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一括ジョブの管理
[一括ジョブ（bulk jobs）]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。

各レコードへの変更は、適切なツール（エージェント、ダイヤル番号等）を使用してそのレ

コード上に直接行うのが最適です。

一括ジョブコンテンツファイルはレコードを明示的に作成しますが、次のように暗黙的に関

連するレコードも作成します。

•エージェント一括ジョブコンテンツファイルには、エージェントチーム、スキルグルー
プ、属性、部署のセルが含まれます。これらのセルにコンテンツを入力すると、存在しな

い場合にこれらのオブジェクトが作成されます。

•ダイヤル番号一括ジョブコンテンツファイルには、コールタイプおよび部署のセルが含
まれます。これらのセルにコンテンツを入力すると、存在しない場合にこれらのオブジェ

クトが作成されます。

•コールタイプの一括ジョブコンテンツファイルは部署のセルが含まれます。そのセルに
コンテンツを入力すると、存在しない場合に部署が作成されます。

•スキルグループジョブコンテンツファイルは部署のセルが含まれます。そのセルにコン
テンツを入力すると、存在しない場合に部署が作成されます。

[一括ジョブ（bulk jobs）]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（bulk jobs）]を実行しないでください。

重要
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スーパーバイザは、Bulk Jobsツールにアクセスできません。

一括ジョブのコンテンツファイルテンプレートのダウン

ロード
[一括ジョブ（BulkJobs）]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（BulkJobs）]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。

Packaged CCE Lab Only展開を使用している場合、インベントリコンテンツファイルをダウン
ロードできます。マシンの情報およびクレデンシャルを提供することによりシステムインベン

トリ、ログ収集およびライブデータをイネーブルにするには、このファイルを使用します。こ

のコンテンツファイルの詳細については、http://docwiki.cisco.com/wiki/Packaged_CCEの『Packaged
CCEDocWiki』からアクセスできる『Packaged CCE Lab Only Deployment Information』Wikiペー
ジを参照してください。

（注）

一括ジョブに対する完全なコンテンツファイルテンプレートをダウンロードおよび完成する

には、以下の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Unified CCE Administration] > [管理（Manage）] > [一括ジョブ（Bulk Jobs）]に移動し、[一
括ジョブの一覧（List of Bulk Jobs）]ページを開きます。

ステップ 2 [テンプレート（Templates）]をクリックします。

[テンプレートのダウンロード（Download Templates）]ポップアップウィンドウが開きます。

ステップ 3 使用するテンプレートの[ダウンロード（Download）]アイコンをクリックします。

ステップ 4 [テンプレートのダウンロード（DownloadTemplates）]ポップアップウィンドウを閉じるには、
[OK]をクリックします。

ステップ 5 Microsoft Excelでテンプレートを開きます。

ステップ 6 [ファイル（file）]に入力します。

ステップ 7 入力したファイルをローカルに保存します。

関連トピック

一括ジョブの追加および保守（16ページ）
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コンテンツファイルルール

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。

行が失敗すると、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。

• [エージェント（Agent）]：エージェントチーム、スキルグループ、属性、スーパーバイ
ザチーム、および部署のセルが暗黙的に入力されるエージェントを作成すると、すでにオ

ブジェクトが存在しない場合は、オブジェクトが作成されます（グローバル管理者および

部署の管理者のルールに従います）。

• [ダイヤル番号（Dialed number）]：コールタイプおよび部署が暗黙的に入力されるダイヤ
ル番号を作成すると、すでにオブジェクトが存在しない場合は、オブジェクトが作成され

ます（グローバル管理者および部署の管理者のルールに従います）。

• [コールタイプ（Call type）]：部署が暗黙的に入力されるコールタイプを作成すると、す
でに部署が存在しない場合は、部署が作成されます（グローバル管理者および部署の管理

者の部署フィールドルールに従います）。

• [スキルグループ（Skill group）]：部署が暗黙的に入力されるスキルグループを作成する
と、すでに部署が存在しない場合は、部署が作成されます（グローバル管理者および部署

の管理者の部署フィールドルールに従います）。

コンテンツファイルの更新操作（Content File Update Operations）

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。

•既存の値を変更するには、フィールドに値を入力します。

•既存の値を保持するには、フィールドを空白のままにします。

•既存の値をクリアするには、フィールドに ~を入力します。

コンテンツファイル削除操作

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

• [エージェント（Agent）]：agentidフィールド「または」ユーザ名フィールドに値を入力
して、エージェントレコードを削除します。

一括ジョブの管理
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•ダイヤル番号：ダイヤル番号文字列フィールドおよびルーティングタイプフィールドに
値を入力して、ダイヤル番号レコードを削除します。

• [コールタイプ（Call type）]：名前フィールドに値を入力して、コールタイプレコードを
削除します。

• [スキルグループ（Skill group）]：名前フィールドに値を入力して、スキルグループレ
コードを削除します。

その他のすべてのフィールドは、空白にする必要があります。その他のフィールドに存在する

値は、エラーを生成します。

グローバル管理者および部署の管理者の部署フィールドルール

エージェントのコンテンツファイルの作成および更新操作ルールでは、グローバルおよび部署

のエージェント、スーパーバイザ、およびチームには特定の例外があります（詳細について

は、部署（Departments）を参照してください）。

制約事項

作成または更新処理：

•グローバル管理者は、部署フィールドを空白のままにできます。作成操作では、フィール
ドをブランクにすると、グローバルなエージェントやダイヤル番号が作成されます。更新

操作では、フィールドをブランクにすると、既存の部署が保持されます。

•グローバル管理者はエージェント、ダイヤル番号、コールタイプ、スキルグループで部
署を入力または更新できます。すでに存在しない場合は、これにより部署が作成されま

す。

•グローバル管理者がグローバルエージェント、ダイヤル番号、コールタイプ、またはス
キルグループを作成または更新する場合、既存の関連フィールドはグローバルにすること

ができます。または、任意の部署に存在させることができます。新しく作成された関連

フィールドは、グローバルになります。

•グローバル管理者が部署のエージェント、ダイヤル番号、コールタイプ、またはスキル
グループを作成または更新する場合、既存の関連フィールドはグローバルにすることがで

きます。または、その部署に存在させる必要があります。新しく作成された関連フィール

ドは、その部署に含まれます。

•部署の管理者は、着信番号、コールタイプ、スキルグループの作成や更新を行うとき、
管理する部署のいずれかを入力する必要があります。

•部署の管理者が部署のエージェント、ダイヤル番号、コールタイプ、またはスキルグルー
プを作成する場合、既存の関連フィールドはグローバルにすることができます。または、

その部署に存在させる必要があります。新しく作成された関連フィールドは、その部署に

含まれます。

削除操作の場合：

一括ジョブの管理
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•グローバル管理者は、グローバルおよび部署のエージェント、ダイヤル番号、コールタイ
プ、およびスキルグループを削除できます。

•部署の管理者は、管理する部署に関連付けられているエージェント、ダイヤル番号、コー
ルタイプ、およびスキルグループを削除できます。

一括エージェントコンテンツファイル

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。

説明必須です

か？

フィールド

次のいずれかの値を入力します（大文字と小文字は区別され

ません）。

• CREATE

• UPDATE

• DELETE

はいoperation

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が自動生成されます。

UPDATE操作では、

• agentIDは変更できません

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

いいえagentID

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。

はいuserName

32文字以内で入力します。はいfirstName

32文字以内で入力します。はい姓（lastName）

一括ジョブの管理
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説明必須です

か？

フィールド

最大 256文字までの ASCII文字を入力します。パスワード
は大文字と小文字が区別されます。

デフォルトの [最小パスワード長（Minimum Password
Length）]が [システム（System）] > [設定（Settings）]で設
定されています（エージェントのシステム設定を参照してく

ださい）。

いいえpassword

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。

いいえloginEnabled

最大 255文字でエージェントの説明を入力します。説明が
CREATE操作時に空白のままだと、CREATE操作を実行す
る[一括ジョブ（Bulk Jobs）]の IDに設定されます。

いいえdescription

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。
いいえagentStateTrace

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（Desk Settings）]が適用されます。

いいえagentDeskSettingsName

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。

このエージェントを部署と関連付けると、エージェ

ントはグローバルチームまたはその部署に関連付

けられているチームに所属できます。グローバル

エージェントはグローバルチームだけに属するこ

とができ、部署のチームに所属することはできま

せん。

（注）

いいえagentTeamName

一括ジョブの管理
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説明必須です

か？

フィールド

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
（Skill groups）]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。

いいえskillgroup(s)

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（SkillGroups）]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（Skill Groups）]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（Skill
Groups）]のいずれでもない場合はエラーが生成されます。

いいえdefaultSkillGroup

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。

いいえattributes

一括ジョブの管理
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説明必須です

か？

フィールド

既存のActiveDirectory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。

いいえsupervisorUsername

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。

いいえdomainName

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。

このスーパーバイザが部署と関連付けられると、

スーパーバイザはその部署のチームだけを監督で

きます。スーパーバイザがグローバルスーパーバ

イザの場合、スーパーバイザは任意のグローバル

チームまたは部署のチームを監督できます。

（注）

いいえsupervisorTeams

このエージェントに対する部署。

グローバル管理者の部署のエントリは、その部署がまだ存在

しない場合は作成します。これは、[部署の一覧（List of
Departments）]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。

部署がすでにある場合は、その部署はグローバル管理者また

はその部署を管理する管理者が入力することができます。

いいえdepartmentName

関連トピック

コンテンツファイルルール（3ページ）

一括ダイヤル番号のコンテンツファイル

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。
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説明必須です

か？

フィールド

次のいずれかの値を入力します（大文字と小文字は区

別されません）。

• CREATE

• UPDATE

• DELETE

はいoperation

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。

dialedNumberStringは更新できません。

はいdialedNumberString

一括ジョブの管理
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説明必須です

か？

フィールド

はいroutingType

一括ジョブの管理
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説明必須です

か？

フィールド

このダイヤル番号のルーティングタイプです。値は 1
～ 6です。

• 1（外部音声）：Cisco Unified 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。

• 2（内部音声）：Cisco Unified Communications
Manager電話からかけられるダイヤル番号文字列。

• 3（アウトバウンド音声）：Cisco Outbound Option
Dialerで使用されるダイヤル番号文字列。

• 4（マルチチャネル 1）。Unified E-MailおよびWeb
InteractionManager、SocialMiner、またはサードパー
ティからの要求。

• 5（マルチチャネル 2）。Unified E-MailおよびWeb
InteractionManager、SocialMiner、またはサードパー
ティからの要求。

• 6（マルチチャネル 3）。Unified E-MailおよびWeb
InteractionManager、SocialMiner、またはサードパー
ティからの要求。

マルチチャネルルーティングタイプは、ペリフェラル

ゲートウェイ設定ツールを使用してUnified E-Mailおよ
びWeb InteractionManager、SocialMiner、および/または
サードパーティマルチチャネルにペリフェラルを設定

し、マルチチャネルマシンを外部機器としてシステム

インベントリに追加した場合にのみ使用できます。

これらのマシンのペリフェラルが[システム情報（System
Information）] > [ペリフェラルゲートウェイ
（PeripheralGateway）]タブに表示される順序により、
そのマシンの routingType番号（4、5、6）が決まりま
す。たとえば、SocialMinerのペリフェラルがタブの最
初に表示された場合、routingTypeは 4です。

ペリフェラルゲートウェイ設定を使用したペリフェラ

ルの設定については、 Cisco Packaged Contact Center
Enterprise機能ガイド（http://www.cisco.com/c/en/us/
support/customer-collaboration/
packaged-contact-center-enterprise/
tsd-products-support-series-home.html）を参照してくださ
い。

一括ジョブの管理
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説明必須です

か？

フィールド

外部マシンの追加については、Packaged CCE導入のシ
ステムインベントリを参照してください。

この dialedNumberStringの説明です。255文字以内で入
力します。[説明（description）]フィールドが CREATE
操作時に空白のままになっていると、CREATE操作を
実行する一括ジョブの IDに設定されます。

いいえ[説明（Description）]

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 ofCall 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。

いいえcallTypeName

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

routingTypes 4、5、6に必須値はCisco_Voiceにするか、
既存のメディアルーティングドメイン（Media Routing
Domain）と一致する必要があります。

はい

（routingType
4、5、6
に対し

て）

mediaRoutingDomainName

このダイヤル番号の部署。

グローバル管理者の部署のエントリは、その部署がま

だ存在しない場合は作成します。これは、[部署の一覧
（List of Departments）]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。

部署がすでにある場合は、その部署はグローバル管理

者またはその部署を管理する管理者が入力することが

できます。

いいえdepartmentName

関連トピック

コンテンツファイルルール（3ページ）

一括コールタイプコンテンツファイル

コールタイプ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。

一括ジョブの管理
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説明必須です

か？

フィールド

次のいずれかの値を入力します（大文字と小文字は区別さ

れません）。

• CREATE

• UPDATE

• DELETE

はいoperation

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。

はいname

このコールタイプの説明。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。[説明（description）]
フィールドが CREATE操作時に空白のままになっている
と、CREATE操作を実行する一括ジョブの IDに設定され
ます。

いいえ[説明
（Description）]

エージェントが接続される前に、発信者が待機する秒単位

の最大時間。

正の 32ビット整数のみを使用して秒単位で値を入力しま
す。

いいえserviceLevelThreshold

システムがサービスレベルを計算する方法を指定します。

• 1 = [放棄呼を無視する（Ignore Abandoned Calls）]

• 2 = [放棄呼をマイナスの影響として処理（Abandoned
Calls have Negative Impact）]

• 3 = [放棄呼をプラスの影響として処理（Abandoned
Calls have Positive Impact）]

指定しない場合、このフィールドはシステムのデフォルト

に設定されます。

いいえserviceLevelType

レポートに使用されるバケット間隔の識別子。

指定すると、値は既存のバケット間隔に一致する必要があ

ります。

指定しない場合、このフィールドはシステムのデフォルト

に設定されます。

いいえbucketIntervalName

一括ジョブの管理
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説明必須です

か？

フィールド

このコールタイプの部署。

グローバル管理者の部署のエントリは、まだ部署が存在し

ない場合はそれを作成します。これは、[部署の一覧（List
of Departments）]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。

部署がすでにある場合は、その部署はグローバル管理者ま

たはその部署を管理する管理者が入力することができま

す。

いいえdepartmentName

関連トピック

コンテンツファイルルール（3ページ）

一括スキルグループのコンテンツファイル

スキルグループ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。

説明必須です

か？

フィールド

次のいずれかの値を入力します（大文字と小文字は区別さ

れません）。

• CREATE

• UPDATE

• DELETE

はいoperation

最大 32文字を使用して、スキルグループの名前を入力し
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。

はいname

このスキルグループの説明。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。[説明（description）]
フィールドが CREATE操作時に空白のままになっている
と、CREATE操作を実行する一括ジョブの IDに設定され
ます。

いいえdescription

エージェントが接続される前に、発信者が待機する秒単位

の最大時間。

正の 32ビット整数のみを使用して秒単位で値を入力しま
す。

いいえserviceLevelThreshold

一括ジョブの管理
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説明必須です

か？

フィールド

システムがサービスレベルを計算する方法を指定します。

• 1 = [放棄呼を無視する（Ignore Abandoned Calls）]

• 2 = [放棄呼をマイナスの影響として処理（Abandoned
Calls have Negative Impact）]

• 3 = [放棄呼をプラスの影響として処理（Abandoned
Calls have Positive Impact）]

指定しない場合、このフィールドはシステムのデフォルト

に設定されます。

いいえserviceLevelType

レポートに使用されるバケット間隔の識別子。

指定すると、値は既存のバケット間隔に一致する必要があ

ります。

指定しない場合、このフィールドはシステムのデフォルト

に設定されます。

いいえbucketIntervalName

最大32文字を使用して、メディアルーティングドメイン
（Media Routing Domain）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。

指定する場合、値は既存のメディアルーティングドメイ

ン（Media Routing Domain）に一致する必要があります。

指定しない場合、このフィールドは Cisco_Voiceに設定さ
れます。

UPDATE操作では、mediaRoutingDomainNameを変更でき
ません。このフィールドを空のままにするか、または既存

の mediaRoutingDomainName値を入力します。

いいえmediaRoutingDomainName

このスキルグループの部署。

グローバル管理者の部署のエントリは、まだ部署が存在し

ない場合はそれを作成します。これは、[部署の一覧（List
of Departments）]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。

部署がすでにある場合は、その部署はグローバル管理者ま

たはその部署を管理する管理者が入力することができま

す。

いいえdepartmentName

関連トピック

コンテンツファイルルール（3ページ）

一括ジョブの管理
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一括ジョブの追加および保守
次の手順では、一括ジョブを作成する方法について説明します。一括ジョブの詳細の確認

（Review Bulk Job Details）（16ページ）とオブジェクトの削除も参照してください。

手順

ステップ 1 Unified CCE管理 >管理 >一括ジョブに移動して、一括ジョブを管理（追加、確認、および
削除）します。

ステップ 2 [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 3 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。
ネイティブ文字セットを参照してください。

ステップ 4 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（Content
File）] が確認されます。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

一括ジョブの詳細の確認（Review Bulk Job Details）

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
ブの行をクリックします。ページ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（bulk jobs）]が作成されたときに
入力された [一括ジョブ（bulk jobs）]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）

一括ジョブの管理
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説明フィールド

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（bulk jobs）]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
ルをモニタします。

• [成功（Succeeded）]：一括ジョブのすべ
ての操作が成功しました。

• [一部成功（Partially Succeeded）]：成功し
た操作と成功しない操作がありました。

• [失敗（Failed）]：すべての操作が失敗し
ました。

•キャンセル：このジョブがキューに入っ
ている間に回復不能なエラーが発生した

ため、前の一括ジョブが終了し、バルク

ジョブはキャンセルされています。

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（bulk jobs）]が送信された時間。作成日（Created）

[一括ジョブ（bulk jobs）]が処理状態に入った
時間。

開始（Started）

[一括ジョブ（bulk jobs）]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（bulk jobs）]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）

一括ジョブの管理
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説明フィールド

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

UnifiedWebAdministration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 Administration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（bulk
jobs）]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）

一括ジョブの管理
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