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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上
の注意

コールの録音（拡張バージョンおよびプレミアム バージョンのみ）

システム管理者が有効にした場合は、IP Phone で受信する任意のコールを録音できます。
エージェントは作成した録音を再生できません。再生できるのはスーパーバイザのみで
す。

コールの録音を開始するには、コールが対応中の状態で [ オプション
キーを押します。[ ン（Options）] メニューから [ ロクオンカ
Recording）] を選択 画面の状況表示行に [ ロクオン（Rec）]
コールの録音を停止 、[ オプション（Option）] ソフトキーを
（Options）] メニュ クオンテイシ（Stop Recording）] を選択

モニタ / 録音の

スーパーバイザがコ ニタまたは録音すると、システムの設定
ジェントに通知され あります。

通知がオンになって 、スーパーバイザがコールのモニタ、録
を行うと、ステータ のいずれかが表示されます。

 • [ ロクオン（R 音中）

 • [ モニタ（Mon タ中）

 • [ ロクオン / モ c/Mon）]（録音およびモニタ中）
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（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）
をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメン
トの参考和訳です。リンク情報につきましては、
日本語版掲載時点で、英語版にアップデートが
あり、リンク先のページが移動 / 変更されてい
る場合がありますことをご了承ください。
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内
容については米国サイトのドキュメントを参照
ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パー
トナー、または、弊社担当者にご確認ください。
シスコシステムズ合同会社
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3 共通タスク
4 ログアウト

3 共通タスク

ョウタイ（State）] ソフトキーを押すか、[ ジョウ
適切な状態を選択します。メニューには、現在の
ています。現在のエージェント状態は、画面の下

には、[ トウケイ（Stats）] ソフトキーを押してか
 Stats）] 画面で [ ジョウタイ（State）] ソフトキー

変更した場合は、画面に表示されているエージェ
面上の状態は [ ツウワチュウ（Talking）] のまま
と、ただちに新しい状態が表示されます。

変更、またはログアウトするたびに、理由コード
のコードは、管理者が設定します。

ら適切な理由コードを選択します。すでに [ ジュ
いても、再度 [ ジュシンフカ（Not Ready）] を選
力できます。

たは [ サギョウフカ（Work Not Ready）] に変更す
れる場合があります。後処理データの記述は、管

から適切な後処理データの記述を選択します。

グインしているときにいつでも表示できます。表
って設定されます。

ケイ（Stats）] ソフトキーを押します。

発信者データの表示

よびコール中に表示されます。[ ハッシンシャ
データのタイプは、管理者が指定します。

（CData）] ソフトキーを押します。

面が表示されているときに、発信などのコール制
rvices）] を押して、通常の電話表示画面に戻る必
画面のタイトル

メニュー 
オプション

ソフトキーの

定義

ステータス行

発信者データは、電話が鳴ったとき、お
データ（Caller Data）] 画面に表示される

発信者データを表示するには、[C データ

[ ハッシンシャデータ（Caller Data）] 画
御処理を行うには、まず [ サービス（Se
要があります。
1 ログイン
IP Phone Agent でデータの入力が必要とされるタスクは、ログインだけです。

ステップ 1 IP Phone のサービス ボタンを押して、[ サービス（Services）] メニューを表示しま
す。

ステップ 2 メニューから [IP Phone Agent] サービスを選択します（サービス名は、システム管理
者が設定した方法によって異なります）。[ エージェントノログイン（Agent Login）] 
画面が表示されます。

ステップ 3 エージェント ID（[ID] ではなく [ ナマエ（Name）] が表示されている場合はエー
ジェント名）、パスワード、および内線番号を対応するフィールドに入力します。

フィールド間の移動には、スクロール キーを使用します。誤って入力した
場合は、<< ソフトキーを使用すると、入力を 1 文字ずつ削除できます。

（注） IP Phone の [ エージェントノログイン（Agent Login）] 画面は、文
字と数字の両方を受け付けるように設定されている場合がありま
す。番号キーを押すと、その数字と、対応する文字のメニューが表
示されます （たとえば、4 キーを押した場合、g、h、i、4、G、H、
I を含むメニューが表示されます）。入力する文字が強調表示される
まで番号キーを押します。キーを押すことを止めると、選択した文
字がフィールドに表示されます。

ステップ 4 [ ソウシン（Submit）] ソフトキーを押して、ACD にログインします。エージェント
状態が、自動的に [ ジュシンフカ（Not Ready）] に設定されます。

2 IP Phone Agent 画面

時刻と日付 プライマリ内線

エージェント状態の変更

エージェント状態を変更するには、[ ジ
タイノヘンコウ（Change State）] 画面で
状態から変更できる状態だけが表示され
の行に常に表示されています。

コール中にエージェント状態を変更する
ら、[ スキルトウケイジョウホウ（Skill
を押します。

（注） コール中にエージェント状態を
ント状態が変更されません。画
になります。コールが完了する

理由コードの入力

状態を [ ジュシンフカ（Not Ready）] に
の入力を求められる場合があります。こ

理由コードを入力するには、メニューか
シンフカ（Not Ready）] の状態になって
択することにより、別の理由コードを入

後処理データの入力

状態を [ サギョウカ（Work Ready）] ま
るたびに、後処理データの入力を求めら
理者が設定します。

後処理データを入力するには、メニュー

スキル統計情報の表示

スキル統計情報は、IP Phone Agent にロ
示されるスキル統計情報は、管理者によ

スキル統計情報を表示するには、[ トウ


