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コンタクトセンターのスーパーバイザがエージェントのパフォーマンスと顧客満足度を最適
化できるように強化 

多くの企業にとって、コンタクトセンターは顧客との戦略的な接点です。個々のプラスのカスタマーエクスペリエン

スは、販売の増加や顧客ロイヤルティの向上など、企業のビジネス目標をサポートします。しかし、顧客の要求を満

たすための日々のプレッシャーにより、コンタクトセンターのスタッフとプロセスを企業のビジネス目標に合わせる

ことが、それが販売パフォーマンスであっても収益性であっても、課題となる可能性があります。 

これらの期待に対処するために、コンタクトセンターのスーパーバイザが尽力する必要があります。ビジネスの目標

とカスタマーエクスペリエンスおよびエージェントの行動のバランスを取ることは、スーパーバイザの仕事です。企

業がコンタクトセンターで効率的、効果的、お客様重視のサービスを提供できるように、スーパーバイザはチームの

パフォーマンスを管理するために必要なツールを備えている必要があります。 

Cisco Webex® Workforce Optimization は、スーパーバイザエクスペリエンスを変革し、スーパーバイザがシンプル

かつ柔軟な表示でより多くのデータとより強力なツールにアクセスして、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供

するためにチームをリードする備えができるようにします。 

強力な Webex Workforce Optimization スイートには以下が含まれます。 

● 通話の録音と品質管理 

● ワークフォース管理 

● 分析 

アプリケーションスイート：  

通話の録音と品質管理 Cisco Webex Workforce Optimization の通話の録音および品質管理コンポーネン
トは、非常にスケーラブルな音声および画面通話記録および品質評価ソリュー
シ ョンで、エージェント、ナレッジワーカー、およびスーパーバイザをあらゆる
場所でサポートします。  

● 通話の録音は、コンプライアンスおよびトランザクションの検証のために、
エ ージェントまたはナレッジ ワーカーの通話を 100 % 記録でき、オンデマン
ドの記録とアーカイブも行えます。また、記録内容を検索し、再生するための
検索および再生アプリケーションも含まれます。 

● 品質管理では、オーディオおよび画面の通話のレコーディング、品質評価、パ
フォーマンス ダッシュボード、レポートを提供します。 

通話の録音および品質管理アプリケーションの主な機能は次のとおりです。 

● 音声および画面レコーディング 

● ライブ音声および画面モニタリング 

● ワークフローベースのコンタクトのレコーディング 

● ポイントおよびパーセンテージベースのスコア、セクションおよび質問レベルの重
み付け、無制限の数のセクションおよび質問を含む、設定可能な品質評価フォーム 

● 重要な企業データや顧客データを録音に追加して、検索と取得を容易にする機
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アプリケーションスイート：  

能を利用できる、カスタマイズ可能なメタデータフィールド 

● レコーディングエクスポートアプリケーションを使用してコンプライアンスお
よびトランザクション検証のためにコールを一括でエクスポートする機能 

● コンプライアンスおよびトランザクション検証のための 100％ 音声レコーディング 

● エージェント以外のレコーディングまたはナレッジワーカーのレコーディング 

● 任意のチャネル（チャット、電子メール、ソーシャルメディアなど）を介した
顧客とのやり取りの品質を評価、採点、およびレポートする機能 

● コンタクトセンターマネージャによる評価者のベンチマーク評価を可能にする
評価のキャリブレーション機能 

● 設定可能なグラフィカルレポート 

● 評価ワークフローを合理化するロールベースのアラート 

● 録音したコールをすばやく簡単に検索できる高度な検索機能 

● 録音ファイルを .wav または Windows メディア形式でエクスポートする機能 

● 容易な実装と使用 

● 決済カード業界（PCI）データセキュリティコンプライアンス 

● 電子メールまたは既存の Simple Network Management Protocol（SNMP）
ベ ースのネットワークモニタリングソリューションを介してアラートを送信で
きるシステムモニタリングおよび通知ユーティリティで、イベントの記録とコ
ール詳細レコード（CDR）を照合することもできます。 

● 回線が録音されているという安心感を提供するリアルタイムレコーディングス

テータスアプリケーション 

● サーバのフェールオーバーが発生した場合に信頼性を確保するのに役立つ複数

のレコーディングストレージの場所 

● ワークフローによる画面録画および画面のみの自動録画 

● 耐障害性をサポートするレコーディングサービスの冗長性とロードバランシング 

● 複数の Unified Contact Center Express の同期 

● レコーディングへのハイパーリンクアクセス。顧客関係管理（CRM）データ

ベ ースから録音に直接アクセスして再生およびレビューできます。 

通話の録音および品質管理ソフトウェアは、次の 3 つの録音方式をサポートして
います。 

1. デスクトップ録音は、録音されたユーザの PC で実行されるソフトウェア録
音サービスです。 

2. ネットワークベースの録音では、Cisco Unified Communications Manager
（UCM）の指示の下で、録音されたユーザの IP フォンの組み込みブリッジから
送信されるテレフォニーパケットを受信し、ユーザの CTI イベントを処理する録
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アプリケーションスイート：  

音サーバの録音ワークフローによって制御される、録音サーバを使用します。 

3. Cisco Unified Border Element（CUBE）ゲートウェイの録音には、CUBE か
ら録音サーバへのメディア分岐が含まれ、これにより、ユーザのワークフ
ロ ー設定に従って通話の録音および品質管理システムに暗号化およびアップ
ロードされます。 

Webex Workforce Optimization の通話録音と品質管理には、次の機能が含まれます。 

● エージェント、スーパーバイザ、および評価者ロールのユーザエクスペリエン
スの向上 

● タイムライン、ビジュアルコメント、メタデータのタグ付けを含む音声エネル
ギーバー。これにより、品質分析プロセスを迅速化し、評価のコンテキストを
追加します。 

● トークオーバーおよび無音のスピーチエネルギーデータ。これにより、評価者は
潜在的なカスタマーサービスの懸念に迅速にフラグを立てることができます。 

● エージェントの自己評価オプション 

● エージェントのホットデスキングまたはホテリング、およびエージェント以外
のエクステンションモビリティ。これにより、ユーザは特定の場所または特定
のデバイスで作業する必要がなくなります 

すべての通話の録音タイプで、確立されたビジネス基準を満たす場合、対象のト
ランザクションが選択され、処理されます。 

● スーパーバイザは、重要なパフォーマンスメトリックに対してトランザクション
をレビューおよびスコアし、品質向上とトレーニングのためのイニシアチブを
作成します。 

● 個人およびチームのパフォーマンスレポートには、チームおよびエージェントレ
ベルでの品質向上とトレーニングのイニシアチブを促進する傾向が示されます。 

● 実際のコールを使用して、既存のエージェントコーチングシステムのベストプ
ラクティストレーニングモジュールを作成できます。通話の録音および品質管
理ソフトウェアは、Webex Workforce Optimization ワークフォース管理とと
もに、品質管理プロセスを合理化し、必要なときに標準規格が満たされ、ト
レ ーニングと改善が実施されるようにします。 

ワークフォースマネジメ

ント（WFM） 

最新のワークフォースマネジメントソリューションは、スケジューリングをデジ
タル化するだけでは不十分です。従業員が効率的に作業を行えるようにする必要
があります。従業員の向上に役立つ必要があります。Cisco Webex Workforce 
Optimization ワークフォースマネジメントは、従業員の能力を最大限に引き出す
ツールセットを提供します。面倒なスケジューリングからマネージャを解放し、
戦略的な改善に集中し、リアルタイムのフィードバックとゲーミフィケーション
に関与できるようにします。 

平均的なコンタクトセンターが予算の 65％ を人的リソースに費やしている場
合、バランスの取れたスタッフ配置が顧客サービス、顧客満足度、効率性、およ
びコストに大きな影響を与える可能性があります。しかし、多くのコンタクト
セ ンター、特にハイエンドのパッケージソリューションを購入できない小規模な
センターでは、従業員の管理が複雑になる可能性があります。ワークフォースマ
ネジメントはシンプルな統合を提供します。学習が簡単で、マネージャやスーパ
ーバイザが簡単に使用できます。 
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アプリケーションスイート：  

図 1 は、コンタクトセンターマネージャが、個々のエージェントのパフォーマンスの概要にいつでもすばやくアクセスできる方
法の例を示しています。 

 

  

Cisco Webex Workforce Optimization スコアカード 

 ワークフォースマネジメントアプリケーションの主な機能は次のとおりです。 

● 予測とスケジューリング 

● リアルタイムの遵守管理 

● スケジュールおよびシフトトレードへのエージェントアクセス 

● マルチスキルエージェントキューイング 

● アラートと通知 

● 要求の自動承認 

● スーパーバイザ用のエージェントスケジュールの表示。これにより、単一の統

合画面でエージェントとチームのスケジュール、遵守、カバレッジの表示を確

認できます。 

● ドラッグアンドドロップによるスケジュール編集。これにより、スーパーバイ

ザは迅速かつ簡単にスケジュールを変更し、パフォーマンスへの影響をプレ

ビ ューして、変更を実稼働に反映できます。 

● エージェントのスケジューリングを改善するための日中の動的スケジューリン

グと動的対応可否 
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アプリケーションスイート：  

● プロジェクトのスケジューリング 

● エージェントのスケジュールをサービスレベルの目標に一致させるための縮小

計画および日中調整機能 

● 100％ Web ブラウザベースのユーザインターフェイス 

● スケジュールを表示するスーパーバイザ用のウィジェット、指定したエージェン

トまたはエージェントグループの遵守追跡、または選択したサービスキューの

目標と実際のサービスレベルを含む、ロールベースのユーザダッシュボード 

● サードパーティアプリケーションへのハイパーリンク機能（トレーニングや e 

ラーニングなどの統合をサポート） 

● マルチチャネル予測の非インタラクティブとインタラクティブの連絡先オプ

ションを区別する機能 

● iCalendar フィード。これにより、エージェントは、任意のカレンダーに従業

員管理スケジュールを登録および公開できます 

● 縮小、遵守状態マッピング、およびサービスキューグループページのための更

新されたユーザインターフェイス 

● 監査証跡とレポート 

Webex Workforce Optimization の従業員管理アプリケーションは、以下の機能を
備えた次世代コンタクトセンターに最適なソリューションです。 

● 過去の傾向に基づいてコンタクトの量と分布を正確に予測する 

● カスタマイズされたワークシフトポリシーに基づいて、ターゲットサービスレ

ベルを満たすようにコンタクトセンターの担当者をスケジュールする 

● 日中のダッシュボードとリアルタイムの遵守の表示によりコンタクトサービス

レベルを管理する 

● マルチチャネルコンタクトセンターサポートのチャネルタイプごとに独自のビ

ジネスルールを適用する 

分析 Cisco Webex Workforce Optimization 分析は、組織がデータに基づくインサイト
を得て、カスタマーエクスペリエンスを向上させ、顧客とのすべてのインタラク
ションで収益を上げるのに役立ちます。 

企業は、インタラクションを分析し、顧客、従業員、ビジネスに関する貴重な発
見を行うことができます。高度な音声分析、デスクトップ分析、およびテキスト
分析により、組織はコンタクトセンターに埋もれたインテリジェンスの宝庫を開
くことができます。 

コンタクトセンターのマネージャが、あらゆる顧客とのインタラクションを使用
可能なデータに変換できるようにします。次に、そのデータを主要なトレンドに
抽出し、インサイトを抽出してビジネス全体の収益性の高い変化を促進します。
図 2 と図 3 は、Webex Workforce Optimization に含まれる分析の一部のスク
リ ーンショットです。 
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アプリケーションスイート：  

 

  

音声対テキストおよび感情分析 

 

  

データエクスプローラのレポートとダッシュボードにより、必要なメトリックに関するレポートを簡単に作成できます 
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アプリケーションスイート：  

 Cisco Webex Workforce Optimization 分析により、組織は、収益の増加、効率の
最適化、顧客満足度の向上、およびコンタクトセンターでのコンプライアンスア
クティビティの検証に役立つインサイトを認識することができます。独自のビジ
ネス目標に合わせた、サイロ化されていない包括的なレポートを作成します。次
に、この情報を、わかりやすいダッシュボード、グラフ、チャート、高度にカス
タマイズ可能なレポートにより企業全体で簡単に共有できます。 

分析アプリケーションの主な機能は次のとおりです。 

● スピーチ分析（音声学） 

● 音声からテキストに変換された音声からフルテキストのトランスクリプト 

● 電子メール、チャット、テキスト、ソーシャルメディア、アンケートを含む

チャネルのテキスト分析 

● デスクトップアクティビティを追跡し、コンプライアンスを促進し、アクティビ

ティトリガーを使`用して自動化されたワークフローを作成するデスクトップ分析 

● すべてのコールインタラクションを自動的に肯定、中立、または否定のスコア

に変換する、感情分析 

● ドリルダウン機能を備えた強力で使いやすいダッシュボード 

● 予測品質評価スコア 

● ネットプロモータースコア（NPS）と音声データを使用した予測 NPS により

顧客とのインタラクションを 100％ 自動的に評価 

● 言語に関係なく顧客を理解するのに役立つ言語パック（詳細については図 4 を

参照） 

● エージェントスマートベンチマーク 

● 詳細音声検索 

● すぐに使用できる使いやすい機能 

● フレーズクラウドやインタラクティブチャートなどの豊富なデータ可視化機能

を備えたダイナミックレポートオプション 

● 高度なカスタムダッシュボード機能 

● ウィジェットベースのダッシュボードと直感的なインターフェイス 
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Webex WFO Analytics で使用可能な言語 

発注情報 

Cisco Webex Workforce Optimization は、シスコのコラボレーション Flex プランで利用できます。注文の詳細につ

いては、Cisco Collaboration Flex Plan コンタクト センターのデータシートおよび Cisco Collaboration Flex Plan コ

ンタクト センターの注文ガイドを参照してください。 

発注方法については、最寄りのシスコ認定パートナーまたはシスコ販売代理店にお問い合わせください。Partner 

Locator ツールを使用すると、お客様の地域のパートナーを容易に検索できます。パートナーまたはシスコ販売代理

店は、初期発注後のサブスクリプションの変更を支援することもできます。 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/collaboration-flex-plan/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/cisco-collaboration-flex-plan/datasheet-c78-741220.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/customer-collaboration/guide-c07-740917.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/customer-collaboration/guide-c07-740917.html
https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
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Cisco Collaboration Flex Plan 
Flex でクラウドの勢いを高める 

より直感的な働き方を実現し、クラウド移行にかかる費用をできるだけ正確に予想するには、Cisco Collaboration 
Flex Plan についてシスコの担当者にお問い合わせください。詳細については、cisco.com/jp/go/collaborationflexplan 
をご覧ください。 

Cisco Collaboration Flex Plan により、企業は、各社のペースとスマートかつ現実的な工程で、オンプレミスからク
ラウドでのコミュニケーションとコラボレーション環境に移行できます。また、すべてのステップで優れたユーザエ
クスペリエンスを実感できます。 

ミーティング、チームコラボレーション、通話、コンタクトセンターサービスをすべての従業員に購入することも、
今日必要なものを購入してそれぞれのペースで成長させることもできます。Flex プランでは、1 つの契約にソフト
ウェア、アップグレード、およびサポートが含まれます。 

Collaboration Flex Plan には、次のようないくつかの重要な利点があります。 

● フルスケールのコラボレーションスイート：クラウド通話から会議、チームのコラボレーション、コンタク

トセンター、幅広い統合デバイスなどに至るまで、企業のニーズを全面的に満たすフルスタック、かつエン

タープライズグレードのクラウドコラボレーションバンドルを提供します。 

● 単一の OpEx サブスクリプション：多額の先行投資の必要性を排除し、予測可能な月額料金に置き換えます。

テクノロジーロードマップとベンダー関係（ライセンス管理、請求、サポート）を統合します。  

● セキュアで信頼性の高いクラウドサービスとその実装で、シスコの認定エンタープライズ チャネル パート

ナーがサポート 

● 柔軟性：オンプレミスとクラウドのハイブリッド導入に対応し、将来的に移行する場合でもシスコ製品付属

のオンプレミスライセンスへの投資を保護 

● マルチサイトおよびグローバルなマルチナショナル ネットワーク要件をサポート 

● インテリジェントなユーザエクスペリエンス：カスタマーコラボレーションアプリケーションおよびデバイ

スを頼りにしている他のクラウドアプリケーションと統合し、ワークフローの合理化や、より直感的なワー

クフローの実現をサポートします。 

シスコおよびシスコ認定パートナーの提供サービス 

市場の変化に対応しながら、生産性の向上、競争優位性の強化、あらゆる場所でのリッチメディア エクスペリエン
スの提供を実現します。シスコとそのパートナーはそれぞれの長所を生かして、お客様が長期事業目標に従って将来
の変更のためにインフラストラクチャを準備するのに役立つサービス ポートフォリオを提供します。シスコとその
パートナーは、革新的なネットワークセントリックアーキテクチャソリューションを共同で構築し、お客様による IT 
と通信への投資価値の実現に役立つ拡張可能で適応力の高い基盤を提供します。 

Cisco Contact Center サービスの詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/products/contact-

center/service-listing.html を参照してください。 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/collaboration-flex-plan/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/contact-center/service-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/contact-center/service-listing.html
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シスコの環境維持への取り組み 

シスコの企業の社会的責任（CSR）レポートの「環境の持続性」セクションでは、製品、ソリューション、運用・拡

張運用、サプライチェーンに対する、シスコの環境持続性ポリシーとイニシアチブを掲載しています。 

次の表に、環境の持続可能性に関する主要なトピック（CSR レポートの「環境の持続性」セクションに記載）への

参照リンクを示します。 

持続可能性に関するトピック 参照先 

製品の材料に関する法律および規制に関する情報 材料 

製品、バッテリ、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報 WEEE 適合性 

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映してい

ない可能性があります。シスコは、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約し

ません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。 

Cisco Capital 
目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション 

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争

力を維持できます。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 ヵ国あまりの

国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、および他社製製品を購入するのに、シスコの柔軟な支払いソ

リューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。詳細はこちらをご覧ください。 

関連情報 

シスコ コンタクト センター製品の詳細については、https://www.cisco.com/go/cc を参照してください。 

https://www-1.compliance2product.com/c2p/getAttachment.do?code=YM6Y0yThdO6Wj1FxxYPYfUG2dtFkTeFWGpzLRO8tcURFEifUCRV403Tq2ZMWP6Ai
https://www.cisco.com/c/en/us/about/product-innovation-stewardship/materials.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/product-innovation-stewardship/product-recycling/weee-compliance.html
https://www.cisco.com/go/financing
https://www.cisco.com/go/cc


 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 13/13 ページ 

文書の変更履歴 

新規トピックまたは改訂されたトピック 説明 日付 

新しいデータシートの初版 該当なし 2020 年 6 月 23 日 
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