を実行している一括ジョブの IDで
す。

description（任意）

このエージェントに対してエージェント状態ト

レースが有効かどうかを示します。デフォルト

は falseです。

agentStateTrace（任意）

このエージェントに関連付けられたデスクの設

定を入力します。

CREATE操作における agentDeskSettingsName
のエントリは、その名前のデスク設定がないと

エラーを生成します。

このフィールドを空白のままにすると、システ

ムデフォルトのデスク設定が適用されます。

agentDeskSettingsName（任意）
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説明フィールド

このエージェントがメンバーとなっているチー

ムを入力します。

CREATE操作における agentTeamNameのエン
トリは、チームがまだ存在しない場合はそれを

作成します。これは、[チームの一覧（List of
Teams）]に BulkJob ID ####という記述ととも
に表示されます。ここで ####は一括ジョブの
番号です。

agentTeamName（任意）

このエージェントが関連付けられているスキル

グループを「;」文字で区切って入力します。
例：sales;billing;support

CREATE操作における skillgroupのエントリは、
スキルグループがまだ存在しない場合はそれを

作成します。これは、[スキルグループの一覧
（List of Skill Groups）]に BulkJob ID ####とい
う記述とともに表示されます。ここで ####は
一括ジョブの番号です。

UPDATE操作でこのブランクを残しておくと、
そのエージェントに関するすべてのスキルグ

ループアソシエーションが削除されます。

skillgroup（任意）

このエージェントに関連付けられているデフォ

ルトのスキルグループを入力します。この

フィールドを指定する場合は、エージェントに

対して定義されたスキルグループを参照する必

要があります。

UPDATE操作で、値がエージェントのスキル
グループのいずれでもない場合はエラーが生成

されます。

このフィールドを空白のままにすると、システ

ムのデフォルトのスキルグループが適用されま

す。

defaultSkillGroup（任意）
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説明フィールド

これらのフィールドは、「;」文字で区切られた
名前 =値ペアです。ここで、=値は既存の属性
に対して任意となります。たとえば、

english=true;sales=7などです。

属性ツールに直接、または一括ジョブを使用し

てデータ型（Booleanまたは Proficiency）と値
（trueまたは9）を持つ属性を追加すると、デー
タ型が定義および保護され、その値がデフォル

トとして設定されます。

属性はまだ属性ツールに存在しない場合、値の

ない属性名を入力するとエラーが生成されま

す。たとえば、englishがまだ属性でない場合、
englishはエラーを返します。

データ型を変更することはできませんが、値を

変更することはできます。 englishが trueとし
て作成された場合、englishを入力すると一括更
新では trueの値が保持されます。 english=false
と入力することもできます。これは、エージェ

ントの属性値を falseに設定し、属性のデフォ
ルト値を trueのままにします。 english=10と入
力することはできません。

エージェントの属性値をクリアして、一括更新

で属性のデフォルト値を再設定するには、english
などの属性名を指定します。

CREATE操作における attributeのエントリは、
属性がまだ存在しない場合はそれを作成しま

す。これは、[属性の一覧（List of Attributes）]
に BulkJob ID ####という記述とともに表示さ
れます。ここで####は一括ジョブの番号です。

attributes（任意）

既存の Active Directoryのユーザ名を入力しま
す。このフィールドが有効な場合、エージェン

トのスーパーバイザフラグが trueに設定されま
す。無効なエントリまたは空白のフィールド

は、エージェントのスーパーバイザフラグを

falseに設定します。

supervisorUsername（任意）

supervisorUsernameが存在する Active Directory
ドメイン名を入力します。このフィールドが空

白の場合、システムによってデフォルトのドメ

イン名が入力されます。

domainName（任意）
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説明フィールド

このスーパーバイザによって監視されるチーム

の名前を「;」文字で区切って入力します。例：
team1;team2;team3このフィールドに入力して
も、supervisorUserNameを空白のままにすると
エラーが生成されます。

CREATE操作における supervisorTeamsのエン
トリは、チームがまだ存在しない場合はそれを

作成します。これは、[チームの一覧（List of
Teams）]に Bulk Job ID: ####という記述ととも
に表示されます。これは一括ジョブの番号で

す。

UPDATE操作で、このフィールドを空白のまま
にすると、エージェントは、いずれのチームに

対してもスーパーバイザから除外されます。

supervisorTeams（任意）

コンテンツファイル作成操作

コンテンツファイルのスプレッドシートは、次の CREATEルールに従います。

•スプレッドシートのすべての列が存在する必要がありますが、任意のフィールド用のセルは
空白のままにしてもかまいません。

•ファイル内の行は順番に処理されます。いずれかのポイント（いずれかの行）でコンテンツ
ファイルに障害が発生する可能性があり、その場合は、その行まで（ただし、その行は含ま

ない）が追加または更新されます。

•エージェントコンテンツファイル内のエントリである agentTeamName、supervisorTeams、
Skill Group、および Attributeは、オブジェクトがまだ存在しない場合にオブジェクトを作成
します。たとえば、エージェントコンテンツファイルの agentTeamNameフィールドのエン
トリは、該当するチームがチームの一覧にまだ存在していない場合にそのチームを作成しま

す。このように作成されたオブジェクトは、[...の一覧（List Of...）]ページに、「一括エー
ジェントによる自動生成（Auto generated by bulk agent）」という説明付きで表示されます。

• agentDeskSettingsNameのエントリは、その名前のデスク設定がない場合にエラーを生成しま
す。

•その行よりも前のすべての追加または更新は正常に行われますが、後続の作成および更新操
作は失敗します。

コンテンツファイルの更新操作

コンテンツファイルのスプレッドシートは、次の UPDATEルールに従います。

•既存のレコードを変更するには、フィールドに値を入力します。
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•既存のレコードをクリアするには、フィールドを空白のままにします。

•ダイヤル番号コンテンツファイル内の dialedNumberStringまたは routingTypeは更新できませ
ん。

一括ダイヤル番号コンテンツ計画

ダイヤル番号の一括ジョブのコンテンツファイルには、次のフィールドが含まれます。

説明フィールド

CREATEまたはUPDATE（大文字と小文字は区
別されない）

operation（必須）

このダイヤル番号の dialedNumberString。最大
25文字を使用して、ルーティングタイプ用に
一意の文字列値を入力します。有効な値は、英

数字、+、および@です。UPDATE操作では、
dialedNumberStringを編集できません。

dialedNumberStringは更新できません。

dialedNumberString（必須）

このダイヤル番号のルーティングタイプ。値

は次のとおりです。

• 1（外部音声）：これは、Cisco Customer
Voice Portal（CVP）からの音声コールに適
用されるダイヤル番号文字列用に選択しま

す。

• 2（内部音声）：これは、Cisco Unified
Communications Manager（CUCM）電話か
らかけられるダイヤル番号文字列用に選択

します。

• 3（アウトバウンド音声）：これは、Cisco
OutboundOptionDialerで使用されるダイヤ
ル番号文字列用に選択します。

• 4（マルチチャネル）：これは、電子メー
ルやWebチャットで顧客と対話しなけれ
ばならないエージェントにルーティングさ

れたダイヤル番号文字列用に選択します。

routingTypeは更新できません。

routingType（必須）
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説明フィールド

この dialedNumberStringの説明です。 255文字
以内で入力します。入力する文字に制限はあり

ません。作成時に説明フィールドを空白のまま

にすると、「BulkJob ID ####」に設定されま
す。ここで、####は作成を実行している一括
ジョブの IDです。

description（任意）

最大 32文字を使用して、コールタイプの名前
を入力します。有効な文字はピリオド（.）、
アンダースコア（_）、および英数字です。最
初の文字は英数字にする必要があります。

CREATE操作における callTypeNameのエント
リは、コールタイプがまだ存在しない場合はそ

れを作成します。これは、[コールタイプの一
覧（List of Call Types）]に BulkJob ID ####とい
う記述とともに表示されます。ここで ####は
一括ジョブの番号です。

callTypeName（任意）

routingTypes 1、2、および 3のオプション。指
定する場合は、Cisco_Voiceにする必要があり
ます。

routingType 4に必要です（マルチチャネル）。
Configuration Managerツールで定義する必要が
あります（メディアルーティングドメインの

一覧）。

CREATE操作において、
mediaRoutingDomainNameのエントリは、その
名前のメディアルーティングドメインがない

とエラーを生成します。

mediaRoutingDomainName

コンテンツファイル作成操作

コンテンツファイルのスプレッドシートは、次の CREATEルールに従います。

•スプレッドシートのすべての列が存在する必要がありますが、任意のフィールド用のセルは
空白のままにしてもかまいません。

•ファイル内の行は順番に処理されます。いずれかのポイント（いずれかの行）でコンテンツ
ファイルに障害が発生する可能性があり、その場合は、その行まで（ただし、その行は含ま

ない）が追加または更新されます。

• Dialednumberコンテンツファイル内の callTypeNameのエントリは、オブジェクトがまだ存
在していない場合にオブジェクトを作成します。このように作成されたオブジェクトは、[...
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の一覧（List Of...）]ページに、[一括 DNによる自動生成（Auto generated by bulk DN）]とい
う説明とともに表示されます。

•その行よりも前のすべての追加または更新は正常に行われますが、後続の作成および更新操
作は失敗します。

コンテンツファイルの更新操作

コンテンツファイルのスプレッドシートは、次の UPDATEルールに従います。

•既存のレコードを変更するには、フィールドに値を入力します。

•既存のレコードをクリアするには、フィールドを空白のままにします。

•ダイヤル番号コンテンツファイル内の dialedNumberStringまたは routingTypeは更新できませ
ん。

一括ジョブの追加

一括ジョブ（追加、確認、および削除）を保持するには、[UnifiedCCE管理者による管理（Unified
CCE Administrator Manage）] > [その他（Other）] > [一括ジョブ（Bulk Jobs）]インターフェイスに
移動します。

これによって、[一括ジョブの一覧（List of Bulk Jobs）]ウィンドウが開きます。

手順

ステップ 1 [新規（New）]をクリックして、[新規一括ジョブ（New Bulk Job）]ウィンドウを開きます。

ステップ 2 任意の [説明（Description）]フィールドに、255文字以内で一括ジョブの説明を入力します。

ステップ 3 必須の [コンテンツファイル（Content File）]フィールドで、この一括ジョブ用に完成させたコン
テンツファイルを参照します。一括ジョブが作成される前にコンテンツファイルが確認されま

す。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

関連トピック

エージェント

ダイヤル番号

一括ジョブの詳細の確認

一括ジョブの詳細を確認するには、[一括ジョブの一覧（List of Bulk Jobs）]ページで一括ジョブ
の IDのリンクをクリックします。 [コンテンツファイルのダウンロード（Content FileDownload）]
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と [ログファイルのダウンロード（Log File Download）]を除いて、ページ内のフィールドは表示
専用です。

説明フィールド

一括ジョブが作成されたときに入力された一括

ジョブの IDと説明、および選択されたタイプ
を示します。

ID、説明、およびタイプ（ID, Description, and
Type）

次のいずれかを示します。

• [キューに登録済み（Queued）]：一括ジョ
ブがキューに登録され、それより前に送信

されたジョブが完了したら処理されます。

複数の一括ジョブが実行された場合、それ

らは作成順に実行されます。

• [処理中（Processing）]：一括ジョブが処理
中です。 進捗状況を確認するには、[ログ
ファイルのダウンロード（Log File
Download）]をクリックしてログファイル
を監視します。

• [成功（Succeeded）]：一括ジョブの中の
All CREATEおよびUPDATE操作が正常に
終了しました。

• [一部成功（Partially Succeeded）]：一部の
CREATEまたは UPDATE操作が正常に終
了し、その他は失敗しました。

• [失敗（Failed）]：すべての CREATEおよ
び UPDATE操作が失敗しました。

• [キャンセル（Cancelled）]：一括ジョブが
キューに入った状態のときに別の一括ジョ

ブが失敗した場合、この一括ジョブはキャ

ンセルされます。

状態（State）

一括ジョブが開始された管理およびデータサー

バのホスト名が保存されます。一括ジョブが削

除されると、一括ジョブのコンテンツファイル

とログファイルは、このホストから削除されま

す。

ホスト（Host）

一括ジョブが送信された時間。作成日（Created）

一括ジョブが処理状態に入った時間。開始（Started）
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説明フィールド

一括ジョブが完了または失敗した時間（処理状

態から抜け出した時間）。

完了（Finished）

一括ジョブが処理状態であった時間。この時間

は、[完了（Finished）] - [開始（Started）]から
計算されます。

合計時間（Total Time）

この一括ジョブのために送信されたコンテンツ

csvファイルを開くには、[ダウンロード
（Download）]をクリックします。このファイ
ルを開いたり保存したりするには、認証が必要

です。導入方式に 2つの管理とデータサーバ
ホストが含まれている場合、一括ジョブが表示

されているホストとは異なるホスト上のUnified
CCEWeb管理を使用してジョブを作成したので
あれば、このボタンは無効です。

コンテンツファイル（Content File）

この一括ジョブのログファイルを開くには、

[ダウンロード（Download）]をクリックしま
す。ジョブがまだ処理中の場合は、再度 [ダウ
ンロード（Download）]をクリックし、ジョブ
の進捗が更新されるのを確認します。このファ

イルを開いたり保存したりするには、認証が必

要です。導入方式に 2つの管理とデータサー
バホストが含まれている場合、一括ジョブが表

示されているホストとは異なるホスト上の

Unified CCE Web管理を使用してジョブを作成
したのであれば、このボタンは無効です。

ログファイルは、一括ジョブごとに生成されま

す。ログファイルは一括ジョブが削除される

まで保持され、実行された各操作の詳細だけで

なく、一括ジョブが正常に完了したか、障害が

発生したかどうかを示す要約が含まれていま

す。

ログファイル（Log File）

Packaged CCE アドミニストレーションガイドリリース 9.0(x)    
   0 11

一括ジョブの管理

一括ジョブの詳細の確認



一括ジョブの削除

手順

ステップ 1 一覧ウィンドウを開き、該当の一括ジョブ IDに対応する [削除（Delete）]アイコンをクリックし
ます。

ステップ 2 確認メッセージに対処します。これにより一括ジョブ、そのコンテンツファイル、ログファイ

ルがそれを作成したホストコンピュータから削除されます。

キューにある一括ジョブ、完了した一括ジョブ、または失敗した一括ジョブを削除できます。

処理中の一括ジョブは削除できません。

導入方式に 2つの管理とデータサーバホストが含まれている場合、一括ジョブが作成された
Unified CCEのWeb管理ホストから一括ジョブを削除する必要があります。

   Packaged CCE アドミニストレーションガイドリリース 9.0(x)
12 0  

一括ジョブの管理

一括ジョブの削除
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