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はじめに

目的

このマニュアルでは、Unified Contact Center Management Portal
( Unified CCMP) を使用して、設定、サービス、セキュリティ、およびシ
ステムを管理する方法について説明します。

対象読者

このマニュアルは、上級管理者からチームのスーパーバイザま
で、Unified CCMP のすべてのユーザを対象としています。読者にはコン
ピュータの基本的な使用方法以上の技術的な知識が必要です。

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

第 1章 はじめに Unified CCMP環境の基本的な情報と状況依存オンライ
ンヘルプの使用方法を説明します。

第 2章 設定 メールアドレス、タイムゾーン、セキュリティ権限などの設定
をユーザが変更する方法、または他のユーザの設定を変更
する方法を説明します。

第 3章 サービス
マネージャ

スーパーバイザユーザがエージェント、チーム、およびスキル
グループの管理に Unified CCMP を使用する方法を説明
します。

第 4章 情報通知 情報通知を表示および編集する方法を説明します。

第 5章 システム
マネージャ

Unified CCMPのフォルダ構造と、Unified CCMP を使用し
てエージェント、連絡先、機器、その他のリソースを設定お
よび管理する方法を説明します。

第 6章 システム
マネージャ
リソースガイド

プロビジョニング可能なリソースタイプに関する詳細情報を
記します。

第 7章 セキュリティ
マネージャ

役割とタスクによって個別のユーザのセキュリティ設定を設
定する方法と、同じ権限を持つユーザをグループに追加し
て管理を簡素化する方法を説明します。

第 8章 システム管理
タスク

Unified CCMPの主な管理タスクについて説明します。
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関連資料

Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise & Hosted のドキュメントお
よび関連資料は、Cisco.com(
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html) からアクセス可能で
す。

関連資料には、Cisco CTI Object Server( CTIOS) 、Cisco Agent
Desktop( CAD) 、Cisco Agent Desktop - Browser Edition( CAD-
BE) 、Cisco Unified Contact Center Management Portal、Cisco
Unified Customer Voice Portal( CVP) 、Cisco Unified IP IVR、Cisco
Unified Intelligence Center、および Cisco Support Tools のマニュ
アル セットがあります。

これらの Cisco Unified Contact Center 製品のドキュメントについ
ては、http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html にアクセス
し、[Voice andUnified Communications]、[CustomerCollaboration] の
順にクリックし、[Cisco UnifiedContact Center Products] または
[Cisco UnifiedVoice Self-Service Products] をクリックしてから、
対象の製品やオプションをクリックしてください。

これらの Cisco Unified Contact Center 製品のトラブルシューティ
ングのヒントについて
は、http://docwiki.cisco.com/wiki/Category:Troubleshooting に
アクセスし、対象の製品やオプションをクリックしてください。

Cisco Unified Communications Manager のドキュメント
は、http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html からアクセス
可能です。

テクニカル サポートのドキュメントとツール
は、http://www.cisco.com/en/US/support/index.html からアクセス可
能です。

製品アラート ツールは、http://www.cisco.com/cgi-
bin/Support/FieldNoticeTool/field-notice からアクセス可能です
( サインイン必要) 。

Cisco のソフトウェア サポート方法については、
http://www.cisco.com/en/US-
/partner/products/sw/custcosw/ps1844/prod_bulletins_list.html で
入手できる『Software Release and Support Methodology: ICM/IPCC』
を参照してください( サインイン必要) 。
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言語のローカライズの詳細なリストについて
は、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1001/prod_
technical_reference_list.html ページ下部から入手できる『Cisco
Unified ICM/Contact Center Product and System Localization
Matrix』を参照してください。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法 説明

太字フォン
ト

太字は、入力などのコマンド、キー、ボタン、フォルダおよびサブメニュー名を表す
ときに使用されます。次の例を参考にしてください。

[編集] > [検索]を選択します。
[終了]をクリックします。

イタ
リック体

イタリック体は、次の内容を表すときに使用されます。
新しい用語を導入するため。例：
スキル グループとは、類似したスキルを持つエージェントの集合です
強調のため。例：
数値の命名規則を使用しないでください
ユーザが置き換える必要のある構文値。例：
IF (condition, true-value, false-value)
出版物のタイトル。例：
『Cisco CRS Installation Guide』を参照してください。

ウィンドウ
フォント

Courier などのウィンドウフォントは、次の場合に使用されます。
コードで表示されるテキストまたはウィンドウに表示されるテキスト。
例：<html><title>Cisco Systems, Inc. </title></html>

< > 山カッコは、次の場合に使用されます。
コンテキストでイタリックが許可されない引数( ASCII 出力など) 。
ユーザが入力する文字列で、ウィンドウには表示されないもの(パスワード
など) 。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報につ
いて、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product
Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術
マニュアルの一覧が示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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マニュアルに関するフィードバック

本マニュアルに関するコメントがございましたら、ccbu_
docfeedback@cisco.com のアドレスまで電子メール メッセージをお送りく
ださい。

お客様からのご意見をお待ちしております。
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1 はじめに

1.1 基本

1.1.1 Unified Contact Center Management Portal について

Unified Contact Center Management Portal( Unified CCMP) は、コンタク
ト センター、システム管理者、ビジネス ユーザ、およびスーパーバイ
ザ向けに設計されたブラウザベースの管理アプリケーションです。これ
は、コンタクト センターの機器にオーバーレイされる、高機能のマルチ
テナント プロビジョニング プラットフォームです。コンタクト セン
ターの機器は、エージェントやスキル グループなど、通常はリソースと
して知られている設定項目と、コール レコード統計など、その機器に
よってリソースが使用されるとログに記録されるイベントによって構成
されていると見なされます。

Unified CCMP は、使い慣れたフォルダ パラダイムを使用して機器内のリ
ソースを分割します。これらのフォルダは、指定されたフォルダ内でど
のユーザがどのアクションを実行できるかを管理者が指定できる、高度
なセキュリティ構造によって保護されます。Unified CCMP には、設定お
よび統計データ上で機能し、ユーザがコンタクト センターと Unified
CCMP 自体の両方をモニタおよび変更できるようにする多数のツールが備
わっています。ツールは、すべて本質的にマルチテナント方式です。現
在、次のツールがサポートされています。

情報通知ツールは、「今日のメッセージ」機能を提供します。

サービス マネージャ ツールでは、エージェント チームとスキル
グループを動的に変更できます。

システム マネージャ ツールでは、ユーザがエージェントやコール
タイプなどのリソースを作成および変更したり、リソースを階層化
されたフォルダ構造に整理したりできます。

セキュリティ ツールでは、管理者がセキュリティ権限をセットアッ
プおよび管理できます。
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Unified CCMP は、分散または点在しているコンタクト センターの機器を
分割できるようにすることで、マルチテナント機能を提供したり、ホス
トや大企業のビジネス計画を実施することに重点を置いています。

Unified CCMP は基盤となるコンタクト センターの機器を抽出して仮
想化することで、マルチ レベルのユーザ コマンドとコントロール
をサポートしながら、スケール メリットを提供する集中型デプロイ
メントと分散型コントロールを行えるようにします。

Unified CCMP は、強力で柔軟性のあるネイティブ プロビジョニング
操作を、シンプルでハイレベルなタスクに抽象化します。これによ
り、ビジネス ユーザは仮想化されたエンタープライズ全体( あるい
はその一部) にわたって、コンタクト センターのサービスを迅速に
追加および管理できるようになります。

Unified CCMP ユーザは、プラットフォーム内で自分が表示する権限
を持っているリソースのみを表示できるため、完全なマルチ テナン
トが実現します。

Unified CCMP ユーザは、使用する権限が付与されているツールと機
能を使用して、表示されているリソースのみを操作できるため、権
限ベースのタスク制御を行うことができます。

Unified CCMP は、接続して定期的に同期するコンタクト センター機器の
すべてのデータ モデルを管理します。エージェントやスキル グループ
などの設定情報に加えて、Unified CCMP は管理情報を提供するために、
コール レコードなど、機器がログに記録したイベントを記録します。

1.1.2 各種ユーザについて

1.1.2.1 各種 Unified CCMPユーザ

多数のさまざまな種類の Unified CCMP ユーザが存在します。

ホスト管理者は、プラットフォーム全体を担当し、そのため、すべ
ての機器、テナント、およびそれらのリソースを表示できます。

テナント管理者は、ホスト管理者から割り当てられたシステム部分
の管理を担当します。通常、これは単一のテナントに属するシステ
ムに含まれます。

テナント ユーザは、テナント管理者によって割り当てられたリソー
スとツールにのみアクセスできます。テナント管理者は、ユーザ グ
ループとロールを使用して、ビジネス要件を満たすようにテナント
のサブクラスをいくつか作成します。たとえば、あるクラスのユー
ザが情報通知を追加できるように設定します。

基本ユーザは、1 つ以上のエージェント チームを管理するためにシ
ステムに制限付きでアクセスできます。
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Unified CCMP が初めてインストールされたときに、ホスト管理者はプ
ラットフォームを設定し、テナント管理者を作成します。各テナント管
理者はテナント領域を設定し、テナント ユーザを作成します。

1.1.2.2 ホスト管理者

ホスト管理者は次を行います。

テナント機器( Peripheral) をテナントまたは共有フォルダに正し
く配置する。

各テナントの管理者ユーザを作成する。

これらのユーザをテナント管理者グループに追加して、特定のロー
ルを割り当てる。

1.1.2.3 テナント管理者

テナント管理者はホスト管理者によって作成され、次を行います。

テナントのビジネスにマッピングされるリソース フォルダ構造を作
成する。

テナントのリソースを関連するサブフォルダに移動する。

サブフォルダへのアクセスに基づいて必要なロールを提供するセ
キュリティ グループを作成する。

必要な数のユーザを作成して、ユーザのロールに関連する 1 つ以上
のセキュリティ グループに割り当てる。

1.1.2.4 テナントユーザ

テナント ユーザはテナント管理者によって作成されます。テナント
ユーザは、割り当てられている権限に基づいて、ホーム ページから次の
ツールを選択できます。

情報通知：情報通知を表示または管理します。

セキュリティ マネージャ：ユーザとセキュリティ グループを管理
します。

システム マネージャ：リソース( ディメンションとも呼ばれます)
を管理します。

サービス マネージャ：チームおよびエージェントのスキル変更を表
示および管理します。

1.1.2.5 基本ユーザ

基本ユーザは、テナント管理者か、十分な権限を持つテナント ユーザが
作成することができます。基本ユーザには限定されたユーザ インター
フェイスが提供されます。基本ユーザはこれを使用して、日常的なチー
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ム管理に関する機能のみを実行できます。

1.1.3 基本モードと詳細モードについて

Unified CCMP には、基本モードと詳細モードという 2 つのユーザ モー
ドが備わっています。

基本モードでは、スーパーバイザがチームの管理に使用できる簡略
化されたインターフェイスが提供されます。基本モードのユーザ
は、限定されたエージェント管理機能セットの実行、情報通知への
アクセス、およびユーザ設定の変更を行えます。システムまたはセ
キュリティ管理などの高度な機能にアクセスすることはできませ
ん。ユーザが権限を持っているオプションのみが表示されます。

詳細モードでは、追加機能が含まれたより包括的なインターフェイ
スが提供されます。セキュリティ権限に応じて、ユーザは次を行う
ことができます。

リソースの管理( エージェント チームおよびスキル グルー
プ)

セキュリティの管理

フォルダの管理

情報通知の管理

詳細モードのユーザは、基本モードと詳細モードを切り替えることもで
きます。

1.2 Webアプリケーションへのアクセス

1.2.1 サポートされるブラウザ

Unified CCMP Web アプリケーションでは次のブラウザをサポートしてい
ます。

Microsoft Internet Explorer バージョン 7 以降

Google Chrome バージョン 25 以降

Mozilla Firefox バージョン 18 以降

1.2.2 ポップアップブロッカの無効化

Unified CCMP Web アプリケーションは、ブラウザまたはサード パーティ
のポップアップ ブロック ユーティリティによって影響を受ける可能性
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があります。Unified CCMP Web アプリケーションの表示に問題がある場
合は、ポップアップ ブロックを無効化するか、Unified CCMP に対しての
みポップアップを有効化する必要がある可能性があります。

ポップアップ ブロックを無効化するには( ポップアップを有効にするに
は) 、次の操作を実行します。

Internet Explorer で、[ツール]> [インターネット オプション]
をクリックします。

[プライバシー]タブを選択します。

ウィンドウの下部で、ポップアップブロックが無効になっているこ
とを確認します。

[OK]をクリックします。

Unified CCMP に対してのみポップアップを有効にするには、ポップアッ
プがブロックされたことを示すメッセージがブラウザ ウィンドウの上部
に表示されるまで、Unified CCMP を通常どおりに使用します。そのメッ
セージをクリックし、他のサイトからのポップアップに対する保護は維
持しながら、Unified CCMP からのポップアップを永続的に許可するよう
に選択します。

1.2.3 言語の変更

新規ユーザに対して、Unified CCMP は Internet Explorer からサポート
されている言語を認識します。

Web ブラウザの言語設定を変更するには、最初にログインする前に、次
の手順を実行します。

1. [ツール]>[インターネット オプション] をクリックします。

2. [言語]をクリックします。

3. [追加]をクリックして、リストに言語を追加します。

4. [上へ]および [下へ]ボタンを使用して、言語の優先順位を変更しま
す。たとえば、英語とフランス語の両方を理解するが、Web ページ
をフランス語で読む場合は、リストには英語とフランス語( fr-FR)
の両方が含まれ、フランス語が最上位に表示されます。

システムにすでにアクセスしたことがあるユーザの言語設定を変更する
には、ヘッダーにあるリンクを使用して、インターフェイスの [設定]
セクションに移動します。そのセクションで、サポートされる言語のリ
ストからユーザの言語を選択できます。

1.2.4 Unified CCMP へのログイン

システムにログインするには、次の手順に従います。
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1. Web ブラウザを開き、ブラウザのアドレス フィールドに Unified
CCMP を実行しているサーバのアドレスを入力します。これは次の形
式になります。

http://<Unified CCMP server>/portal

たとえば、http://webserver1/portal のようになります。

2. ログイン メッセージが含まれたセキュリティ アクセス ページが表
示されます。

ヒント

ログイン メッセージが表示されない場合は、システムがシングル サイ
ンオンを使用するようにセットアップされている可能性があります
( 1.2.5 項"シングル サインオンを使用したログイン"を参照) 。

3. [同意]をクリックします。

4. ログイン ページが表示されます。

5. ユーザ名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。ロ
グインが正常に実行されると、ホーム ページが表示されます。

注
パスワード フィールドでは、大文字と小文字が区別されます。パス
ワードが「password1」の場合に「PASSWORD1」と入力すると、ログイ
ンは失敗します。ログインできない場合は、誤って Caps Lock キー
を押していないことを確認してください。

デフォルトで、最大 3 回までシステムへのログインを試行できま
す。ログインに 3 回失敗すると、ユーザ アカウントはロックされ
ます。ロックされた場合に再度アカウントを有効にするには、担当
の管理者に連絡してください。

ログインするときに Web ページがすでに開いている場合は、[ログ
アウト]をクリックします。システムには、通常のログイン ウィン
ドウが表示されます。

デフォルトのホスト管理者ユーザの場合

最初にシステムを使用するまで、ホスト管理者のユーザ名は自動的に
administrator に設定され、パスワードは空白に設定されています。ログ
イン後、新しいパスワードをすぐに設定する必要があります。

初めてのユーザの場合

Unified CCMP に初めてアクセスするときに、セキュリティ証明書への同
意を求めるプロンプトが表示される場合があります。このセキュリティ
証明書に同意してから、処理を進めてください。
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初めてログインした後、すぐにパスワードを変更する必要がある場合が
あります。パスワードを変更するように指示するプロンプトが表示され
たら、パスワードを変更する必要があります。そうしないと、今後の
アクセスが拒否されます。

自動ログアウト

次の場合、ユーザは自動的にログアウトされます。

Web ブラウザ ウィンドウを閉じた場合

20 分間、システムで何もアクションを実行しなかった場合。

1.2.5 シングルサインオンを使用したログイン

管理者によって、アクセス可能な Windows ユーザを認識できるように
Unified CCMP がセットアップされている場合があります。この場
合、Windows にログインしていれば、Unified CCMP にログインする必要は
まったくありません。

シングル サインオン( SSO) を使用して初めて Unified CCMP にアクセス
すると、Windows ユーザ名とパスワードを要求するダイアログ ボックス
がポップアップ表示されることがあります。今後、自動的にサインイン
するには、Unified CCMP の Web サイトをローカル イントラネット サイ
トのブラウザのリストに追加する必要があります。

これを Internet Explorer で行うには、次の手順に従います。

1. [ツール]> [インターネット オプション]の順に選択して、[セキュ
リティ]タブをクリックします。

2. [ローカル イントラネット]ゾーンを選択し、[サイト]ボタンをク
リックします。

3. [詳細設定]をクリックして、Unified CCMP サイトを Internet
Explorer のローカル イントラネット サイトのリストに追加しま
す。

4. Unified CCMP Web サイトの URL を [このWebサイトをゾーンに追加す
る]に入力し、[追加]をクリックします。

5. ブラウザ ウィンドウに戻るまでにプロンプトが表示されたら、[OK]
をクリックします。

1.2.6 オンラインヘルプの使用方法

オンライン ヘルプを開くには、画面右上隅の [ヘルプ]をクリックしま
す。 オンライン ヘルプは、Web ブラウザとは別のウィンドウで開きま
す。

オンライン ヘルプには次のセクションがあります。
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上部全体にわたるツールバー。ツールバーを使用して、トピック間
の移動、トピックの印刷、お気に入りトピックへのトピックの追
加、および検索テキストの入力を行えます。ツールバー アイコンの
上にカーソルを合わせると、そのアイコンの説明が表示されます
( 場合によっては、最初にツールバーをクリックしておく必要があ
ります) 。

ヘルプ テキストが含まれている右ペイン。

検索およびナビゲーション用のタブが含まれている左ペイン。タブ
をクリックすると、それが左ペインに開きます。次のタブがありま
す。

[目次]では、可能なヘルプ トピックを表示および選択できま
す。

[検索]では、特定の単語またはフレーズを含むヘルプ トピック
を検索できます。

[用語集]では、Unified CCMP で使用される用語の定義を参照で
きます。

[ヘルプ] ボタンをクリックすると、最初に、現在のタスクに関するヘル
プが表示されます。他のヘルプ トピックを表示する方法はいくつかあり
ます。

左ペインにある [目次]または [検索]タブを使用して、別のト
ピックを選択できます。

ツールバーの [戻る]および [進む]アイコンを使用して、表示した
トピックの間を行き来できます。

ツールバーの [前のトピック]および [次のトピック]アイコンを使
用して、コンテンツ内のトピック間を行き来できます。

1.2.7 ログアウト

Unified CCMP からログアウトするには、トップ メニューの [ログアウ
ト]をクリックします。ログアウトしたら、ブラウザ セッションを閉じ
て、自分のアカウントを使用して他のユーザが干渉できないようにして
ください。あるいは、Web ブラウザ ウィンドウを閉じると、Unified
CCMP から自動的にログアウトされます。

1.2.8 ホームページについて

1.2.8.1 概要

ログインすると、個人設定されたホーム ページが表示されます。ホーム
ページは、システムの残りの部分にアクセスするためのランチ パッドで
す。
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基本モード ユーザには、チーム管理ページが表示されます。

詳細モード ユーザには、[ツール] ページが表示されます。

1.2.8.2 トップメニュー

画面上部にわたるメニューには、さらに機能が表示されます。これは、
使用しているシステム関数および付与されている権限に基づいて異なり
ます。

[ホーム]。 ホーム ページに戻る場合にクリックします。

[ツール]。 使用可能なすべてのツールのタイル ビューを表示する
ときにクリックします。ツールをクリックすると、そのツールが開
きます。

[ヘルプ]。 クリックすると、オンライン ヘルプが表示されます。
ここには、システム機能を理解し使用するために必要なすべての情
報が含まれています。詳細については、1.2.6 項"オンライン ヘル
プの使用方法"を参照してください。

[設定]。 クリックすると、ユーザまたはシステム設定が変わりま
す。 詳細については、2.1 項"Unified CCMP の設定について"を参照
してください。

[ログアウト]。 セッションを終了するときにクリックします。詳細
については、1.2.7 項"ログアウト"を参照してください。

システム管理者によってこれ以外のオプションが提供されている場合も
あります。

1.2.8.3 基本モードオプション

基本モード ユーザとしてログインした後、チーム管理ページが表示され
ます。トップ メニューの [ホーム]をクリックすることで、いつでもこ
のページに戻ることができます。

ホーム ページでは、次の機能を使用できます。

[エージェントチーム]：エージェント チームを管理できます。

[スキル変更]：スキル グループを管理できます。

いつでもトップ メニューから [ツール]を選択して、これらの任意の
ツールにアクセスすることもできます。

1.2.8.4 詳細モードオプション

詳細モードでは、システム管理機能にアクセスできます。
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基本モードと詳細モードを切り替えるには、[設定] >[ユーザ設定]をク
リックします。[詳細モード]チェックボックスを選択してから、[保存]
および [戻る]をクリックします。

詳細モード ユーザとしてログインした後、ホーム ページが表示されま
す。ホーム ページには、利用できるツールが表示されます。トップ メ
ニューの [ホーム]をクリックすることで、いつでもホーム ページに戻
ることができます。

セキュリティ権限に応じて、次のツールを使用できます。

[情報通知]を使用して、システム ユーザに重要な情報を通知し、そ
の最新情報を提供するメッセージング機能である、オンライン通知
を作成および管理できます。

[セキュリティ]を使用して、ユーザおよびグループ、実行できるタ
スクを定義するロール、アクセスできるカスタマー データおよびシ
ステム機能を作成および管理することで、セキュリティを管理でき
ます。

[サービスマネージャ]を使用して、個々のエージェント チームとス
キル グループを表示および管理できます。

[システムマネージャ]を使用して、システム全体をプロビジョニン
グおよび管理できます。

いつでもトップ メニューから [ツール]を選択して、これらの任意の
ツールに直接アクセスすることもできます。

注

アクセス可能ないくつかのツールが表示されていない場合、システム管
理者にお尋ねください。

1.2.9 フォルダツリーについて

1.2.9.1 概要

注

フォルダ ツリーは、詳細モード ユーザのみが使用できます。基本モー
ド ユーザは、そのユーザが使用できるリソースのリストのみが示され
ている、簡略化されたインターフェイスを使用できます。

Unified CCMP フォルダ ツリーは、システム内のテナントとリソースの階
層構造を定義します。これは、詳細モードで使用可能な多数のツールで
使用されます。ユーザはフォルダ ツリーを使用して、階層内の移動、リ
ソースの表示、および項目の変更などを、階層内のフォルダに適用され
ているユーザ権限に従って実行できます。
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適切な権限を持っているユーザは、次を行うことができます。

システム マネージャを使用して、フォルダ ツリーの構造とコンテ
ンツを変更できます( 6.1.1 項"システム マネージャについて"を参
照) 。

セキュリティ マネージャを使用してセキュリティ設定を適用し、
フォルダ ツリーのセクションへのアクセスを制御できます( 8.6.1
項"セキュリティ マネージャについて"を参照) 。

情報通知もフォルダ ツリーを使用して階層を表示し、それに含まれる項
目を表示および変更します。

次の項では、フォルダ ツリーの一般的な機能について説明します。特に
指定されていない限り、これらの機能はフォルダ ツリーが表示されるど
の場所でも使用できます。

注

大部分のユーザは、フォルダ ツリーのすべてにアクセスできるわけで
はありません。ユーザは、そのユーザの権限によって許可されている
フォルダと項目のみを表示および変更できます。

通常、ホストの管理者ユーザのみがすべてのフォルダ ツリーを表示お
よび変更できます。多くの場合、テナントの管理者ユーザはそのテナン
トに属している項目を表示および変更できます。一般に、他のユーザに
はより多くの制限が課せられます。

1.2.9.2 コンテンツおよび編成

フォルダ ツリーの最上位はルート フォルダです。通常、これはサービ
ス プロバイダーに対応します。ルート フォルダの下に、カスタマー、
カスタマーのリソース、およびそれらにアクセスできるユーザがありま
す。

ルート フォルダの下には、次のタイプのフォルダが存在することがあり
ます。

検索フォルダ。これらのフォルダには多数の事前定義された検索が
含まれており、適切な権限を持つユーザのみが表示できます。詳細
については、6.7.1 項"システム検索フォルダについて"を参照して
ください。

システム フォルダ。これらのフォルダは、ルート フォルダのすぐ
下にのみ配置できます。
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[共有] システム フォルダ。これは、すべてのテナント間で共
有できるリソースが格納される 1 つのシステム フォルダで
す。このフォルダには、ホスト管理者のみがアクセスできま
す。

[未割り当て] システム フォルダ。これは、特定のテナントに
割り当てられていないすべてのリソース、またはすべてのテナ
ント間で共有されているすべてのリソースが含まれる 1 つのシ
ステム フォルダです。デフォルトで、このフォルダにはホス
ト管理者のみがアクセスできます。

テナント フォルダ。これらのフォルダは、ルート フォルダのすぐ
下にのみ配置できます。各テナントには、トップレベル フォルダが
1 つあります。このフォルダには、そのテナントに属するすべての
リソースが含まれています。通常、テナント フォルダはシステムが
初めて設定されるときにホスト管理者によって作成されます。

リソース フォルダ( またはリソース フィルタ) 。単一タイプのリ
ソースを格納します。これらを使用して、フォルダ内のそのタイプ
のすべてのリソースにすばやくアクセスできます。リソース タイプ
の中にはシステム レベルまたはテナントの下に配置できるものと、
テナントにのみ関連付けることができるものがあります。 詳細につ
いては、6.4.1 項"リソースについて"を参照してください。

他のフォルダ。システム フォルダとテナント フォルダを除く、こ
の項で説明したすべてのフォルダ タイプを格納できます。これら
は、階層のどの場所にも配置できます。

注

検索フォルダとリソース フォルダは、システム マネージャ ツールの
フォルダ ツリーにのみ表示されます。これらのフォルダは他のツール
には表示されません。

1.2.9.3 フォルダの順序

フォルダ ツリーの各ノードで、フォルダは次の順に並べられます。

検索フォルダ。アルファベット順( システム マネージャのみ) 。

システム フォルダ。アルファベット順。

テナント フォルダ。アルファベット順。

他のリソース以外のフォルダ。アルファベット順。

リソース フォルダ。アルファベット順( システム マネージャの
み) 。
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1.2.9.4 フォルダツリーの展開および折りたたみ

フォルダ ツリー内のノードは、フォルダの横にある[+]( プラス) およ
び[-]( マイナス) アイコンを使用して展開および折りたたむことができ
ます。[+]アイコンが横に表示されているフォルダはすべて、サブフォル
ダ、つまり子フォルダを格納する親フォルダです。[+]アイコンをク
リックすると、その場所でツリーが展開され、子フォルダが表示されま
す。同様に、[-]アイコンをクリックすると、そのノードでツリーが折り
たたまれ、子フォルダが非表示になります。

1.2.9.5 子フォルダの表示

パフォーマンスを向上させるために、親フォルダの下に多数の子フォル
ダがある場合は、親フォルダが展開されてもすべての子フォルダは表示
されません。表示されるフォルダの数は、ユーザが設定できます( [設
定]> [ユーザ設定]> [フォルダのページングサイズ]で設定。2.2.1 項"
ユーザ設定の変更"を参照) 。

フォルダのページング サイズよりも多くの項目がノードに含まれている
場合は、次のようになります。

展開されたフォルダに表示されている最初の項目の上にさらに項目
がある場合、展開されたノードのコンテンツの上部に [ページを上
へ] アイコンが表示されます。[ページを上へ]をクリックすると、
項目が上へ 1 ページ分スクロールされます。

展開されたフォルダに表示されている最後の項目の下にさらに項目
がある場合、展開されたノードのコンテンツの上部に [ページを下
へ] アイコンが表示されます。[ページを下へ]をクリックすると、
項目が下へ 1 ページ分スクロールされます。

ユーザが [ページを下へ] または [ページを上へ] をクリックするたび
に、展開されていないノードの下にある項目がフォルダのページング サ
イズ分だけ下または上にスクロールします。
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図 1.1 表示されている項目の下にさらに項目がある展開された
フォルダ

図 1.2 表示されている項目の上と下にさらに項目がある展開され
たフォルダ
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図 1.3 表示されている項目の上にさらに項目がある展開された
フォルダ

1.2.9.6 単一のフォルダの選択

フォルダ ツリー内の単一のフォルダを選択すると、そのフォルダは濃い
青色で強調表示されます。次に起こる動作は、使用しているツールと、
選択したフォルダのタイプによって異なります。

大部分のツールでは、単一のフォルダを選択すると、そのフォルダ
内の項目のリストがチェックボックス付きで表示されます。その
チェックボックスをクリックして項目を選択すると、その項目でさ
まざまなアクションを実行できるようになります。たとえば、項目
を編集、移動、または削除できます。

システム マネージャで単一のフォルダを選択すると、さまざまな項
目タイプと、そのフォルダに含まれる各項目タイプの数を示す要約
リスト表示されます。項目タイプをクリックすると、フォルダ内の
そのタイプの項目のリストが表示されます( 詳細について
は、6.1.3.3 項"[項目] パネル"を参照) 。

1.2.9.7 複数のフォルダの選択

次の 2 つの方法のいずれかを使用して、フォルダ ツリー内で複数の
フォルダを選択できます。

Ctrl キーを押した状態でクリックしてそれぞれのフォルダを選択す
ることで、複数のフォルダを個別に選択する。
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特定の範囲内の最初のフォルダを通常どおりにクリックして選択
し、Shift キーを押した状態でクリックしてその範囲内の最後の
フォルダを選択することで、連続するフォルダの範囲を選択する。

注

複数のフォルダを選択しても、一部のフォルダ ツリー コマンド( たと
えば、[削除] や [作成]) は選択した複数のフォルダの中の最初のフォ
ルダにしか適用されません。複数選択は、主にドラッグ アンド ドロッ
プを使用してフォルダを移動する場合に使用します( 1.2.9.10 項"ド
ラッグ アンド ドロップ操作"を参照) 。

1.2.9.8 暫定的な選択方法

マウスを使用してツリー内の別のフォルダの上にカーソルを置くか、
キーボードの矢印キーを使用して、ツリー内の現在選択しているフォル
ダから別のフォルダに移動することで、暫定的に選択することができま
す。

暫定的に選択したフォルダがある場合、明るい青色で表示されます。

暫定的なフォルダはマウスでクリックするか( 左クリックまたは右ク
リック) 、スペース バーを押して明示的に選択するまで、選択された
フォルダにはなりません。パフォーマンスを向上させるために、暫定的
なフォルダが現在のフォルダとして選択されるまで、ユーザ表示は更新
されません。

図 1.4 フォルダ ツリー内の選択されたフォルダと暫定的に選択
されたフォルダ

1 はじめに 16



1.2.9.9 ショートカット メニュー

フォルダ ツリー内の大部分のフォルダは、右クリックするとショート
カット メニューが表示されます。ショートカット メニューに表示され
るオプションは、選択したフォルダのタイプによって異なります。表示
される可能性のあるオプションは、次のとおりです。

[フォルダの作成]：ユーザに十分な権限があれば、選択したフォル
ダの下に新しいフォルダを作成します。 このフォルダはブランクを
意味する New N というデフォルト名で作成され、親フォルダの権限
を継承します。検索フォルダまたは事前定義されたいずれかの検索
の下、あるいはリソース フォルダの下にフォルダを挿入することは
できません。

[フォルダの削除]：ユーザにフォルダを削除する権限があれば、選
択したフォルダを削除します。 削除の確認が求められます。ルート
フォルダ、検索フォルダ、事前定義されたいずれかの検索、共有
フォルダ、未割り当てのフォルダ、またはリソース フォルダを削除
することはできません。

[フォルダの名前変更]：フォルダ名を編集できるようにします。 テ
キストを入力すると、既存のフォルダ名が上書きされます。ルート
フォルダ、検索フォルダ、事前定義されたいずれかの検索、共有
フォルダ、未割り当てのフォルダ、またはリソース フォルダを名前
変更することはできません。

[更新]：選択したノードのフォルダ ツリーを、最新情報を表示する
ように更新します。 関連付けられた [項目] パネル表示がある場
合、それも更新されます。

注

フォルダ ツリー内に、項目に使用できるショートカット メニューがな
い場合、右クリックをしても左クリックをした場合と同じように動作し
ます。特に、[ページを上へ]を右クリックすると 1 ページ分上へスク
ロールし、[ページを下へ]を右クリックすると 1 ページ分下へスクロー
ルします。

1.2.9.10 ドラッグアンドドロップ操作

フォルダ ツリーで 1 つ以上のフォルダを選択し、選択した項目を新し
い場所にマウスでドラッグ アンド ドロップすることで、ツリー内の別
の場所に移動することができます。
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フォルダをドラッグしている間に、その場所にフォルダをドロップでき
る場合は、ドラッグしているフォルダの横に緑色のチェックマークが表
示されます。現在の場所にフォルダをドロップできない場合は、ドラッ
グしているフォルダの横に赤い十字が表示されます。

フォルダをドラッグしている間に、現在閉じられているフォルダの上に
カーソルを合わせると、フォルダが展開され、サブフォルダが表示され
ます。

移動操作が始まると、フォルダ内の項目が移動されていることを示す
メッセージが表示されます。移動が完了したことを確認するための別の
メッセージが表示されます。確認メッセージが表示されたら、[OK]をク
リックします。

注

フォルダと、フォルダに含まれている項目をドラッグ アンド ドロップ
で移動する場合、そのタイプの項目を移動する際の通常のルールが適用
されます。たとえば、あるテナントから別のテナントにいくつかのリ
ソースを移動すると、既存の関係が破棄されたり、既存のリソースが削
除されて新しいリソースが再作成される場合があります。詳細について
は、6.4.8 項"リソースの消去"を参照してください。

1.2.9.11 キーボードショートカット

フォルダ ツリーでは、次のキーボード ショートカットを使用できま
す。

Ins：現在選択しているフォルダの下に新しいフォルダを挿入します
( この操作がサポートされていて、そこにフォルダを作成するため
の権限をユーザが持っている場合) 。このフォルダはブランクを意
味する New N というデフォルト名で作成され、親フォルダの権限を
継承します。検索フォルダまたは事前定義されたいずれかの検索の
下、あるいはリソース フォルダの下にフォルダを挿入することはで
きません。

Del：現在選択しているフォルダを削除するかどうかを確認する警告
メッセージが表示されます( この操作がサポートされていて、その
フォルダを削除するための権限をユーザが持っている場合) 。ルー
ト フォルダ、検索フォルダ、事前定義されたいずれかの検索、共有
フォルダ、未割り当てのフォルダ、またはリソース フォルダを削除
することはできません。

←：暫定的な選択がフォルダ ツリーの展開されたノードで行われて
いる場合、そのノードを折りたたみます。それ以外の場合、暫定的
な選択をフォルダ ツリー内で 1 つ上の位置に移動します。
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↓：暫定的な選択をフォルダ ツリー内で 1 つ下の位置に移動しま
す。

↑：暫定的な選択をフォルダ ツリー内で 1 つ上の位置に移動しま
す。

→：暫定的な選択がフォルダ ツリーの折りたたまれたノードで行わ
れている場合、そのノードを展開します。それ以外の場合、暫定的
に選択された項目を、フォルダ ツリー内で 1 つ下の位置に移動し
ます。

Space：暫定的な選択が現在の選択と異なる場合、暫定的な選択を現
在の選択にします。ただし、暫定的な選択が [ページを上へ] また
は [ページを下へ] コマンドで行われると、そのコマンドが実行さ
れます。

F2：現在選択された項目の名前を変更できるようにします。
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2 設定

2.1 Unified CCMPの設定について

[設定] ページでは、Unified CCMP の動作の複数の領域をカスタマイズで
きます。

[ユーザ設定]を使用すると、タイムゾーン、カルチャー、名前、説
明、およびさまざまな表示パラメータを変更できます。上級ユーザ
は、ホームページ設定も変更できます。

[パスワード変更]を使用すると、ユーザは自分のパスワードを変更
できます。

[システム設定]を使用すると、ホスト管理者権限を持つユーザは、
ログイン メッセージなど、システム オプションを設定できます。

[セキュリティ設定]を使用すると、ホスト管理者権限を持つユーザ
は、パスワード要件、または各ポリシー ルートに作成されるデフォ
ルトのセキュリティ グループなど、システム セキュリティ オプ
ションを設定できます。

[設定のプロビジョニング]を使用すると、ホスト管理者権限を持つ
ユーザは、エージェント状態を追跡できるかどうかなど、リソース
管理オプションを設定できます。

[バージョン情報]を使用すると、使用されている Unified CCMP の
バージョンを確認できます。

2.2 ユーザ設定

2.2.1 ユーザ設定の変更

[設定]をクリックして [設定] ページを表示します。左のメニュー パネ
ルから [ユーザ設定]を選択します。このユーザ ページの更新設定が表
示されます。
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[タイムゾーン]：ローカル時間のリージョン。 ドロップダウン リ
ストからゾーンを選択します。

[タイムゾーンのレポート]：レポートによって使用されるタイム
ゾーン。 この設定は、Unified CCMP では使用されません。

[カルチャー]：現地の言語。 ドロップダウン リストから選択しま
す。

[名]と[姓]：Unified CCMP で自分自身を識別するために希望する名
前。

[メールアドレス]：必要に応じて Unified CCMPからメールを送信す
るときの送信先にする電子メール アドレス。

[説明]：自分自身に関する適切な説明( 役職や部署のロールな
ど) 。

[データのページングサイズ]：1 ページあたりに表示する選択項目
の数を示します。たとえば、システム マネージャの中央の[項目]
パネルなどです。20 以下にすることを推奨します。

[フォルダのページングサイズ]：フォルダツリーの展開されたノー
ドで一度に表示するフォルダの数を指定します。小さい数を指定す
ると、フォルダ ツリーを生成および表示するために費やす時間が短
くなります。

[デフォルトのパラメータセットの表示]：ユーザがレポートを表示
する際に、正しいタイプの利用可能なパラメータセットを表示しま
す。この設定は、Unified CCMP では使用されません。

詳細モード ユーザに対する追加のフィールド

詳細モードを使用できるユーザは、追加のオプションにアクセスできま
す。

[詳細モード]：オンにすると、詳細モードのユーザ インターフェイ
スが使用されます。オフにすると、基本モードのユーザ インター
フェイスが使用されます。詳細モードでは、ホーム ページが [ツー
ル] ページになります。基本モードでは、ホーム ページにチーム管
理ページが表示されます。

[ユーザのホームフォルダ]：デフォルトでユーザが作業を行うフォ
ルダ。 これは、セキュリティ権限があるフォルダにする必要があり
ます。

[削除されたリソースの表示]：このチェックボックスをオンにする
と、参照する権限がある削除されたすべての項目が表示されます。
オフにすると、有効で保留の項目のみが表示されます。

必要なフィールドを選択または上書きし、[保存]をクリックして設定を
保存します。
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2.3 パスワード

2.3.1 パスワードについて

パスワードは、次の場合に変更/設定する必要があります。

初めて Unified CCMP にログインする場合。

パスワードの有効期限が切れた場合。

他人にパスワードを知られた場合。

注

シングル サインオンを使用して Unified CCMP にログインする( 詳細に
ついては、1.2.5 項"シングル サインオンを使用したログイン"を参照)
場合は、Unified CCMP 内からパスワードを変更することはできません。

2.3.2 パスワードの変更

ヒント

覚えやすいフレーズを選択してセキュアなパスワードを作成します。た
とえば、好きなことわざや詩の一節を選択し、フレーズ内の各単語の最
初の文字を選択します。これらの文字のいくつかを数字に変えます。た
とえば、「a chain is no stronger than its weakest link」( 鎖の強度
は、その一番弱いリンクで決まる) ということわざを「acinstiwl」に短
縮します。そして、覚えやすいが解読されにくくするため、
「AC1nst1WL」に変更します。

注

パスワードをログイン名と同じにすることはできません。パスワード
は、[設定] > [セキュリティ設定]でシステム管理者によって指定された
パスワード制限を満たす必要があります。

パスワードを変更するには、次の手順に従います。

1. [設定]をクリックし、左のメニューパネルにある [パスワード変更]
をクリックします。[パスワード設定を変更します]ページが表示さ
れます。

2. 古いパスワードを入力します。

3. 新しいパスワードを入力します。

4. [パスワードの確認] フィールドに新しいパスワードをもう一度入力
します。
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5. [保存]をクリックし、[戻る]をクリックします。

2.4 システム設定

2.4.1 システム設定について

システム設定では、十分な権限を持つユーザが次のことを行えます。

システム ログイン時に表示されるメッセージの変更

Unified CCMP のトップ メニューで使用可能なコマンドへのカスタマ
イズされたリンクの追加。

2.4.2 システム設定の変更

十分な権限を持つユーザだけがシステム設定にアクセスして管理できま
す。

[設定] ページを表示するには、[設定]リンクをクリックし、左のメ
ニュー パネルから [システム設定]を選択します。

[製品名]フィールドには、アプリケーションの名前が表示されま
す。

[言語設定]では、特定言語のユーザに表示するメッセージを変更で
きます。値 [(デフォルトエントリ)]を選択することにより、未設定
の言語を使用してアプリケーションにアクセスするユーザに表示す
るメッセージを編集できます。

[ログインメッセージ]では、ユーザがシステムにログインする前に
表示するメッセージ( これは、スプラッシュ画面と呼ばれます) を
設定できます。デフォルトでは、WYSIWYG エディタが使用されます
が、[<> ] ボタンをクリックして、プレーン テキストで作業した
り、独自の HTML タグを挿入したりできます。もう一度 [<>]ボタン
をクリックすると、WYSIWYG エディタに戻ります。空白のメッセー
ジを設定すると、スプラッシュ画面を完全に削除できます。

[ログインメッセージ]、[メッセージ同意リンク]フィールドには、
ログイン メッセージからログイン ページに進むためにユーザがク
リックする必要があるボタンに表示するテキストが含まれていま
す。このテキストは、40 文字以下にする必要があります。

[ログイン後のメッセージ]では、ユーザがシステムにログインした
後に表示されるメッセージを設定できます。ここでも、空白のメッ
セージを設定することによってこの画面を完全に削除できます。

2 設定 23



[ログイン後のメッセージ]、[メッセージ同意リンク]フィールドに
は、ログイン後のメッセージからアプリケーションに進むために
ユーザがクリックする必要があるボタンに表示するテキストが含ま
れています。このテキストは、40 文字以下にする必要があります。

注
理想的には、ログイン メッセージおよびログイン後のメッセージ
が、デフォルトの 8 ポイントのフォントで 6 行( 約 500 文字) 、
または 14 ポイントのフォントで 3 行を超えないようにします。

ログイン メッセージおよびログイン後のメッセージには、2000 文
字という上限があります。これには、プレーン テキストに埋め込ま
れる HTML タグも含まれます。

WYSIWYG エディタを使用してログイン メッセージまたはログイン後
のメッセージの書式を設定するには、設定するテキストを強調表示
して、適切なエディタ機能を使用します。

システムを初めてインストールするとき、ログイン メッセージはデ
フォルト メッセージに設定されます。このメッセージは、中国語
( 中国) 、中国語( 台湾) 、デンマーク語( デンマーク) 、オラン
ダ語( オランダ) 、フランス語( カナダ) 、フランス語( フラン
ス) 、ドイツ語( ドイツ) 、イタリア語( イタリア) 、日本語( 日
本) 、韓国語( 韓国) 、ポルトガル語( ブラジル) 、ロシア語( ロ
シア) 、スペイン語( スペイン) 、およびスウェーデン語( ス
ウェーデン) の各言語およびカルチャーに対して事前に翻訳されて
います。その他の言語およびカルチャー設定では、デフォルトのロ
グイン メッセージは英語のメッセージになりますが、必要に応じて
変更できます。

システムを初めてインストールするとき、ログイン後のメッセージ
は設定されません。

2.4.3 トップメニューについて

トップ メニューは、すべての画面の右上に表示されます。十分な権限を
持つユーザは、トップ メニューをカスタマイズして独自のリンクを組み
込むことができます。

注

トップ メニューの変更は、システム全体に対する操作であるため、す
べてのテナントに適用されます。

2.4.4 トップメニューへのリンクの追加

トップ メニューに新しいカスタム リンクを追加するには、次の手順に
従います。
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1. [システム設定] 画面で、[トップメニューのカスタマイズ]ボタン
をクリックして [トップメニューのカスタマイズ] ページを開きま
す。

2. [メニュー項目の新規作成] セクションで、次の作業を実行します。

[名前]：トップ メニューに表示するテキストを入力します。

[リンク]：リンク先の URL を入力します。 これが有効である
ことを確認するには、リンクの右側にあるリンク チェック(

) アイコンをクリックします。

3. [追加]をクリックします。

2.4.5 トップメニューのリンクの編集

トップ メニューの既存のカスタム リンクを編集するには、次の手順に
従います。

1. ツールバーの [トップメニューのカスタマイズ]オプションをク
リックして、[トップメニューのカスタマイズ] ページを開きます。

2. [既存の編集可能なメニュー項目] リストに既存のリンクが表示され
ます。いずれかの項目をポイントすると、その項目に対する [編集]

アイコン( ) および [削除]アイコン( ) が表示されます。

3. [編集]をクリックします。

4. 必要に応じて、リンクの詳細を変更します。

5. [OK]アイコン( ) をクリックして変更を保存するか、[キャンセ

ル]アイコン( ) をクリックして変更を保存せずに終了します。

注

カスタム リンクは、[戻る] をクリックして [システム設定] ページに
戻るまで変更されません。

2.4.6 トップメニューからのリンクの削除

トップ メニューから既存のカスタム リンクを削除するには、次の手順
に従います。

1. ツールバーの [トップメニューのカスタマイズ]オプションをク
リックして、[トップメニューのカスタマイズ] ページを開きます。

2. [既存の編集可能なメニュー項目] リストに既存のリンクが表示され
ます。いずれかの項目をポイントすると、その項目に対する [編集]

アイコン( ) および [削除]アイコン( ) が表示されます。
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3. [削除]をクリックし、確認ダイアログボックスで [OK]をクリックし
ます。

4. [戻る]をクリックして、[システム設定] ページに戻ります。カスタ
ム リンクが削除されます。

注

カスタム リンクは、[戻る]をクリックして [システム設定] ページに戻
るまで削除されません。

2.5 セキュリティ設定

2.5.1 セキュリティ設定について

セキュリティ設定には、パスワード制限からセキュリティ グループに至
るまで、すべてのシステム セキュリティが含まれます。通常、ホスト管
理者権限を持ったユーザだけに、セキュリティ設定のアクセスおよび管
理を許可します。

2.5.2 セキュリティ設定の変更

システムのセキュリティ設定を変更するには、[設定]リンクをクリック
します。次に、[セキュリティ設定]をクリックします。次のセキュリ
ティ設定を使用できます。

[新規フォルダ継承のデフォルト]。オンの場合、新しいフォルダを
作成するときに [権限の継承] チェックボックスがデフォルトでオ
ンになります。

[パスワード形式]。ユーザが入力するパスワードに要求される形
式。オプションは次のとおりです。

[カスタム]。正規表現によって定義されるカスタム文字列。こ
れは、システム管理者向けの設定であり、正規表現に関する知
識を必要とします。

[セキュリティ(低)]。任意の長さの任意の文字列。

[セキュリティ(中)]。パスワードの最小長から最大長までの任
意の文字列。

[セキュリティ(中/高)]。1 文字以上の小文字、1 文字以上の大
文字、および 1 文字以上の数字を含む、パスワードの最小長か
ら最大長までの任意の文字列。
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[セキュリティ(高)]。1 文字以上の小文字、1 文字以上の大文
字、1 文字以上の数字、および 1 文字以上の特殊文字( @ # $ 
% ^ & + = !) を含む、パスワードの最小長から最大長までの任
意の文字列。

注

次のすべての設定がすべてのパスワード形式に適用されるわけではあり
ません。ただし、ある設定がパスワード形式で利用できる場合、その設
定はパスワード形式に依存しません。たとえば、パスワードが [セキュ
リティ(中)] 形式に従い、かつパスワードの最小長が( デフォルト値の
8 文字ではなく) 6 文字であるように指定できます。後でパスワード形
式を [セキュリティ(高)] に変更した場合、もう一度設定を変更しない
限り、以前に設定したパスワードの最小長 6 文字がそのまま新しいパス
ワード形式に適用されます。

[パスワード表現]。必須のパスワード形式を定義する正規表現。選
択されているパスワード形式が [カスタム] である場合にのみ表示
されます。

[パスワードの最小長]。システムがパスワードとして有効であると
して受け付ける最小の文字数。選択されているパスワード形式が
[セキュリティ(中)]、[セキュリティ(中/高)]、[セキュリティ(高)]
のいずれかである場合にのみ表示されます。

[パスワードの最大長]。システムがパスワードとして有効であると
して受け付ける最大の文字数。選択されているパスワード形式が
[セキュリティ(中)]、[セキュリティ(中/高)]、[セキュリティ(高)]
のいずれかである場合にのみ表示されます。

[最短パスワード変更間隔(日数)]。ユーザがパスワードを変更して
から次回パスワードを変更するまで待つ必要がある日数。

[パスワード期限(日数)]。ユーザにパスワードの変更を求めるまで
の日数。

[チェック対象とする以前のパスワードの数]。ユーザが新しいパス
ワードを選択するときに再利用できないようにする、以前のパス
ワードの数。

[ロックアウトまでのログイン試行回数]。システムからロックアウ
トされるまでユーザが誤ったパスワードを入力できる回数。

[ユーザフォルダのデフォルトのロール]。ユーザ作成中に [この
ユーザの新規フォルダを作成]オプションが選択されている場合に、
ユーザ フォルダで新しいユーザに与えられる、デフォルトのフォル
ダ ロール。これは、システムで使用可能なフォルダ ロールのリス
トを含むドロップダウンです( 詳細については、8.3.1 項"ロール
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マネージャについて"を参照してください) 。ユーザがこれらの権限
を実際に使用できるようにするため、ユーザに正しいグローバル
ロールを与える必要があることに注意してください( 詳細について
は、8.2.1 項"グローバル ロール マネージャについて"を参照して
ください) 。

[ユーザフォルダのサフィックス]。( オプション) ユーザ作成中に
[このユーザの新規フォルダを作成]オプションが選択されている場
合に、ユーザの名前に追加されると、作成された個人用フォルダの
名前になるサフィックス。これは、シングル サインオンを使用して
いる場合は無効になります。

[継承を削除したときに作成するグループ]。フォルダがポリシー
ルートになったときに自動的に作成されるグループ、およびその
フォルダおよび子フォルダ内で割り当てられる権限。グループを選
択してカスタム ロールを割り当てるか、グループをクリアして、ポ
リシー ルート フォルダの作成時に自動的に作成されないようにす
ることもできます。すべてのグループに対してチェックボックスを
オフにした場合、グループは自動的には作成されません。ポリシー
ルートの詳細については、8.1.1.2 項"継承およびポリシー ルート
フォルダ"を参照してください。

注

現在、デフォルトでグループに割り当てられるグローバル ロールは変
更できません。そのため、基本ユーザおよびスーパーバイザ ユーザ グ
ループには、必ず、基本グローバル ロールの権限が割り当てられ、上
級ユーザ グループには、上級グローバル ロールの権限が割り当てられ
ます。

2.6 プロビジョニング設定

2.6.1 プロビジョニング設定の変更

通常、ホスト管理者権限を持ったユーザだけに、プロビジョニング設定
のアクセスおよび管理を許可します。

システムのプロビジョニングの設定を変更するには、[設定]リンクをク
リックします。次に、[設定のプロビジョニング]をクリックします。次
のプロビジョニング設定を使用できます。
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[エージェントステートのトレースが有効]チェックボックスは、
[エージェントの詳細] ページの [ステートのトレース] チェック
ボックスを選択できるようにするかどうかを指定します。エージェ
ントの [ステートのトレース] チェックボックスを選択する
と、Unified CCE は、エージェントによって行われたすべての状態遷
移の詳細をキャプチャします。

個々のエージェントのステートは、[ステートのトレース] オプションが
選択されている場合だけ追跡されます。この機能のステータスを表示す
るには、[エージェント] から特定のエージェントを選択し、[詳細設定]
タブをクリックします。

注

エージェント ステートのトレースは、Unified CCE の負荷が高まるた
め、制限する必要があります。詳細については、『Cisco Unified
Contact Center Enterprise Solution Reference Network Design Guide
(SRND)』を参照してください。

2.7 Unified CCMPのバージョンの表示

[バージョン情報] ページには、システムにインストールされている
Unified CCMP のバージョンが表示されます。

システムにインストールされている Unified CCMP のバージョンを表示す
るには、[設定]リンクをクリックします。次に、[バージョン情報]をク
リックします。
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3 サービスマネージャ

3.1 サービスマネージャについて

サービス マネージャでは、詳細モード ユーザは、基本モード ユーザに
対しても直接提供されるツールを使用して、コンタクト センターから提
供されるサービスをすばやく直接的に管理できます。サービス マネー
ジャは、次のツールを提供します。

エージェント チーム：エージェントを管理します。

スキル変更：スキル グループおよびエージェントのスキル変更を管
理します。

3.2 サービス管理ツールへのアクセスの設定

エージェント チーム ツールまたはスキル変更ツールを使用してエー
ジェントを管理するには、Unified CCMP ユーザを関連する Unified CCE
の個人リソースに関連付ける必要があります。この Unified CCE の個人
は、管理対象のエージェントを含むエージェント チームのスーパーバイ
ザ エージェントに関連付ける必要があります。

エージェント チーム ツールおよびスキル変更ツールは、エージェント
チーム、および Unified CCMP で正確に設定されている関連付けられた
スーパーバイザに依存します。エージェント チームおよび関連付けられ
たスーパーバイザ エージェントが存在すると、これらのツールを使用す
る Unified CCMP ユーザを作成できます。ユーザを作成するには、次の手
順に従います。

1. 管理者アカウントを使用して Unified CCMP にサインインします。

2. システム マネージャを開き、スーパーバイザ エージェントが含ま
れているフォルダに移動します。

3. スーパーバイザ エージェントを開き、[個人]タブを選択します。

4. [個人の編集]( 緑色の矢印) をクリックします。
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5. [ポータル]タブに移動します。

6. ポータル アカウントを選択します( マップされているユーザがない
場合は [なし]が表示されます) 。

7. [ユーザの作成]を選択して、新しいユーザ アカウントを作成しま
す。

8. 新しい Unified CCMP ユーザの [ユーザ名]および [パスワード]を指
定します。

9. グループ メンバーシップ画面で、デフォルト権限のための基本ユー
ザ グループおよびスーパーバイザ グループを必要な場所で選択し
ます。

10. [保存]をクリックして Unified CCMP ユーザを作成します。

3.3 エージェントチーム管理

3.3.1 エージェントチームツールについて

エージェント チーム ツールを使用して、スーパーバイザ エージェント
はエージェント チーム内の個人とエージェントを管理できます。

各エージェントには、カスタマー コンタクトを担当する実際の個人を関
連付ける必要があります。個人は、複数のエージェントに関連付けるこ
とができます。たとえば、異なる Peripheral の 2 つのチームをどちら
も担当する個人は、各 Peripheral に 1 つずつ、2 つのエージェントに
関連付ける必要があります。たとえば、音声機器と電子メール機器を使
用する John Smith には、次が必要です。

彼の詳細情報の個人レコード

彼の音声機器に関連付けられたエージェント レコード

彼の電子メール機器に関連付けられたエージェント レコード

エージェント チーム ツールを起動するには、[ツール] > [エージェント
チーム]をクリックします。

3.3.2 エージェントチームの表示

エージェント チームを参照するには、[自エージェント チーム]ドロッ
プダウン ボックスをクリックし、使用するチームを選択します。チーム
のエージェントのリストは、ボックスの下に表示されます。

エージェント リストには、各エージェントの名前、システム内でのス
テータス( [待受中] または [対応保留]) 、およびシステムで有効になっ
た日付が表示されます( 現在よりも後の有効開始日は、まだ作業を開始
していないエージェントを意味します) 。エージェント詳細を表示およ
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び編集できるエージェントの詳細アイコン( ) 、およびエージェント

のコピーを作成できるコピー アイコン( ) もあります( たとえば、既
存のエージェントと同じスキルを持つ新規エージェントをチームに追加
する場合などに使用します) 。

3.3.3 エージェントの表示または編集

エージェントを表示または編集するには、次の手順に従います。

1. ドロップダウン リストからエージェント チームを選択します。

2. エージェントの詳細アイコンをクリックします。[現在のエージェン
トの編集] ページが開き、エージェントの詳細が表示されます。

3. エージェントを変更します。別のタブ( [スーパーバイザ] または
[エージェント チーム] など) を選択すると、フィールドの別の
セットが表示されます。直前のタブにはいつでも戻ることができま
す。

4. [保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリック
してエージェントの詳細を編集前の状態に戻します。

注

エージェントの有効開始日または有効期限日を変更しない限り、[詳細
設定] タブを使用する必要はありません。

エージェントの開始日または終了日を設定するには、次の手順に従いま
す。

1. ドロップダウン リストからエージェント チームを選択します。

2. 編集するエージェントのエージェント アイコンをクリックします。
[現在のエージェントの編集] ページが開き、エージェントの詳細が
表示されます。

3. エージェントの開始日( 有効開始日) または終了日( 有効期限日)
を設定または変更するには、[詳細設定]タブを選択します。[有効開
始日] は、それが将来の日付である場合にのみ変更できます。それ
以外の場合は、グレー表示となります。[有効期限日] を変更する場
合、[常時] ボックスがオンになっているときは、最初にそれをオフ
にします。

4. 次を行って、日付を変更できます。

上または下のいずれかの矢印キーを使用して、日時ボックスの
日付と時間を調整します。
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または、[有効開始日] または [有効期限日] フィールドの横に
あるカレンダー アイコンをクリックします。カレンダーの
ポップアップが表示されます。

年を変更するには、ドロップダウン矢印をクリックして、
該当する年を選択します。

月を変更するには、ドロップダウン矢印をクリックして該
当する月を選択するか、[前へ]または [次へ]をクリック
して 1 回の操作で 1 月分ずつ翌月または前月に移動しま
す。

日付を選択します。

5. 上および下の矢印キーを使用して、エージェントが開始または終了
する選択済みの日付に時間を設定します( たとえば、就業時間が終
わって退社する時間として 17:00:00 を設定します) 。

6. [保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリック
してエージェントの詳細を開始前の状態に戻します。

3.3.4 エージェントのチームの変更

エージェントのチームを変更するには、次の手順に従います。

1. エージェントが所属するエージェント チームをドロップダウン リ
ストから選択します。

2. 編集するエージェントのエージェントの詳細アイコンをクリックし
ます( 横のコピー アイコンではありません) 。[現在のエージェン
トの編集] ページが開き、エージェントの詳細が表示されます。

3. [エージェント チーム] タブをクリックします。エージェントの現
在のチーム メンバーシップが表示されます。

4. エージェント チームのチェックボックスを選択し、[削除]をク
リックします。

5. 下部のリストからチームを選択し、[追加]をクリックしてエージェ
ントをそのチームに追加することもできます。エージェントは、[メ
ンバー] チェックボックスを選択してチームのメンバーとして追加
するか、スーパーバイザ エージェントの場合はプライマリまたはセ
カンダリ スーパーバイザとして追加できます。

6. [保存]をクリックします。

3.3.5 新規エージェントの追加

新規エージェントを追加するには、次の手順に従います。
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注

すべてのエージェントには個人を関連付ける必要があります。新規エー
ジェントの個人レコードがシステムに存在しない場合、新規エージェン
トの追加中に作成できます。

1. [新規エージェント]メニュー オプションをクリックします。[エー
ジェントの新規作成] ページが表示されます。

2. 各タブのフィールドに入力します。必須フィールドにはすべて、赤
いアスタリスクが付けられています。これらのフィールドは、[詳
細] タブにあります。[保存]は、すべての必須フィールドに入力す
るまで有効になりません。

3. [詳細]タブで、次のことを行います。

エージェントの [名前]( BOates や Beth_Oates など) を入力し
ます。

エージェントの [説明]( 役職など) を入力します。

エージェントを作成する [Peripheral] を選択します( 通常、
使用する Peripheral と同じです) 。

エージェントを既存の個人に関連付けるか、新規作成するかを
選択します。エージェントが作成された Peripheral がすべて
異なる場合、複数のエージェント ID を個人に関連付けること
ができます。

[既存の個人を選択]：ドロップダウン リストから個人を
選択するか、[検索] ボックスに名前の一部を入力して特
定の個人を検索します。 新規エージェントは、その個人
の [Peripheral ログイン] ボックスで指定されている詳細
情報を使用して、エージェント デスクトップにログイン
します。

[個人の新規作成]：個人の名および姓を入力
し、Peripheral へのログインに使用する詳細情報を入力し
ます。 個人が自動的に作成され、エージェントに関連付
けられます。

注

関連するすべてのエージェントの Peripheral が異なる場合、複数の
エージェントを単一の個人に関連付けることができます。

4. [スーパーバイザ]タブで、次のことを行います。

エージェントがスーパーバイザ エージェントの場合、[スー
パーバイザ] チェックボックスを選択します。
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[スーパーバイザ] チェックボックスがオンの場合、エージェン
トにドメイン アカウント( コンタクト センター ネットワーク
のコンピュータにログインするときに使用するアカウント) を
関連付ける必要があります。アカウント名の一部を入力し、
[検索] をクリックして、正しいアカウントを選択します。

注

Unified CCMP からドメイン アカウントをセットアップすることはでき
ません。使用するドメイン アカウントがわからない場合は、IT 部門に
お尋ねください。

5. [エージェントチーム]タブで、次のことを行います。

所属するエージェントのエージェント チームを選択します。
エージェントがメンバーになれるチームは 1 つだけですが、
スーパーバイザは複数のチームを監督できます。他のフォルダ
のエージェント チームを参照するには、[選択されたパス] ド
ロップダウンを使用します。

[追加]をクリックして、チームをこのエージェントに関連付け
ます。

[メンバー] チェックボックスをオンにして、エージェントを
チームのメンバーにします。スーパーバイザは、メンバーにな
ることなくチームを監督できます。

エージェントがスーパーバイザの場合、監督するチームのプラ
イマリまたはセカンダリ スーパーバイザ ロールを選択しま
す。スーパーバイザは、このチームのメンバーであっても、メ
ンバーでなくてもかまいません。

6. [スキルグループ]タブで、次のことを行います。

エージェントが所属するスキル グループを選択します。フォ
ルダを変更するには、[選択されたパス]ドロップダウンを使用
します。

[追加]をクリックして、選択したスキル グループにエージェン
トを追加します。

7. [詳細設定]タブで、次のことを行います。

注

これらの設定は、エージェントの開始日または終了日を設定する場合に
のみ編集します。

[エンタープライズ名]は、Unified CCMP 内でエージェントが認
識される名前です。
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[エージェントの内線]は、エージェントの内線番号です。

[エージェントデスクトップ]では、エージェントのデスク設定
( デスク設定とも呼ばれます) を指定できます。

ログオフしていても通話中であっても、システムがエージェン
トのステートを追跡できるようにする場合は、[ステートのト
レース]チェックボックスをオンにします。

[有効開始日]ボックスを使用して、エージェントの開始時刻お
よび開始日を設定します( 日/月/年の形式を使用して手動で日
付を入力するか、カレンダーから日付を選択できます) 。

[有効期限日]ボックスを使用して、エージェントの終了日を設
定します。

8. [続けて作成]チェックボックスをオンにすると、名前とログイン詳
細以外、設定がこのエージェントと同じであるエージェントをもう
1 つ作成できます。

9. [保存]をクリックしてエージェントを作成するか、[キャンセル]
をクリックしてエージェント作成をキャンセルし、ホーム ページに
戻ります。

3.3.6 新規個人の追加

新規個人を追加するには、次の手順に従います。

1. [個人の作成]オプションをクリックします。

2. 必須フィールドにはすべて、赤いアスタリスクが付けられていま
す。これらのフィールドは、[詳細] タブにあります。[保存]は、す
べての必須フィールドに入力するまで有効になりません

3. [詳細]タブには、次があります。

[個人の名]( Janet や John など)

[個人の姓] またはファミリー ネーム( Smith や Black など)

個人の[説明]( 役職など)

Peripheral にログオンするために使用する必要がある[ログイ
ン名]

Peripheral にログオンするために使用する必要がある[パス
ワード]、およびその確認

4. [ポータル]タブで、次のことを行います。
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[なし]オプションを選択して、ポータル アカウント インター
フェイスを表示します。プロンプトが表示されたら、[ユーザ
の作成]オプションを選択して、この個人にマップされる新し
い Unified CCMP ユーザを追加します。

Unified CCMP にログオンするために使用する必要があるログイ
ン名を [ログイン名]に入力します。

Unified CCMP にログオンするために使用する必要があるパス
ワードを [パスワード]に入力し、確定します。パスワードは、
任意の長さにしたり、小文字、大文字、および数字を含めたり
するように要求される場合があります。有効なパスワードの指
定が困難な場合、システム管理者にお尋ねください。

自分がメンバーである任意のセキュリティ グループ( チーム
を管理する必要がある場合、企業のスーパーバイザ グループ
など) にユーザを追加できます。

5. [詳細設定]タブで、次のことを行います。

[有効開始日]ボックスを使用して、個人の開始時刻および開始
日を設定します( 日/月/年の形式を使用して手動で日付を入力
するか、カレンダーから日付を選択できます) 。

[有効期限日]ボックスを使用して、個人の終了日を設定しま
す。

6. [続けて作成]チェックボックスを選択すると、現在の個人を保存し
た後に個人をもう 1 つ作成できます。

7. [保存]をクリックして個人を作成するか、[キャンセル] をクリック
して個人作成をキャンセルし、ホーム ページに戻ります。

3.4 エージェントのスキルの変更

3.4.1 スキル変更ツールについて

スキル変更ツールを使用して、エージェント スキル グループのメン
バーシップを表示および編集できます。

スキル変更ツールを起動するには、[ツール] >[スキル変更] をクリック
します。

注

Unified CCMP は、パフォーマンスに影響が及ぶことを避けるため、エー
ジェントが属することができるスキル グループの数を制限します。
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3.4.2 スキルグループの表示

スキル グループを参照するには、[スキルグループ]ドロップダウン
ボックスをクリックし、使用するスキル グループを選択します。スキル
グループに関連付けられているエージェントのリストがボックスの下に
表示されます。スキル グループに関連付けることができるすべてのエー
ジェント( スキル グループと同じ Peripheral のエージェント) の詳細
リストは、その下に表示されます。

エージェント リストには、各エージェントの名前、システム内での状態
( [待受中] または [対応保留]) 、およびシステムで有効になる日付が表
示されます( [有効開始日] の日付が現在よりも後の場合、まだ作業を開

始していないエージェントを示します) 。[編集]アイコン( ) をク
リックすると、エージェントを編集できます。

3.4.3 スキルグループへのエージェントの追加

スキル グループにエージェントを追加するには、次の手順に従います。

1. 1 つ以上のエージェントが属するスキル グループを選択します。

2. チェックボックスを使用して、スキル グループに属するエージェン
トを選択します。他のフォルダのエージェントを参照するには、[選
択されたパス] ドロップダウンを使用します。

3. エージェント名の一部を検索ボックスに入力し、[検索]をクリック
すると、指定した検索文字列でエージェントのリストがフィルタリ
ングされます。

4. [追加]ボタンをクリックして、エージェントをこのスキル グループ
に関連付けます。

5. [保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリック
して詳細を開始前の状態に戻します。

3.4.4 スキルグループからのエージェントの削除

スキル グループからエージェントを削除するには、次の手順に従いま
す。

1. 1 つ以上のエージェントを削除するスキル グループを選択します。

2. トップ リストでチェックボックスを使用し、スキル グループから
削除するエージェントを選択します。

3. エージェント名の一部を検索ボックスに入力し、[検索]をクリック
すると、指定した検索文字列でエージェントのリストがフィルタリ
ングされます。
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4. [削除]をクリックして、エージェントをこのスキル グループから削
除します。

5. [保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリック
して詳細を開始前の状態に戻します。
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4 情報通知

4.1 情報通知について

情報通知( システム通知とも呼ばれます) は、通知ボードや「今日の
メッセージ」機能に似ています。情報通知は、コンタクト センターのそ
れぞれのスタッフに一般的な情報を個別に通知するのではなく、すべて
のスタッフに 1 箇所から一回で通知するための便利な方法です。通知に
は通常、エージェント割り当てや重要な顧客情報の変更などが含まれま
す。

ログインしたときに自分への現在の情報通知があれば、画面の右上隅に

あるトップ メニューの横に [情報通知] アイコン( ) が表示されま
す。

4.2 現在の情報通知の表示

情報通知を表示するには、次の手順に従います。

1. トップ メニューの横にある アイコンをクリックして [情報通
知] ダイアログボックスを表示します。ここには、入手可能な情報
通知が示されています。次に、リストから確認したい通知の名前
をクリックします。通知テキスト全体が表示されます。

2. 通知を確認したら、[情報通知] ダイアログボックスの右上隅にある
[X] をクリックします。

注

情報通知パネルには、現在の通知のみが表示されます。期限切れになっ
た通知( [有効終了日]が過去の日付である通知) または保留中の通知
( [有効開始日]が将来の日付である通知) は表示されません。
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4.3 詳細モードオプション

4.3.1 詳細モードオプションについて

詳細モード ユーザは、現在の情報通知を表示できる他、情報通知を作成
および編集できます。

情報通知ツールを起動するには、[ツール] > [情報通知]をクリックしま
す。

4.3.2 情報通知の作成

情報通知を作成するには、次の手順に従います。

1. [新規]をクリックします。[新規システム通知]ページが表示されま
す。

2. 新しい通知を確認する必要があるユーザを含むフォルダを選択しま
す。ページの一番上にそのフォルダ名が表示されます。その後、次
の作業を実行します。

[件名]フィールドに、通知のタイトルを入力します。

[テキスト]フィールドに、テキストを入力します。必要に応じ
て、テキスト フィールドの上部に表示されるエディタ ボタン
を使用して、テキストの書式を設定できます。マウス ポイン
タをエディタ ボタンの上に移動すると、その機能が表示され
ます。[ソースの表示(< >)]エディタ ボタンをクリックし
て、WYSIWYG エディタと HTML タグを含むプレーン テキストを
切り替えます。

注

情報通知テキストの書式を設定するには、書式設定するテキストを強調
表示して、該当するエディタ ボタンをクリックします。エディタ機能
を使用しても、入力しながらテキストを書式設定することはできませ
ん。たとえば、I ボタンをクリックしても、その後に入力するテキスト
に対して斜体モードは有効になりません。

[有効開始日]および [有効終了日]フィールドで、カレンダー
アイコンをクリックして適切な月日を選択することで開始日と
終了日を入力して、通知の有効期間を絞ります。

現在の通知の作成後に別の通知を追加する場合は、[続けて作
成]チェックボックスを選択します。

3. [保存]をクリックします。
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ヒント

ホーム ページの [情報通知]セクションで [通知の作成]リンクをク
リックして通知を作成することもできます。

4.3.3 情報通知の表示

情報通知ツールを選択すると、初期表示では、すべての情報通知のリス
トが表示されます。 このリストには、期限切れになった情報通知( [有
効終了日]が過去の日付である情報通知) と保留中の情報通知( [有効開
始日]が将来の日付である情報通知) を含めすべての情報通知が含まれま
す。

ヒント

ホーム ページの [情報通知]セクションで [通知の表示]リンクをク
リックして、すべての情報通知を表示することもできます。

4.3.4 情報通知の編集

情報通知を編集するには、次の手順に従います。

1. [情報通知]ツールを選択し、情報通知のリストで、変更する通知の
名前をクリックします。その通知が表示されます。

2. [編集]をクリックします。[情報通知の編集]ページが表示されま
す。

3. 前述の情報通知の作成の説明に従って、指定のフィールドで必要な
修正を通知に対して行います。

4. [保存]をクリックして変更内容を保存します。

ヒント

ホーム ページの [情報通知]セクションで [通知の編集]リンクをク
リックして通知を編集することもできます。

4.3.5 情報通知の削除

1 つ以上の情報通知を情報通知のリストから削除するには、削除する通
知のチェックボックスをオンにし、[削除]をクリックします。

編集中の情報通知を削除するには、[削除]メニュー オプションを選択し
ます。

4.3.6 情報通知の移動

情報通知を移動するには、次の手順に従います。
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1. 情報通知のリストで、移動する通知のチェックボックスをオンにし
ます。[移動]ボタンをクリックします。フォルダ ツリーが表示され
ます。

2. 通知の移動先フォルダを選択し、[保存]をクリックします。
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5 アクティビティモニタ

5.1 アクティビティモニタについて

[アクティビティモニタ] では、プロビジョニング キューの現在のス
テータスを表示できます。また、プロビジョニングされたリソースの基
本的な監査レポートが提供されます。

アクティビティ モニタを起動するには、[ツール] > [アクティビティモ
ニタ]をクリックします。

5.2 [プロビジョニングキュー]タブ

リソースの表示

[プロビジョニング キュー] タブには、次のプロビジョニング情報の要
約を示す、2 つのステータス モニタがあります。

[リソースIコントロール]：表示または編集が許可されているリモー
ト リソースのプロビジョニングステータス。

[すべてのリソース]：システム全体の状態を理解するのに役立つ、
ルートフォルダ下のすべてのリモート リソースのプロビジョニング
ステータス。

ステータス モニタは、20 秒ごとに更新されるリアルタイム データを表
示します。各ステータス モニタでは、次の状態が表示されます。

[エラー]：現在エラー状態であるリソースの数。 [リソースIコント
ロール] のステータス表示でこの番号をクリックすると、エラーの
詳細を表示できます。

[プロビジョニング]：現在対応保留状態または削除待機中状態であ
るリソースの数。 [リソースIコントロール] のステータス表示でこ
の番号をクリックすると、これらのリソースの詳細を表示できま
す。

パフォーマンス インジケータ：最近の全体的なシステムパフォーマ
ンス。これはプロビジョニング情報の右側に表示される、次のいず
れかの記号です。

：プロビジョニング キューの項目数は減少しています。

：プロビジョニング キューの項目数はほぼ一定です。

：プロビジョニング キューの項目数は増加しています。
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プロビジョニング アクティビティ グラフ：直前の15 分間のプロビ
ジョニング キューの状態を 20 秒間隔で表示するグラフ。キュー内
の項目は、時間間隔ごとに次のようにカラー コード化されます。

緑：サンプリング時に、プロビジョニング キュー内にある期
間がプロビジョニング警告しきい値で指定されている期間に満
たない項目の数を表します

オレンジ：サンプリング時に、プロビジョニング キュー内に
ある期間がプロビジョニング警告しきい値 で指定されている
期間を超えているが、プロビジョニング最大しきい値で指定さ
れている期間に満たない項目の数を表します

赤：プロビジョニング キュー内にある期間がプロビジョニン
グ最大しきい値で指定されている期間を超えている項目の数を
表します。

注

プロビジョニング警告しきい値およびプロビジョニング最大しきい値
は、ICE システム プロパティ ツールを使用して設定できます( 『Cisco
Unified Contact Center Management Portal アドミニストレーション ガ
イド』の「システム プロパティ マネージャ」の項を参照してくださ
い) 。デフォルトの値は次のとおりです。

プロビジョニング警告しきい値：5 分

プロビジョニング最大しきい値：10 分。

エラーおよびプロビジョニングの詳細

[リソースIコントロール] ステータス表示のエラー リソースまたはプロ
ビジョニング リソースの数をクリックすると、その状態のリソースのリ
ストおよび各動作に関する詳細が表示されます。リストのいくつかの
フィールドはハイパーリンクになっているため、クリックして項目に関
する詳細を取得できます。また、いくつかのカラム ヘッダーをクリック
すると、そのカラムの値によってリストの項目をソートすることもでき
ます。

利用できるフィールドを次に示します。
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フィールド 意味
ハイ
パーリ
ンク

ソート
可能

[日時] 現在のユーザのタイムゾーンでイベントが発生
した日付と時刻。

いいえ はい

[項目タイプ] イベントによって影響を受けるリソースのタイ
プ。

いいえ いいえ

[名前] イベントによって影響を受けるリソースの名前。 はい はい

[パス] フォルダ階層内の項目のロケーション。 いいえ はい

[関連項目名] このイベントに関連付けられる関連するリソー
スの名前(該当する場合) 。

はい はい

[関連項目パス] フォルダ階層内の関連する項目のロケーション
(該当する場合) 。

いいえ はい

[最終変更者] 最後に項目を変更したユーザのログイン名。 いいえ はい

[状態] イベントのステータス。 いいえ はい

[内部エラー](エラーリソー
スに対してのみ)

発生したエラーに関する説明。 いいえ はい

5.3 [詳細の監査]タブ

[詳細の監査] タブには、プロビジョニングされたリソースの監査履歴レ
ポートが表示されます。

次のフィルタを使用すると、レポートに表示される項目の数を制限でき
ます。

[パス]：ドロップダウン矢印をクリックし、対象となるリソースの
フォルダパスを選択します。デフォルトのフォルダ パスは、ルート
フォルダです。

[サブフォルダを含める]：チェックボックスを選択すると、監査履
歴レポートのサブフォルダの項目が含まれます。

[項目タイプ]：ドロップダウン矢印をクリックして選択可能な項目
タイプを表示し、リストから必要な項目を選択します。 デフォルト
では、項目タイプが選択されていません。

[開始日]：表示する最も古いイベントの日付と時刻を選択します。
デフォルト値は、1 週間前の深夜 0 時です。

[終了日]：表示する最も新しいイベントの日付と時刻を選択しま
す。 デフォルト値は、今日の現在時刻です。
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[イベントの結果]：表示する 1 つまたは複数のイベントの結果を選
択します。 デフォルトでは、成功と失敗の両方の結果のイベントが
表示されます。

フィルタを選択している場合は、[表示]をクリックして詳細の監査を表
示します。リストのいくつかのフィールドはハイパーリンクになってい
るため、クリックして項目に関する詳細を取得できます。また、いくつ
かのカラム ヘッダーをクリックすると、そのカラムの値によってリスト
の項目をソートすることもできます。

表示されるフィールドを次に示します。

フィールド 意味
ハイ
パーリ
ンク

ソート
可能

[日時] 現在のユーザのタイムゾーンにおいてイベントが
発生した日付と時刻。

いいえ はい

[イベントの
説明]

イベントの詳細。 いいえ いいえ

[項目タイ
プ]

イベントによって影響を受ける項目のタイプ。 いいえ いいえ

[名前] イベントによって影響を受けるリソースの名前。 はい はい

[パス] フォルダ階層内のリソースのロケーション。 いいえ はい

[関連項
目名]

このイベントに関連付けられる関連するリソース
の名前(該当する場合) 。

はい はい

[関連項
目パス]

階層内の関連するリソースのロケーション(該
当する場合) 。

いいえ はい

[関連項
目タイプ]

関連するリソースのタイプ。 いいえ いいえ

[機器] 項目が存在する機器。 いいえ はい

[ユーザ] イベントを開始したユーザのログイン名。 いいえ はい

[イベントの
結果]

イベントの結果(成功または失敗) 。 いいえ はい
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6 システムマネージャ

6.1 概要

6.1.1 システムマネージャについて

システム マネージャ ツールを使用すると、リソース フォルダとリソー
スを作成でき、ユーザはリソースを階層構造に区分することができま
す。この操作は、ツールの左側にある [フォルダ ツリー] パネルを使用
して行います。ユーザは特定のフォルダを選択することによって、フォ
ルダのサブフォルダを表示できます。十分なセキュリティ権限を持つ
ユーザは、システム マネージャ インターフェイス経由でシステムのす
べてのコンテンツにアクセスし、コンテンツを管理できます。Unified
CCMP Web アプリケーションを使用すると、次のような Unified CCE シス
テムの主要な側面をリモートで設定および管理することができます。

エージェント、エージェント チーム、スキル グループ、およびデ
スクトップ設定

ダイヤル番号およびコール タイプ

注

システム マネージャを使用して、Unified CCMP のセキュリティを管理
することはできません。セキュリティを管理するには、セキュリティ
マネージャを使用します( 8.6.1 項"セキュリティ マネージャについて"
を参照してください) 。

システム マネージャを起動するには、[ツール] >[システムマネージャ]
をクリックします。

6.1.2 システム管理ツール

Unified CCMP には、システムを管理するために次のツールが用意されて
います。
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ツール
名 用途

アクティ
ビティ
モニタ

以下の事項をモニタし、検査することができます。
プロビジョニングキューの現在の状態
リモート リソースの監査履歴

システ
ムマ
ネー
ジャ

フォルダおよびリソースの作成と変更、リソースの階層構造への区分、
および(適切な特権を持つユーザの場合は)システムの内容全体の
管理ができます。

これらのツールは、[ツール]メニューから利用できます。

6.1.3 システムマネージャのユーザインターフェイス

6.1.3.1 概要

システム マネージャ ツールには次のパネルがあります。

標準ツールバー、ブレッドクラム トレール( ユーザが現在のページ
にアクセスするために使用したパスを示す) および情報管理パネル
がブラウザの上部に表示されます。

[フォルダ ツリー]パネルがブラウザの左に表示されます。これは、
ユーザが各自のセキュリティ権限に基づいて表示できるすべてのリ
ソースの階層構造を示しています。[フォルダ ツリー] パネルの右
端には、2 つの小さな矢印が入った最小化バーがあります。この
バーをクリックすると、[フォルダ ツリー] パネルが閉じ、[フォル
ダ ツリー] パネルが不要の場合に画面スペースを広げることができ
ます。

[項目]パネルはブラウザの中央に表示されます。ここには、現在選
択されているフォルダに含まれている項目が表示されます。このパ
ネルの右端には、2 つの小さな矢印が入った最小化バーがありま
す。このバーをクリックすると、[項目] パネルが不要の場合に画面
スペースを広げることができます。

[詳細]パネルはブラウザの右側に表示されます。このパネルには、
[項目] パネルで選択された最新のリソース項目の詳細が表示されま
す。十分なセキュリティ権限がある場合は、これらの詳細を編集で
きます。

6.1.3.2 [フォルダツリー]パネル

フォルダ ツリーの全般情報については、1.2.9 項"フォルダ ツリーにつ
いて"を参照してください。
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システム マネージャでは、[フォルダ ツリー] パネルに次のボタンも含
まれています。

[システム]：新しいシステム リソース項目を作成できます。

[リソース]：新しいリモート リソース項目を作成できます。

[アップロード]：一括アップロードを実行できます( 詳細について
は、6.5.1 項"一括アップロードについて"を参照してください) 。

注意

フォルダに入れるリソースの数は、1 つのタイプにつき 1000 以下とし
てください。たとえば、あるフォルダに 900 のエージェント リソース
と 900 のエージェント デスクトップ リソースを含めることができます
が、1800 のエージェント リソースを含めることはできません。

6.1.3.3 [項目]パネル

説明

[フォルダ ツリー] パネルで項目を選択すると、[項目] パネルにその
フォルダの内容が表示されます。[フォルダ ツリー] パネルで何を選択
したかによって、[項目] パネルにリスト ビューまたは要約ビューが表
示されます。

選択した項目がリソース フォルダの場合、[項目] パネルはリスト
ビューになります。リスト ビューには、リソース フォルダに入っ
ているそのリソース タイプの各項目のリストが表示されます。各項
目の横には、その項目を移動操作や削除操作のために選択できる
チェックボックスがあります。項目自体をクリックすると、その項
目の詳細が [詳細] パネルに表示されます。

選択した項目が別の種類のフォルダである場合、[項目] パネルは要
約ビューになります。要約ビューには、そのフォルダに入っている
各リソース タイプの要約リストと、各リソース タイプの数が表示
されます。サマリー リストでリソース タイプをクリックすると、
[項目] パネルには、リソース フォルダ内にあるそのリソース タイ
プの各項目が入ったリスト ビューが表示されます。

注

Unified CCMP 9.1 以降では、[項目] パネルの要約ビューにテナント用の
別個の要約リスト項目はありません。テナントはフォルダ要約項目に含
まれています。

リスト ビューのボタン

[項目] パネル( リスト ビュー) には、次のボタンが含まれています。
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[移動]：リスト ビューで選択した項目を別のロケーションに移動で
きます。

[削除]：選択した項目をデータベースから削除できます。

[マージ]：選択した複数の項目を単一の項目にマージできます( 詳
細については、6.6.1 項"マージについて"を参照してください) 。

リスト ビューのページ

パフォーマンスを向上させるために、[項目] パネルのリスト ビューに
表示する項目が多数ある場合は、複数のページに項目が表示されます。
ページ番号、または [項目] パネルの左下にある矢印を使用して、ペー
ジ間を移動できます。

注

[項目] パネルのリスト ビューの各ページに表示される項目の数は、[設
定] > [ユーザ設定] > [データのページングサイズ]を使用して変更でき
ます。

リスト ビューの表示オプション

項目のリストにフィルタを適用するには、検索ボックスにリソース名の
一部を入力し、[検索]をクリックします。入力したテキストに一致する
リソース項目だけが表示されます。

リソース項目のリストを更新するには、[更新] アイコン( ) をク
リックします。

表示名をユーザ入力名とエンタープライズ名の間で切り替えるには、表

示アイコン( ) をクリックします。

6.1.3.4 [詳細]パネル

説明

[詳細] パネルを使用して、[項目] パネル( リスト ビュー) で現在選択
されているリソース項目の詳細と関連付けを表示または変更します。

[詳細] パネルにはタブ付きのダイアログが入っており、各タブは実行す
る操作を表しています。複数のリソースに共通したタブの説明について
は、6.1.4 項"共通の [詳細] パネル タブ"を参照してください。

アンカー リソース

[詳細] パネルでタブを選択し、中央の [項目] パネル( リスト ビュー)
で選択された項目を変更すると、[詳細] パネルによってビューが固定さ
れ、新しい項目に対して同じタブが表示されます。
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逆のこともいえます。[詳細] パネルに表示されている関連付けられたリ
ソースが選択されると( たとえば、スキル グループは、エージェントに
対して表示される関連付けられたリソース) 、[項目] パネル( リスト
ビュー) に表示されるリソースのタイプも変更されます。

6.1.4 共通の [詳細]パネルタブ

次の各項では、複数のリソース タイプに共通するいくつかのタブの内容
について説明します。

6.1.4.1 [詳細] タブ

[詳細] タブは、[名前] ( エージェントの場合) など、リソースに属する
情報の一連のフィールドが含まれるフォームです。各フィールドは、必
須、オプションまたは読み取り専用( つまり、Unified CCMP により自動
的に入力される) のいずれかです。各フィールドには、その使用方法に
ついて説明するヘルプ テキスト項目があり、そのフィールドが必須であ
るかどうかが示されています。

6.1.4.2 [関連付け] タブ

リソースのタイプにより異なりますが、他のリソースとこのリソースを
関連付けることができる 1 つ以上の関連付けタブがあります。たとえ
ば、スキル グループが選択されている場合、[エージェント] タブが提
供されます。このタブを使用すると、スキル グループに関連付けるエー
ジェントを指定できます。

ヒント

関連付けは通常、その関連付けのどちら側からでも変更できます。たと
えば、エージェントをスキル グループに追加するには、スキル グルー
プを選択して [エージェント] タブを使用するか、エージェントを選択
して [スキルグループ] タブを選択することができます。

[関連付け] タブには、2 つのサブパネルが上下にあります。上部のサブ
パネルには、このリソースにすでに関連付けられているリソース項目が
表示され、下部のサブパネルには、追加できるリソースが表示されま
す。この使用可能な項目を示すサブパネルの内容は、ログインしている
ユーザのセキュリティ権限およびその他の関連するビジネス ルールによ
りフィルタリングされます。たとえば、エージェントをスキル グループ
に追加する場合、サブパネルには、スキル グループと同じ Peripheral
にあるエージェントだけが表示されます。

ユーザは必要に応じて上下のパネル間でリソース項目を移動し、関連付
けを作成および破棄できます。
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パフォーマンスを向上させるために、表示する項目が多数ある場合は複
数のページに項目が表示されます。ページ番号、またはパネルの左下に
ある矢印を使用して、ページ間を移動できます。

注

各ページに表示される項目の数は、[設定] > [ユーザ設定] >[データの
ページングサイズ] を使用して変更できます。

6.1.4.3 [詳細設定]タブ

リソース タイプによっては、[詳細設定] タブも提供されます。このタ
ブには、通常システムにより設定されるが、ユーザが上書きできる情報
が表示されます。

6.1.4.4 [履歴] タブ

注

このタブはリモート リソースについてのみ、しかもそのリソースが
Unified CCMP で作成された後にのみ表示されます。システム リソース
については表示されず、リモート リソースが最初に作成されたときも
表示されません。

[履歴] タブには、リソースの監査情報が表示されます。

イベントが別のリソースに関係する場合、たとえば、エージェントをス
キル グループに追加する場合、リソースはその説明にリンクされます。
ドロップダウン矢印がイベントの下に表示されている場合、その矢印
をクリックすると、詳細( イベントを実行したユーザなど) を表示でき
ます。要求イベントは、Unified CCMP のユーザ インターフェイスを使用
して行われた変更を示します。実行イベントは、要求された変更が
Unified CCE で成功したことを示します。イベントの成功または失敗は、
緑のチェックマークまたは赤い十字で示されます。

リソースの監査履歴が長い場合、[フィルタの編集] リンクを使用して、
失敗した変更要求など、特定のイベントだけを表示できます。

6.1.4.5 [カスタムデータ] タブ

一部のリモート リソースには、独自のキー フィールドとそのキーに対
応する値を指定できる [カスタムデータ] タブがあります。

それぞれのリソースは、最大で 10 個のカスタム データ キーを含むこと
ができます。

リソースが複数のカスタム データ キーを含む場合、キー テキスト
ボックスにキー値を入力して、そのキーと対応するキー値をすばやく表
示できます。

カスタム データの使用法の例：
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サービス レベルが特定のしきい値を下回ったときに通知するように
システムを設定できる緊急連絡先番号を保持する。

6.2 フォルダ

6.2.1 フォルダについて

Unified CCMP では、ユーザがリソースを階層構造に区分できるよう、
フォルダを使用します。

フォルダ ツリーとその使用方法の詳細については、1.2.9 項"フォルダ
ツリーについて"を参照してください。

システム マネージャを使用して、フォルダの作成、編集、名前変更、移
動、および削除ができます。

6.2.2 フォルダの作成

方法 1：フォルダのプロパティを指定する

フォルダを作成し、フォルダのすべてのプロパティを指定するには、次
の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、新しいフォル
ダを作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[システム]をクリックし、[フォルダ]
をクリックします。

3. [名前]フィールドに、新しいフォルダの名前を入力します。

4. 必要に応じて、[説明]フィールドに、フォルダを説明するテキスト
を入力します。

5. 必要に応じて、[権限の継承]チェックボックスをオフにして、この
フォルダをポリシー ルートにします。ポリシー ルートは、セキュ
リティ権限をその親フォルダから継承しません。

6. ツリー構造の同じポイントにさらにフォルダを作成する場合は、[続
けて作成]チェックボックスをオンにします。

7. [保存]をクリックして、新しいフォルダをツリーに保存します。

方法 2：フォルダのプロパティにデフォルト値を使用する

フォルダのプロパティにデフォルトを使用してフォルダを作成するに
は、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、新しいフォル
ダを作成するフォルダを選択します。

2. 次のいずれかの方法でフォルダを作成します。
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キーボードの Insキーを押します。

新しいフォルダを作成する位置で右クリックし、[フォルダの
作成]を選択します。

3. 次のデフォルト値を使用して新しいフォルダが作成されます。

[名前]：「新規」の後に固有の番号を続けたもの

[説明]：値なし( 空白のまま)

[権限]：親から権限を継承

4. 必要に応じて、デフォルトの名前に代わる新しい名前を入力しま
す。

注

フォルダのセキュリティ権限を変更するには、ロール マネージャ ツー
ルを使用する必要があります。詳細については、8.3.1 項"ロール マ
ネージャについて"を参照してください。

6.2.3 フォルダの名前変更

次のいずれかの方法でフォルダの名前を変更できます。

システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、フォルダを選
択し、キーボードの F2を押します。

システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、フォルダを
右クリックし、[フォルダの名前変更]を選択します。

ヒント

いずれの方法を使用しても、フォルダだけでなくテナントの名前も変更
できます。

6.2.4 フォルダの移動

フォルダを移動するには、次の手順に従います。

方法 1：ドラッグ アンド ドロップを使用する

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、移動する 1 つ
以上のフォルダを選択します( 複数のフォルダを選択する方法につ
いては、1.2.9.7 項"複数のフォルダの選択"を参照してくださ
い) 。

2. 選択したフォルダを新しいロケーションにドラッグ アンド ドロッ
プします( ドラッグ アンド ドロップの詳細については、1.2.9.10
項"ドラッグ アンド ドロップ操作"を参照してください) 。
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方法 2：[移動] ボタンを使用する

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、移動する 1 つ
以上のフォルダを含んでいるフォルダを選択します。[項目] パネル
に、そのフォルダに含まれているリソース タイプのリストが表示さ
れます。

2. [項目] パネルで、[フォルダ]をクリックします。[項目] パネル
が、このロケーションにあるフォルダを表示するリスト ビューに変
わります。

3. 移動する 1 つ以上のフォルダのチェックボックスをオンにします。

4. [移動]ボタンをクリックします。

5. [現在の項目を移動] ページが表示され、フォルダ ツリーが表示さ
れます。

6. フォルダ ツリーで、フォルダの移動先のロケーションを選択しま
す。

7. [保存]をクリックします。

注

フォルダを別のテナントに移動した場合、そのフォルダに含まれていた
リモート リソースは削除済みとしてマーク付けされ、新しいテナント
の下に再作成されます。この効果の詳細については、6.4.9 項"リソース
の移動についての詳細"を参照してください。

6.2.5 フォルダの削除

注

削除するフォルダにリソースが含まれている場合、フォルダを削除する
には、事前にそれらのリソースを別のロケーションに移動しておく必要
があります。これには、削除されたリソースも含まれます。削除された
リソースを表示するには、[設定] > [ユーザ設定] > [削除されたリソー
スの表示]を選択します。

フォルダを削除するには、次の手順に従います。

方法 1：フォルダ ツリーを使用する

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、削除する 1 つ
以上のフォルダを選択します( 複数のフォルダを選択する方法につ
いては、1.2.9.7 項"複数のフォルダの選択"を参照してくださ
い) 。
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2. [フォルダツリー] パネルで、キーボードのDel キーを押すか、右ク
リックしてショートカット メニューを表示し、[フォルダの削除]を
選択します。

3. [フォルダの削除] ダイアログで、[OK]を選択します。選択したフォ
ルダと、サブフォルダ( 存在する場合) が削除されます。

方法 2：[削除] ボタンを使用する

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、削除する 1 つ
以上のフォルダを含んでいるフォルダを選択します。[項目] パネル
に、そのフォルダに含まれているリソース タイプのリストが表示さ
れます。

2. [項目] パネルで、[フォルダ]をクリックします。[項目] パネル
が、このロケーションにあるフォルダを示すリスト ビューに変更さ
れます。

3. 削除する 1 つ以上のフォルダのチェックボックスをオンにします。

4. [削除]をクリックします。

5. [フォルダの削除] ダイアログで、[OK]を選択します。選択したフォ
ルダと、サブフォルダ( 存在する場合) が削除されます。

注

「警告：このフォルダ [/path] にはリモート機器 [ ] への直接マッピ
ングがあります...」というメッセージが表示される場合があります。
フォルダを削除すると、新しいリソースの配置に関するインポート機能
のロジックが変更されます。管理者に問い合わせるか、『Cisco Unified
Contact Center Management Portal アドミニストレーション ガイド』の
「機器がマップされたフォルダ」の項を参照してください。

フォルダに、表示されないリソースが含まれている場合があります。そ
の場合は、それらのリソースを別の場所に移動するため管理者に連絡す
るようプロンプトが表示されます。

6.2.6 フォルダの一括アップロード

一度に 1 つのフォルダを作成するだけでなく、事前に CSV( カンマ区切
り値) ファイルに出力したフォルダを一括でロードすることもできま
す。詳細については、6.5.1 項"一括アップロードについて"を参照してく
ださい。
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6.3 テナントとプレフィックスルール

6.3.1 テナントとプレフィックス ルールについて

6.3.1.1 テナント

テナントは、Unified CCE でカスタマー定義として設定されている現実世
界の組織を表します。Unified CCE で作成されたカスタマー定義( リモー
ト テナント) ごとに、対応するテナントを Unified CCMP で作成できま
す。Unified CCE でテナント間にテレフォニー分離が実施されるのと同様
に、テナントの可視性と管理はセキュリティ モデルにより Unified CCMP
内で制御されます。

Unified CCMP 内で各テナントを分離することは、テナント フォルダが
ルート フォルダの権限とプロパティを継承しないことを意味します。テ
ナント フォルダごとに、個別のセキュリティ権限とユーザ グループの
セットがあります。テナントが表すカスタマー組織のメンバーである
ユーザはテナント内のリソースを表示および管理するアクセス権が必要
であるのに対し、システム全体の管理者またはホスト管理者にのみ自分
でテナントを管理するアクセス権を付与する必要があります。

注

テナントは Unified CCMP で作成または削除できません。テナントは
Integrated Configuration Environment( ICE) Cluster Configuration
ツールを使用して設定されます。詳細については、『Cisco Unified
Contact Center Management Portal インストレーション/コンフィグレー
ション ガイド』を参照してください。

6.3.1.2 プレフィックスルール

プレフィックス ルールとは、命名規則または分類基準に基づいてリモー
ト リソースを特定のフォルダに移動するために Unified CCMP が使用す
るルールです。プレフィックス ルールは項目の内部名( エンタープライ
ズ名) と照合されます。

エージェント、コール タイプ、ダイヤル番号などのリモート リソース
が最初に Unified CCMP にインポートされ、次のルールに基づいてデフォ
ルトの場所に置かれます。

Unified CCE に格納されている情報から項目を所有するテナントを
Unified CCMP が判断できる場合、その項目は所有テナントのルート
に置かれます。
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Unified CCE に格納されている情報から項目を所有するテナントを
Unified CCMP が判断できない場合、その項目は [未割り当て] フォ
ルダの対応する「機器」のフォルダに置かれます。[未割り当て]
フォルダには、Unified CCMP で使用するために設定されている機器
フォルダが Unified CCE ごとにあります。

プレフィックス ルールを使用してリモート リソースの移動を自動化す
ると、Unified CCE から Unified CCMP にインポートされる項目を手動で
移動する管理オーバーヘッドが減少します。複雑なフォルダ構造を持つ
大きなシステムでは大幅に減少する可能性があります。

プレフィックス ルールに従った項目の移動は、夜間に実行されるスケ
ジュール済みプロセスによって実行されます。

同じテナント内のある場所または [未割り当て] フォルダ内のある場所
にプレフィックス ルールに一致するリソースを手動で移動した場合、そ
のリソースは、プレフィックス管理プロセスの次回の実行時に、ルール
が無効にされるか削除されていなければ、ルールによって定義されてい
る場所に戻されます。

6.3.2 プレフィックス ルールの作成

テナントのプレフィックス ルールを作成するには、次の手順に従いま
す。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、プレフィック
ス ルールを作成するテナントを含んでいるフォルダを選択します。
[項目] パネルに、フォルダに含まれるリソース タイプのリストが
表示されます。

2. [フォルダ]を選択します( このレベルでは、テナントはフォルダ タ
イプの 1 つにすぎません) 。[項目] パネルは、この場所における
各フォルダとテナントを示すリスト ビューに変わります。

3. テナントの名前をクリックします。テナントの詳細が [詳細] パネ
ルに表示されます。

4. [プレフィックス]タブをクリックします。選択したテナントに関連
付けられた既存のすべてのプレフィックスがテーブルに表示されま
す。

5. [新規行の追加]( ) をクリックしてプレフィックスを追加しま
す。

6. 次のようにフィールドに入力します。

[プレフィックス]フィールドに、リソース名との照合に使用す
る新しいプレフィックスを入力します。「%」文字は、任意の
文字のゼロ個以上の発生との照合に使用されます。
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たとえば、プレフィックス「%.SAL.ENG.%.ag」は次と一致しま
す。

BOS.SAL.ENG.JohnSmith.ag

CHI.SAL.ENG.SamirPatel.ag

次とは一致しません。

BOS.SAL.SPA.JohnSmith.ag

BOSSAL.ENG.JohnPatel.ag

Unified CCMP のインストール時にデータベース管理システムで
大文字と小文字の区別が実施された場合を除いて、デフォルト
ではルールで大文字と小文字が区別されません。

[タイプ]ドロップダウン リストから、ルールが適用されるリ
モート リソース タイプを選択します。

[プライオリティ]フィールドに、一意の数値( 0 ～ 9999) を入
力します。プライオリティ値はテナント内のプレフィックス
ルールで一意にする必要があります。リソースがそのタイプの
複数のルールに一致する場合は、プライオリティ値が最も高い
ルールが優先されます。

プレフィックスを有効にするには、[有効]チェックボックスを
選択します。

[パス]フィールドをクリックしてフォルダ ツリーを表示してか
ら、一致するリソースのターゲット フォルダを選択します。

7. [送信]をクリックしてプレフィックス ルールを作成します。

6.3.3 プレフィックス ルールの編集

テナントのプレフィックス ルールを編集するには、次の手順に従いま
す。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、編集するプレ
フィックス ルールがあるテナントを含んでいるフォルダを選択しま
す。[項目] パネルに、フォルダに含まれるリソースのリストが表示
されます。

2. [フォルダ]を選択します( このレベルでは、テナントはフォルダ タ
イプの 1 つにすぎません) 。[項目] パネルは、この場所における
各フォルダとテナントを示すリスト ビューに変わります。

3. 編集するテナントをクリックします。テナントの詳細が [詳細] パ
ネルに表示されます。
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4. [プレフィックス]タブをクリックします。選択したテナントに関連
付けられた既存のすべてのプレフィックスがテーブルに表示されま
す。

5. プレフィックスをクリックして選択します。

6. 選択したプレフィックス ルールを編集するために、テーブルの下に

ある[選択した行の編集]( ) をクリックします。

7. 必要なフィールドを修正します。

8. [送信]をクリックして、ルールの編集を終了します。

6.3.4 プレフィックス ルールの表示

テナントのプレフィックス ルールを表示するには、次の手順に従いま
す。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、表示するプレ
フィックス ルールがあるテナントを含んでいるフォルダを選択しま
す。[項目] パネルに、フォルダに含まれるリソースのリストが表示
されます。

2. [フォルダ]を選択します( このレベルでは、テナントはフォルダ タ
イプの 1 つにすぎません) 。[項目] パネルは、この場所における
各フォルダとテナントを示すリスト ビューに変わります。

3. 編集するテナントをクリックします。テナントの詳細が [詳細] パ
ネルに表示されます。

4. [プレフィックス]タブをクリックします。選択したテナントに関連
付けられた既存のすべてのプレフィックスがテーブルに表示されま
す。

5. プレフィックスをクリックして選択します。

6. 選択したプレフィックス ルールを表示するために、テーブルの下に

ある[選択した行の表示]( ) をクリックします。

7. テナントのプレフィックス ルールが複数ある場合は、ダイアログ
ボックスの左下隅にある [<]および [>]記号を使用してその他のプ
レフィックス ルールを表示できます。

8. [閉じる]をクリックして、ルールの表示を終了します。

6.3.5 プレフィックス ルールの削除

テナントのプレフィックス ルールを削除するには、次の手順に従いま
す。
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1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、削除するプレ
フィックス ルールがあるテナントを含んでいるフォルダを選択しま
す。[項目] パネルに、フォルダに含まれるリソースのリストが表示
されます。

2. [フォルダ]を選択します( このレベルでは、テナントはフォルダ タ
イプの 1 つにすぎません) 。[項目] パネルは、この場所における
各フォルダとテナントを示すリスト ビューに変わります。

3. 編集するテナントをクリックします。テナントの詳細が [詳細] パ
ネルに表示されます。

4. [プレフィックス]タブをクリックします。選択したテナントに関連
付けられた既存のすべてのプレフィックスがテーブルに表示されま
す。

5. プレフィックスをクリックして選択します。

6. 選択したプレフィックス ルールを削除するために、テーブルの下に

ある[選択した行の削除]( ) をクリックします。

7. [削除]をクリックして、ルールの削除を確認します。

6.3.6 テナントとプレフィックス ルールの詳細

6.3.6.1 プレフィックスとマルチテナント環境

同じ Unified CCE 環境を複数のテナントが共有する場合は、その間でリ
ソースが共有されることがあります。ホスト管理者は、同じ Unified CCE
環境を共有するテナントごとに異なるプレフィックス ルールが使用され
るようにする必要があります。

同じ Unified CCE 機器の複数のテナントのプレフィックス ルールにリ
ソースが一致する場合は、Unified CCMP 内でアルファベット順が最初の
テナントがその共有リソースとそのリソースの移動を「所有」します。
同じ機器の以降のテナントに設定されているルールは適用されません。

同じ Unified CCE 機器の異なるテナント間でリソースが移動された場
合、元のテナントのリソースに適用されたすべてのプレフィックス ルー
ルは、そのリソースが以前のテナントまたは [未割り当て] フォルダに
戻されるまで適用されません。これは、プレフィックス ルールが適用さ
れるのは、それが定義されているテナントの範囲内と [未割り当て]
フォルダ内に限られるためです。
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6.4 リソース

6.4.1 リソースについて

6.4.1.1 リソースタイプ

システム内の各テナントには、ダイヤル番号やエージェントなどのリ
ソースが割り当てられています。これらのリソースは、コンタクト セン
ターのネットワーク運用の一部として日次ベースで使用されます。ただ
し、システムによって使用されるリソースのタイプを区別できることが
重要です。次の 2 つの異なるタイプがあります。

システム リソース( ユーザ、フォルダなど) は、Unified CCMP で作
成および管理できるエンティティです。これらのリソースは
Unified CCMP にとってローカルであり、リモート機器に対してはプ
ロビジョニングされません。Unified CCMP リソースは、テナントに
関連付けても、関連付けなくてもかまいません。

リモート リソース( エージェント、ダイヤル番号など) は、リモー
ト機器に存在するエンティティです。一部のリモート リソースは
Unified CCMP で作成または編集でき、リモート システムに対してプ
ロビジョニングできます。その他のリモート リソースは Unified
CCMP によってアクセスできますが、Unified CCMP で作成、編集、お
よびプロビジョニングすることはできません。すべてのリモート リ
ソースは、特定のテナントに関連付ける必要があります。

6.4.1.2 システムリソース

次のタイプのシステム リソースを作成および管理できます。

フォルダ。関連する情報のためのシステム内のプレースホルダ。詳
細については、6.2.1 項"フォルダについて"を参照してください。

グループ。同じセキュリティ権限を共有する一連の Unified CCMP
ユーザ。詳細については、8.5.1 項"グループ マネージャについて"
を参照してください。

情報通知。「今日のメッセージ」機能。詳細については、4.1 項"情
報通知について"を参照してください。

ユーザ。Unified CCMP へのアクセスを許可されたコンタクト セン
ターのメンバー。詳細については、8.4.1 項"ユーザ マネージャに
ついて"を参照してください。
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6.4.1.3 リモート リソース

次のタイプのリモート リソースを作成および管理できます。

エージェント。カスタマー コンタクトを処理する個人。詳細につい
ては、7.2.1 項"エージェントとスーパーバイザ エージェントにつ
いて"を参照してください。

エージェント デスクトップ。特定のエージェントのための一連の権
限または設定で、コールの後処理に割り当てる時間や可能な発信
コールなど。詳細については、7.3.1 項"エージェント デスクトッ
プについて"を参照してください。

エージェント チーム。1 つ以上のスーパーバイザによって管理され
るエージェントのグループ。詳細については、7.4.1 項"エージェン
ト チームについて"を参照してください。

属性。エージェントに関連付けることができるユーザ定義情報。こ
れは、特定の分野におけるエージェントの知識や経験、およびその
知識や経験のレベルを定義したものです。詳細については、以下を
参照してください。7.5.1 項"属性について"

コール タイプ。受信するルーティング可能なタスクを分類するカテ
ゴリ。コール タイプにより、コールに対して実行されるルーティン
グ スクリプトが決定されます。詳細については、7.6.1 項"コール
タイプについて"を参照してください。

部署。ユーザ定義のビジネス ニーズに従って関連するリソースをグ
ループ化するための方法。 詳細については、7.7.1 項"部署につい
て"を参照してください。

デバイス プロファイル。特定の電話設定を物理的に異なるいくつか
の電話機にわたって保持するために使用できる、電話テンプレー
ト。詳細については、7.8.1 項"デバイス プロファイルについて"を
参照してください。

ダイヤル番号。発信者がダイヤルした番号。コール タイプの判別に
役立ちます。詳細については、7.9.1 項"ダイヤル番号について"を
参照してください。

電話番号。IP 電話に接続される回線。詳細については、7.10.1 項"
電話番号について"を参照してください。

エンタープライズ スキル グループ。スキル グループの論理的なグ
ルーピング。これらは異なるメディア ルーティング ドメインに由
来する場合もあります。詳細については、7.11.1 項"エンタープラ
イズ スキル グループについて"を参照してください。

拡張コール変数。コールに関する情報を渡すために使用する変数。
詳細については、7.12.1 項"拡張コール変数について"を参照してく
ださい。
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IP 電話。コールを発信および受信するためにエージェントによって
使用される、1 つの回線を持つ IP デバイス。詳細について
は、7.13.1 項"IP 電話について"を参照してください。

IVR アプリケーション。CVP IVR アプリケーション サーバ上で動作
し、コール ルーティングを制御するために使用される音声 XML
( VXML) アプリケーション。詳細については、7.14.1 項"IVR アプリ
ケーションについて"を参照してください。

ラベル。ルーティング クライアントに渡される各ネットワーク
ターゲットの文字列。詳細については、7.15.1 項"ラベルについて"
を参照してください。

メディア ファイル。プロンプトおよびメッセージを呼び出し元に再
生するために IVR によって使用される .wav ファイル。詳細につい
ては、7.16.1 項"メディア ファイルについて"を参照してくださ
い。

ネットワーク VRU スクリプト。発信者に対するメッセージを再生す
るために音声応答装置によって使用されるスクリプト。詳細につい
ては、7.17.1 項"ネットワーク VRU スクリプトについて"を参照して
ください。

Peripheral。コンタクト センターのスタッフにカスタマーの通話を
ルーティングする ACD スイッチなどの接続システム。詳細について
は、7.18.1 項"Peripheral について"を参照してください。

注

Unified CCMP から Peripheral をプロビジョニングすることはできませ
ん。Unified CM プロビジョニング用にそれに関連付けられているユーザ
を変更できるだけです。

個人。システムにおける物理的な個人の表現。個人は 1 人のユーザ
か 1 つ以上のエージェント、またはその両方とすることができま
す。詳細については、7.19.1 項"個人について"を参照してくださ
い。

プレシジョン キュー。エージェントの習熟属性とアベイラビリティ
に応じてエージェントへのコールのルーティング方法を定義するメ
カニズム。プレシジョン キューは、コールのルーティング方法を定
義するために、ルーティング スクリプトの中で参照されます。詳細
については、以下を参照してください。7.20.1 項"プレシジョン
キューについて"

サービス。Unified CCE サービス、およびそれに関連付けられている
スキル グループと Peripheral。詳細については、7.21.1 項"サービ
スについて"を参照してください。
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スキル グループ。同じスキルを持ち、単一のメディア ルーティン
グ ドメインに割り当てられているエージェントの集合。詳細につい
ては、7.22.1 項"スキル グループについて"を参照してください。

ユーザ変数。値を保持する名前付きオブジェクト( 多くの場合、
ルーティング スクリプトで使用される) 。詳細については、7.23.1
項"ユーザ変数について"を参照してください。

Unified CCE を介してプロビジョニングされたその他のリモート リソー
ス( メディア ルーティング ドメインやスクリプトなど) は表示できま
すが、編集することはできません。

注

Unified CCMP 展開が HCS 500、1000、または 4000 エージェントの
Unified CCE 設定に接続されている場合、その展開タイプの事前定義さ
れた容量制限が Unified CCMP によって適用されます。これらの容量制
限のいずれかを超える変更を要求した場合( たとえば、すでに最大数の
属性メンバーシップを持つエージェントに( プレシジョン キュー) 属
性を追加しようとした場合) 、エラー メッセージが表示されます。ア
プリケーションによって適用される容量制限は、ICE システム プロパ
ティ ツールの [容量のプロパティ] タブで確認できます( ICE システム
プロパティ ツールの詳細については、『Cisco Unified Contact Center
Management Portal アドミニストレーション ガイド』を参照してくださ
い) 。

6.4.1.4 リソースの状態

Unified CCMP の各リモート リソースは、5 つの状態のいずれかになりま
す。これらはリソース ライフ サイクルにおけるリソースのステージを
示しています。
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図 6.1 リソースのライフ サイクルの状態

対応保留

Unified CCMP Web アプリケーションを使用してリソースが正常に作成ま
たは変更された場合、リソースの状態は [対応保留]( 単に [保留] と略
される場合もある) に設定されます。これは、リソースが Unified CCMP
で正常にプロビジョニングされたが、まだリモート システムで完全には
プロビジョニングされていないことを示しています。この状態にあるリ
ソースは、削除できます。

注

リソースは、リモート システムにプロビジョニングできない場合で
も、Unified CCMP で正常にプロビジョニングできます。その場合、リ
ソースは [対応保留] 状態のままになります。

待受中

リソースが Unified CCMP で正常にプロビジョニングされ、リモート シ
ステムにプッシュされた場合、リソースの状態は [待受中] に設定され
ます。通常、リソースは削除されるまでこの状態のままになります。
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エラー

Unified CCMP でリソースをリモート システムにプロビジョニングできな
い場合、そのリソースは [エラー] 状態になります。これを修正するに
は、その項目を編集します。この場合、リソースの状態は再び [対応保
留] になります。あるいは、項目を削除することもできます。この場
合、リソースは [削除待機中]( [削除保留中] とも呼ばれる) に設定され
ます。

削除待機中

Unified CCMP Web アプリケーションを介してリソースを削除した場合
( または Unified CCMP で [有効期限日] に到達したリソースが自動的に
削除された場合) 、リソースは [削除待機中] 状態になります。これ
は、Unified CCMP 内で正常に削除済みとしてマーク付けされたが、まだ
リモート システムから削除されていないことを意味します。

削除

リソースがリモート システム上から正常に削除されると、そのリソース
は [削除] 状態になります。リソースは、実際には Unified CCMP から削
除されず、[削除] 状態に設定されるだけです。リソースの履歴が監査レ
ポートの目的で保持されるためです。

6.4.2 リソースの作成

新しいリソースを作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、新しいリソー
スを作成するフォルダを選択します。

システム リソース項目を作成するには、[システム]をクリック
し、作成するリソースのタイプをドロップダウン リストから
選択します。

リモート リソースを作成するには、[リソース]をクリックし、
作成するリソースのタイプをドロップダウン リストから選択
します。

2. 新しいページが表示されます。このページの内容は、作成されてい
るリソースによって異なります。詳細を入力し、[保存]をクリック
して確認するか、[戻る]をクリックして操作をキャンセルします。

3. システム マネージャに戻ると、新しいリソース項目が [項目] パネ
ルのリソース項目リストに表示されます。

6 システム マネージャ 68



リソースのプロパティの詳細については、各リソースの詳しい説明を参
照してください。システム リソースの場合は 6.4.1.2 項"システム リ
ソース"を、リモート リソースの場合は 6.4.1.3 項"リモート リソース"
を参照してください。

注

システム リソースは、フォルダ ツリーの [フォルダの検索] ノードを
除く任意の場所に作成できますが、リモート リソースはテナントの下
に作成する必要があります。

6.4.3 リソースの表示

[項目] パネルの要約ビューを使用したリソースの表示

フォルダ内にある特定のリソース タイプのリソースを表示するには、次
のようにして、[項目] パネルの要約ビューからリソース タイプを選択
します。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、表示するリ
ソースを含んでいるフォルダをクリックします。[項目] パネルに要
約ビューが表示され、フォルダに含まれているリソース タイプのリ
ストが表示されます。[項目] パネルは、最小化されていた場合でも
自動的に開かれ、要約ビューを表示します。

2. [項目] パネルで、表示するリソース タイプをクリックします。[項
目] パネルがリスト ビューに変更され、そのロケーションにある該
当するタイプのリソースのリストが表示されます。

3. 個々のリソースの詳細を表示するには、[項目] パネルで、表示する
リソースをクリックします。リソースの詳細が [詳細] パネルに表
示されます。

フォルダ ツリーのリソース フィルタを使用したリソースの表示

[フォルダ ツリー] パネルから次のようにしてリソース タイプ フィルタ
を選択することによっても、フォルダ内にある特定のリソース タイプの
リソースを表示できます。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、表示するリ
ソースを含んでいるフォルダに移動し、表示するリソース タイプの
リソース フィルタをクリックします。[項目] パネルに、そのロ
ケーションにある該当するタイプのリソースを示すリスト ビューが
表示されます。[項目] パネルは、最小化されていた場合でも自動的
に開かれ、リスト ビューを表示します。

2. 個々のリソースの詳細を表示するには、[項目] パネルで、表示する
リソースをクリックします。リソースの詳細が [詳細] パネルに表
示されます。
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6.4.4 リソースの選択

[項目] パネルのリスト ビューからリソースを選択するには、次に実行
するアクションに応じて 2 つの方法があります。

1 つ以上のリソースを選択して移動または削除( または、該当する
場合はマージ) するには、リソースの左側にあるチェックボックス
をオンにします。

単一のリソースのプロパティを表示または編集するには、そのリ
ソースの名前をクリックします。リソースのプロパティが [詳細]
パネルに表示されます。

特定のリソース タイプのプロパティに関する詳細については、そのリ
ソースの説明を参照してください。関連情報のロケーションは、システ
ム リソースの場合は 6.4.1.2 項"システム リソース"に、リモート リ
ソースの場合は 6.4.1.3 項"リモート リソース"にリストされています。

6.4.5 リソースの状態の表示

リソースの現在の状態を表示するには、次の手順に従います。

1. リソースの詳細を表示します( 6.4.3 項"リソースの表示"を参照し
てください) 。リソースの状態は、詳細パネルの下部にアイコンと
して表示されます。リソースが [待受中] 状態のときは緑色、[対応
保留] のときはオレンジ色、[エラー] 状態のときは赤で表示されま
す。関連するリソースおよびメンバーシップの状態に関する情報を
表示することもできます。

2. 必要に応じて、状態アイコンをクリックして、リソースの状態、ま
たは関連するリソースまたはメンバーシップの状態に関する情報を
示す状態ダイアログボックスを表示します。[エラー] 状態にあるリ
ソースや [対応保留] 状態でフリーズしているリソースがあると、
状態ダイアログボックスに [パージ] ボタンが含まれる場合があり
ます。このボタンをクリックすると、フリーズしているリソースを
消去できます( 6.4.8 項"リソースの消去") 。

注

状態情報は、リモート リソース( たとえば、エージェント、スキル グ
ループ、プレシジョン キュー) でのみ利用できます。Unified CCMP リ
ソース( たとえば、フォルダ、ユーザ、グループ) では利用できませ
ん。

6.4.6 リソースの移動

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、移動する 1 つ
以上のリソースを含んでいるロケーションを選択します。
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2. [フォルダ ツリー] パネルからリソース フィルタを選択した場合、
[項目] パネルには、そのロケーションにある該当するタイプのリ
ソースを示すリスト ビューが表示されます。

3. [フォルダ ツリー] パネルからその他のフォルダを選択した場合、
[項目] パネルには、そのロケーションにあるリソース タイプを示
す要約ビューが表示されます。この場合、リソース タイプの 1 つ
をクリックすると、そのタイプのリソースのリストが表示されま
す。

4. 移動する 1 つ以上のリソースのチェックボックスをオンにします。

5. [移動]ボタンをクリックします。

6. [現在の項目を移動] ページが表示され、フォルダ ツリーが表示さ
れます。

7. フォルダ ツリーで、項目の移動先のロケーションを選択します。

8. [保存]をクリックして移動操作を開始します。

9. 確認用のメッセージが表示されます。5 秒経過すると自動的にメイ
ンのシステム マネージャ ページに戻ります。[OK]をクリックする
と、ただちにメインのシステム マネージャ ページに戻ることがで
きます。

注

リソースを移動するには、リソース タイプを管理するための適切な権
限と、ソースおよび宛先のフォルダにアクセスするための適切な権限が
必要です。リソースは、新しいロケーションに定義されているセキュリ
ティを継承します。

リモート リソースを異なるテナントに移動すると、そのリソースは古
いロケーションで削除済みとしてマーク付けされ、新しいテナントの下
に再作成されます。この効果の詳細については、6.4.9 項"リソースの移
動についての詳細"を参照してください。

6.4.7 リソースの削除

1 つ以上のリソース項目を削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、削除する 1 つ
以上のリソースを含んでいるロケーションを選択します。

2. [フォルダ ツリー] パネルからリソース フィルタを選択した場合、
[項目] パネルには、そのロケーションにある該当するタイプのリ
ソースを示すリスト ビューが表示されます。

6 システム マネージャ 71



3. [フォルダ ツリー] パネルからその他のフォルダを選択した場合、
[項目] パネルには、そのロケーションにあるリソース タイプを示
す要約ビューが表示されます。この場合、リソース タイプの 1 つ
をクリックすると、そのタイプのリソースのリストが表示されま
す。

4. 削除する 1 つ以上のリソースのチェックボックスをオンにします。

5. [削除]ツールバー ボタンをクリックします。すると、確認ダイアロ
グが表示されます。

6. [OK]ボタンをクリックして削除操作を開始します。

特定のリソース タイプを削除した場合の効果の詳細については、各リ
ソースの説明を参照してください。システム リソースの場合は 6.4.1.2
項"システム リソース"を、リモート リソースの場合は 6.4.1.3 項"リ
モート リソース"を参照してください。

6.4.8 リソースの消去

リモート リソースが長時間 [対応保留] 状態にあるか、[エラー] 状態に
ある場合( 6.4.1.4 項"リソースの状態"を参照) 、[状態] ダイアログ
( 6.4.5 項"リソースの状態の表示"を参照) の [パージ]をクリックして
リソースを削除し、他のリソースとの関係を破棄できます。そのリソー
スは、次回のインポート サイクルで Unified CCMP に再インポートされ
ます。

6.4.9 リソースの移動についての詳細

この項には、リソースの移動について理解を深める必要があるユーザの
ために、追加情報が記載されています。

注

リソースの移動の詳細については、『Cisco Unified Contact Center
Management Portal アドミニストレーション ガイド』の機器のマッピン
グについての情報を参照してください。

6.4.9.1 別のテナントへのリソースの移動

リソースをテナントの外へ移動すると、リソースはそのテナントの所有
ではなくなります。元のリソースは削除され、新しいロケーションに新
しいリソースが再作成されます。ユーザは、関連する監査データもリ
ソースとともに移動するか、それとも削除されたリソースとともに残す
かを尋ねられます。

この変更の間、リモート機器上では何も変更が行われません。
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6.4.9.2 リモートテナントによって所有されているリモート リソースの移動

Unified CCE では、次のタイプのリソースをリモート テナントの所有と
することができます。

ダイヤル番号

コール タイプ

ラベル

ネットワーク VRU スクリプト

スケジュール ターゲット

ルーティング スクリプト

Unified CCMP では、リソースがフォルダ ツリーのどこに置かれているか
に応じて、どのリソースがどのリモート テナントに属するかが自動的に
管理されます。リソースが、あるリモート テナントにマップされたフォ
ルダのどこに置かれていても、そのリソースはそのリモート テナントに
関連付けられ、所属します。

リソースをリモート テナント フォルダの外へ移動する場合、ユーザは
プロンプトで確認を求められます。ユーザが続行すると、リソースは
Unified CCE 上のリモート テナントとの関連付けが解除され、削除さ
れ、新しいロケーションに再作成されます。ユーザは、関連する監査
データもリソースとともに移動するか、それとも削除されたリソースと
ともに残すかを尋ねられます。

リソースをリモート テナントにマップされたフォルダの中へ移動する
と、Unified CCE 上にそのリモート テナントへの関連付けが作成されま
す。

リソースがカスタマー固有の Unified CCE スクリプトで参照されている
か、リモート テナント マッピングを持つ別の項目のメンバーになって
いる場合、そのリソースを別のリモート テナントに移動することはでき
ません。たとえば、ラベルがリモート テナントの関連付けを持つスクリ
プトによって参照されている場合、そのラベルをリモート テナント
マッピングを持つフォルダの外へ移動することはできません。ラベルを
移動するには、最初にラベルをスクリプトから削除するか、Unified CCE
スクリプト エディタを使用して、ラベルがすべてのカスタマーに対して
表示されるようにします。

スケジュール ターゲットのプロビジョニングはサポートされていないた
め、リモート テナントの変更が必要になるどのような移動もできませ
ん。同様に、ルーティング スクリプトを移動するとリモート テナント
の所有権が変更される場合、しかもクラスタ設定でスクリプト プロビ
ジョニングが無効になっている場合、移動操作は中断されます。
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フォルダ マッピングを持たないリモート テナントによって所有されて
いるリソースは、リモート テナント マッピングを持つフォルダに移動
した場合を除き、リモート テナント所有権は変更されません。

6.4.9.3 AWツールを使用したリソースの移動

管理ワークステーション( AW) を使用し、カスタマー定義 ID を変更する
ことによってリソースの所有権が Unified CCMP の外部で変更された場
合、変更は次回のインポート サイクルで Unified CCMP にインポートさ
れます。

この変更により、リソースは古いロケーションで無効になり、新しいテ
ナントの下にリソースの新しいインスタンスが作成されます。

古いリソース インスタンスは履歴監査データを保持します。所有権変更
以降の新しい監査データは、新しいリソース インスタンスに関連付けら
れます。

6.5 リソースの一括アップロード

6.5.1 一括アップロードについて

6.5.1.1 一括アップロードツール

一括アップロード ツールは、多数のリソース項目を Unified CCMP にイ
ンポートするために使用されます。これは、標準の CSV 形式を使用して
リソースの属性を入力し、エージェントやスキル グループなどのリソー
スを生成するために使用します。

すべての CSV ファイルには、各値の入力先を示すヘッダーが必要です。
これらのヘッダーは、Unified CCMP の適切な [一括アップロード] ペー
ジからダウンロードできるテンプレートから提供されます。

6.5.1.2 一括アップロード可能なリソース

次のリソースを一括アップロードできます。

エージェント

エージェントのデスクトップ

エージェント チーム

属性

コール タイプ

部署
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ダイヤル番号

エンタープライズ スキル グループ

フォルダ

ラベル

ネットワーク VRU スクリプト

個人

プレシジョン キュー

スキル グループ

ユーザ

ユーザ変数

6.5.2 CSV ファイルの編集

メモ帳またはその他のテキストベースのエディタを使用して、一括アッ
プロードで使用する CSV ファイルを編集できます。Excel でも CSV ファ
イルをサポートしているため、使い慣れた環境でこれらを編集しなが
ら、CSV 形式の整合性を維持することができます。

注

Excel で CSV ファイルを編集すると、カンマがなくなる可能性がありま
す。

6.5.3 一括アップロードツールの使用

6.5.3.1 一括アップロードの開始

一括アップロード ツールを使用するには、以下の手順に従います。

1. [システムマネージャ]ページを開きます。

2. 必要なフォルダを選択します。

3. [フォルダツリー] パネルで [アップロード]をクリックし、ドロッ
プダウン リストから一括アップロードする項目タイプを選択しま
す。[一括アップロードコントロール]ページが表示されます。

4. 選択したリソースのテンプレートを選択します。ページの上部近く
にある水平のツールバーには、テンプレートのリンクがあります。
選択するとダウンロード ボックスが表示され、マシンに CSV ファ
イルを保存できます。

5. 必要なエディタ( メモ帳など) でテンプレートを開き、データの入
力を開始するか、または別のソースからデータをペーストします。
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6. [一括アップロードコントロール]ページに戻り、パスが正しく設定
されていることを確認します。

注

このパスは、CSV ファイルの [パス] カラムを削除した場合にだけ使用
されます。このオプションは、フォルダには利用できません。

7. データを入力した CSV ファイルを参照します。

8. [アップロード]をクリックします。

画面下の進捗バーに、アップロードの進捗が表示されます。

注意

1 つの CSV ファイルにつき、500 項目を超えてアップロードしないでく
ださい。

6.5.3.2 一括アップロードエラー

一括アップロード中に何か問題が発生した場合、アップロードを一時停
止して、項目が失敗した理由を確認したい場合があります。一括アップ
ロードの失敗に関して考えられる理由の詳細については、6.5.3.3 項"
アップロードの失敗の理由"を参照してください。

現在の行だけでなく、すべての行に影響のある問題がアップロード ツー
ルに発生した場合、問題の説明を示すアラート ボックスが表示され、
[一括アップロード コントロール] ページに戻ります。

すべての行が処理されると、要約ダイアログボックスが表示され、失敗
した行の数と成功した行の数を通知します。このダイアログでは、これ
らの項目のホスト システムへのプロビジョニングの結果は示され
ず、Unified CCMP への項目のアップロードの結果のみ示されることに注
意してください。

6.5.3.3 アップロードの失敗の理由

次の表には、アップロードが失敗する理由が詳しく示されています。

例外タイプ 理由

容量の残
量なし

容量の上限に達しました。

エンタープラ
イズ名が存
在している

そのエンタープライズ名はすでに存在します。
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例外タイプ 理由

ログイン名
が存在して
いる

そのPeripheral ログイン名はすでに存在します。

SQL の例
外

アップロード中に SQL エラーが発生しました。通常これは、不正
なデータが原因です。

引数の例
外

属性に不正な値が含まれています。これは通常、パスカラムの
文字列が空になっていて、ルート フォルダに格納できない項目を
アップロードしようとするときに発生します。

セキュリティ
の例外

フォルダにアップロードするセキュリティ権限がありません。

フォーマット
の例外

カラムに無効なデータがあります。

利用可能
なアイデン
ティティなし

ID が利用できません。

6.5.4 一括アップロードのデータ型

一括アップロードは、次のデータ型を使用します。

SNC( Standard Naming Convention) は、標準命名規則を意味します。
これは、感嘆符やハイフンを含まない英数字データですが、下線
( _) は使用できます。

BOOLEAN は、次のいずれかの値です。

TRUE

FALSE

空のフィールド。このフィールドを空にすると、フィールドは
デフォルトで FALSE に設定されます。

Y/N は Boolean に似ていますが、指定できるのは Y または N の値
だけです。

日付形式は、<Year>-<Month>-<Day> の汎用日付形式です。たとえ
ば、2006-08-30 です。

CSS とは、有効な CSS( 段階スタイルシート) スタイル定義のこと
を意味します。たとえば、「color: black; background-color:
#e08000」です。

CSS 形式のリスト
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ハイフン( -) のマークが付いているデータ型は、フィールドへの入
力に制限がないことを意味します( ネイティブ CSV 形式によって課
される制限を除く) 。

カラムで値のリストがサポートされる( たとえば、エージェントは複数
のスキル グループに属することができます) 場合は、各スキル グルー
プをセミコロン( ;) で区切ります。たとえば、「Skillgroup1;

Skillgroup2; Skillgroup3」です。

注

各フィールドに指定する値は、必ずそのデータ型に対して有効な値にす
る必要があります。値が無効の場合、エラーでアップロードが失敗しま
す。

6.5.5 グローバル一括アップロードのカラム

明記されている場合を除き、これらのカラムは、すべての一括アップ
ロード テンプレート ファイルで共通です。

次の表の「必須かどうか」 カラムには、カラムを表示する必要があるか
どうかが示されています。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

Path パス いいえ リソースを作成できるツリーの場所を示します。一括
アップロード画面でパスを指定する場合、このカラムを
削除する必要があります。
注：カラムを存在させたまま、値を設定しなかった場
合、ルート ディレクトリにアップロードされます。これは
フォルダなど項目には有効ですが、エージェントやスキ
ルグループなどリソースには使用できません。このカラ
ムを完全に削除すると、一括アップロードを開始したと
きに作業中のフォルダにリソースをアップロードします。

Name SNC はい Unified CCMPのリソースの名前。これは一意の名前
でなければなりません。ほとんどの場合、これはプロビ
ジョニングされません。

Description - いいえ 作成された寸法を示します。これはプロビジョニングさ
れません。

EnterpriseName SNC いいえ 作成されるリソースの名前です。このフィールドはプロビ
ジョニングされ、省略することはできません。空白のまま
にすると、エンタープライズ名が生成されます。
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カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

EffectiveFrom 日付 いいえ リソースがアクティブになる日付です。デフォルトは現在
の日付です。
注：この日付はローカライズされません。UTC の日付
として扱われます。

EffectiveTo 日付 いいえ リソースが非アクティブになる日付です。デフォルトは
forever です。
注：この日付はローカライズされません。UTC の日付
として扱われます。

6.5.6 個人の一括アップロードテンプレート

この表では、個人を一括ロードする際に必要なカラムを示します。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

Depart-
mentMember

SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィールドは、テナ
ントがUnified CCE バージョン10.0以降を実行して
いる Unified CCE インスタンスに関連付けられている
場合にのみ有効です。それ以外の場合、このフィー
ルドが存在するとエラーが報告されます。

EquipmentName SNC いいえ この個人を追加する Unified CCE または Unified
CM のインスタンス名です。これは、Unified CCMP
ICE クラスタ設定ユーティリティによる設定で指定され
た機器インスタンス名に直接対応します(『Cisco
Unified Contact Center Management Portal アド
ミニストレーション ガイド』を参照) 。
この項目を省略または空白のままにすると、この個人
は、すべての使用可能な機器に自動的に追加され
ます。この個人を複数の機器インスタンスに追加する
には、この個人を追加する各機器インスタンス名を
指定し、各機器インスタンスを「;」(セミコロン)文字
で区切ります。

FirstName SNC はい 個人の名。

LastName SNC はい 個人の姓。

LoginName SNC はい 個人のPeripheral ログイン名。

PassPhrase パスワー
ド

はい 個人のPeripheral ログインパスワード。
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注

個人レコードを Unified CCE リソースと Unified CM リソースの両方が
存在するロケーションにアップロードする場合、機器フィールドが一括
ロード テンプレートで設定されていない限り、個人はすべての機器に
追加されます。

6.5.7 エージェントの一括アップロードテンプレート

この表では、エージェントを一括ロードする際に必要なカラムを示しま
す。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

DepartmentMember SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィールドは、テ
ナントがUnified CCE バージョン10.0以降を実行
している Unified CCE インスタンスに関連付けら
れている場合にのみ有効です。それ以外の場
合、このフィールドが存在するとエラーが報告され
ます。

DefaultSkillGroup エンター
プライズ
名

いいえ スキル グループ ルーティングが使用できな
い場合に使用されるデフォルトのスキル グ
ループ。このスキルグループは、まだ存在しない
場合は、SkillGroupMember フィールドに自動的
に含まれます。

Peripheral
Number

数値 はい Peripheral で認識されるサービス番号です。指定
しなかった場合は、自動的に生成されます。

Peripheral
Name

SNC いいえ 関連付けられている Peripheral のエージェントを
識別する名前。

Supervisor ブーリア
ン

いいえ エージェントがスーパーバイザかどうかを示します。
これは今後の機能であるため、Unified CCMPの
ユーザを作成しません。ただし、このエージェント
をドメインのログイン名にバインドすることはできま
す。

AgentState
Trace

Y/N いいえ ソフトウェアがエージェントのエージェント ステート
のトレースデータを収集するかどうかを示します。
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カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

DomainLogin
Name

NET-
BIOS ロ
グイン名

エー
ジェント
がスー
パーバ
イザの
場合

このエージェントが関連付けられているドメイン
ユーザのログイン名です。これは多くの場合
<domain>\<username>の形式です。

DomainUser
Name

NET-
BIOS
ユーザ
名

エー
ジェント
がスー
パーバ
イザの
場合

エージェントが関連付けられているドメインユーザ
のユーザ名です。上記のドメインログインの例で
は、単に <username> となります。

Peripheral
Member

エンター
プライズ
名

はい このエージェントを割り当てる Peripheral です。

AgentDesktop
Member

エンター
プライズ
名

いいえ このエージェントが使用するデスクトップです。

PersonMember ログイン
名

はい このエージェントが担当する個人です。

AgentTeamMember エンター
プライズ
名

いいえ このエージェントが属するチームです。チームは、
同じ Peripheral にある必要があります。そうでな
いと、プロビジョニングは失敗します。また、このカ
ラムには容量の制限がある場合があります。たと
えば、1つのチームに多数のエージェントが許可さ
れているために、チームの容量に達していることも
あります。

SkillGroupMember エンター
プライズ
名

いいえ このエージェントが属する 1つまたは複数のスキル
グループ。スキルグループは、同じ Peripheral に
ある必要があります。そうでないと、プロビジョニン
グは失敗します。複数のスキルグループを指定
するには、各スキルグループをセミコロン( ;)文字
で区切ります。

Pre-
cisionAttributeMember

- いいえ このエージェントが持つ属性、および各値。  「=」
を使用して値を割り当て、複数の属性をセミコロ
ン( ;)で区切ります。  たとえば、Spanish=5;
MortgageTraining=True の場合は、スペイン語の
習熟度が 5であり、住宅ローンに関する訓練を
受けているエージェントです。
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6.5.8 エージェントデスクトップの一括アップロードテンプレート

この表では、エージェント デスクトップを一括ロードする際に必要なカ
ラムを示します。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

Depart-
mentMember

SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィールドは、テナ
ントがUnified CCE バージョン10.0以降を実行して
いる Unified CCE インスタンスに関連付けられている
場合にのみ有効です。それ以外の場合、このフィー
ルドが存在するとエラーが報告されます。

WrapupData
IncomingMode

数値 いいえ 着信コールの後に、エージェントが後処理データを入
力できるか、またはその必要があるかどうかを示しま
す。
0：必須
1：任意
2：許可しない
指定しなかった場合は、デフォルトの 1になります。

WrapupData
OutgoingMode

数値 いいえ 発信コールの後に、エージェントが後処理データを入
力できるか、またはその必要があるかどうかを示しま
す。
0：必須
1：任意
2：許可しない
指定しなかった場合は、デフォルトの 1になります。

WorkModeTimer 数値 いいえ コールを後処理するためにエージェントに割り当てら
れた秒単位の時間( 1～ 7200)です。
指定しなかった場合は、デフォルトの 7200になりま
す。

RemoteAgentType 数値 いいえ モバイルエージェントが処理される方法を示します。
0：リモート アクセスなし
1：コールごとのルーティングを使用
2：固定接続を使用
3：ログイン時にエージェントがルーティングを選択
指定しなかった場合は、デフォルトの 0になります。

6.5.9 エージェントチームの一括アップロードテンプレート

この表では、エージェント チームを一括ロードする際に必要なカラムを
示します。
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多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

Depart-
mentMember

SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィールドは、テナ
ントがUnified CCE バージョン10.0以降を実行して
いる Unified CCE インスタンスに関連付けられている
場合にのみ有効です。それ以外の場合、このフィー
ルドが存在するとエラーが報告されます。

Peripheral
Member

エンター
プライズ
名

はい このエージェント チームを割り当てる Peripheral です。

DialedNumber
Member

エンター
プライズ
名

いいえ このエージェント チームに使用するダイヤル番号で
す。

6.5.10 属性の一括アップロードテンプレート

この表では、プレシジョン属性を一括ロードする際に必要なカラムを示
します。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

DepartmentMember SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィール
ドは、テナントがUnified CCE バージョ
ン10.0以降を実行している Unified CCE
インスタンスに関連付けられている場合
にのみ有効です。それ以外の場合、この
フィールドが存在するとエラーが報告され
ます。

AttributeDataType 数値 はい 属性に関連付けられるデータのタイプ。
次のいずれかになります。
3：ブーリアン( true または false のみ)
4：習熟度(数値範囲) 。
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カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

MinimumValue 数値 はい(習
熟度
データ型
のみ) 。  
それ以
外の場
合は
[Null]。

属性が持つことができる最小値。1～ 10
の値にする必要があります。

MaximumValue 数値 はい(習
熟度
データ型
のみ) 。  
それ以
外の場
合は
[Null]。

属性が持つことができる最大値。1～ 10
の値にする必要があります。

DefaultValue AttributeDataType
に応じて、ブーリア
ンまたは数値

いいえ 明示的に指定された値がない場合に、
エージェントに属性が割り当てられる際に
使用されるデフォルト値。

6.5.11 コールタイプの一括アップロードテンプレート

この表では、コール タイプを一括ロードする際に必要なカラムを示しま
す。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。
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カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

Depart-
mentMember

SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィールドは、テナ
ントがUnified CCE バージョン10.0以降を実行して
いる Unified CCE インスタンスに関連付けられている
場合にのみ有効です。それ以外の場合、このフィー
ルドが存在するとエラーが報告されます。

ServiceLevelType 数値 いいえ システムソフトウェアがスキルグループのサービスレベ
ルを計算する方法を示します。このフィールドが 0の
場合、Unified CCE は、関連付けられている
Peripheral/MRD ペアのデフォルトを使用します。
有効な数字は、次のとおりです。
0または空白：デフォルトを使用
1：放棄呼を無視
2：放棄呼をマイナスの影響として処理
3：放棄呼をプラスの影響として処理

ServiceLevel
Threshold

数値 いいえ サービスレベルに対する秒単位でのサービスレベルの
しきい値です。このフィールドが負の値の場
合、Peripheral 表のサービスレベルしきい値フィールド
の値が使用されます。

6.5.12 部署の一括アップロードテンプレート

部署を一括ロードする際に必要な追加のカラムはありません。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。

6.5.13 ダイヤル番号の一括アップロードテンプレート

この表では、ダイヤル番号を一括ロードする際に必要なカラムを示しま
す。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。
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カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

Depart-
mentMember

SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィールドは、テナ
ントがUnified CCE バージョン10.0以降を実行して
いる Unified CCE インスタンスに関連付けられている
場合にのみ有効です。それ以外の場合、このフィー
ルドが存在するとエラーが報告されます。

Dialednumber SNC はい エージェント /IVR コントローラがこのダイヤル番号を識
別する文字列値。

RoutingClient
Member

SNC はい ルーティング要求を Unified CCE に送信するためにこ
の番号が使用するルーティングクライアントの名前
( NIC または PG など) 。

MediaRouting
DomainMember

SNC はい メディアルーティングドメインの名前。

6.5.14 エンタープライズスキルグループの一括アップロードテンプレート

この表では、エンタープライズ スキル グループを一括ロードする際に
必要なカラムを示します。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

Depart-
mentMember

SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィールドは、テナ
ントがUnified CCE バージョン10.0以降を実行して
いる Unified CCE インスタンスに関連付けられている
場合にのみ有効です。それ以外の場合、このフィー
ルドが存在するとエラーが報告されます。

SkillGroupMember エンター
プライズ
名

いいえ このエンタープライズスキルグループに関連付けられ
る 1つまたは複数のスキルグループです。スキルグ
ループは、同じ Peripheral にある必要があります。そ
うでないと、プロビジョニングは失敗します。複数のス
キルグループを指定するには、各スキルグループをセ
ミコロン( ;)文字で区切ります。

6.5.15 フォルダの一括アップロードテンプレート

この表では、フォルダを一括ロードする際に必要なカラムを示します。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、次の項を参照して
ください。6.5.5 項"グローバル一括アップロードのカラム"
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注

フォルダはエンタープライズ名、終了日、開始日の各グローバル カラ
ムを使用しません。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

Security CSS形
式のリス
ト

いいえ アップロードするフォルダにセキュリティを設定できます。
このフィールドの構文の例については、以下を参照し
てください。

セキュリティ フィールドの例

DOS 形式の構文の例

<USERNAME>:<ROLENAME>;<USERNAME>:<ROLENAME>[:<MULTIPLEROLENAMES>]

これは、エージェント CSV ファイルのセキュリティ フィールドの入力例
です。

単一のロールを持つ単一ユーザ

Administrator:Advanced Users

複数のロールを持つ単一ユーザ

Administrator:Advanced Users:Supervisors

複数のユーザ

Administrator:Advanced Users:Supervisors;User1:Basic Users

ユーザはセミコロンで区切られます。ユーザは、コロンによってロール
から区切られます。これは、ユーザが複数のロールを持つことができる
ことを除き、CSS 構文と同様です。

注

一括アップロード中に、フォルダにグループ権限を設定することはでき
ません。

6.5.16 ラベルの一括アップロードテンプレート

この表では、ラベルを一括ロードする際に必要なカラムを示します。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。
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カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

RoutingClient
Member

SNC はい ルーティング要求を Unified CCE に送信するためにこ
の番号が使用するルーティングクライアントの名前
( NIC または PG など) 。

6.5.17 ネットワーク VRU スクリプトの一括アップロードテンプレート

この表では、ネットワーク VRU スクリプトを一括ロードする際に必要な
カラムを示します。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

Depart-
mentMember

SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィールドは、テナ
ントがUnified CCE バージョン10.0以降を実行して
いる Unified CCE インスタンスに関連付けられている
場合にのみ有効です。それ以外の場合、このフィー
ルドが存在するとエラーが報告されます。

VRUSCriptName SNC、お
よびカン
マ( ,)

はい 最大 39文字。これは、実行するマイクロアプリケー
ション、関連付けられたメディアファイルの名前(該当
する場合) 、およびそのマイクロアプリケーションに指定
する必要があるオプションを識別する、複合文字列
です。

Timeout 数値 はい スクリプトの実行を開始した後に、応答を待機する
秒数。

Network
VruMember

SNC はい このネットワーク VRU スクリプトに関連付けられるネッ
トワーク VRU。

6.5.18 プレシジョンキューの一括アップロードテンプレート

この表では、プレシジョン キューを一括ロードする際に必要なカラムを
示します。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。
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カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

DepartmentMember SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィールドは、テ
ナントがUnified CCE バージョン10.0以降を実行し
ている Unified CCE インスタンスに関連付けられて
いる場合にのみ有効です。それ以外の場合、この
フィールドが存在するとエラーが報告されます。

Steps - はい このプレシジョンキューの手順の仕様です。この
フィールドの構文については、以下を参照してくだ
さい。

AgentOrdering 数値 はい 複数のエージェントがプレシジョンキューの条件を
満たしている場合に、コールを処理するエージェン
トを選択する方法です。次のいずれかになります。
1：最も長い間、対応可になっているエージェント
2：最もスキルが高いエージェント
3：最もスキルが低いエージェント

Serv-
iceLevelThreshold

数値 はい プレシジョンキューのルールを使用して適切なエー
ジェントにコールを割り当てるための、秒単位のサー
ビスレベルしきい値。0～ 2147483647

ServiceLevelType 数値 いいえ サービスレベル計算で放棄呼を処理する方法を
示します。  次のいずれかになります。
1：放棄呼を無視
2：放棄呼をマイナスの影響(つまり、サービスレベ
ルしきい値を超過する)として処理
3：放棄呼をプラスの影響(つまり、サービスレベルし
きい値を満たす)として処理

6.5.18.1 プレシジョンキュー手順の構文

[プレシジョンキュー手順] フィールドは、1 つ以上の手順で構成されて
います。各手順は、複数の部分に分かれています。それらの部分は、次
のとおりです。

ConsiderIf 条件( オプション) 。存在する場合は、手順が適用され
る状況を指定します。たとえば、その日に通常よりも多くの応答さ
れなかったコールがある場合のみ手順が適用される場合がありま
す。 プレシジョン キューの最後の手順に対して ConsiderIf 条件を
指定しないでください。
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条件式( 各手順で常に必須) 。エージェントがコールを受信するた
めに必要な属性を指定します。これは単純な比較の場合や、「and」
または「or」によってリンクされた複数の比較の場合があります。
たとえば、条件式で、スペイン語を話すことができ、住宅ローンを
販売する訓練を受け、ロンドンをベースにしているエージェントを
指定する場合があります。

WaitTime( オプション) 。この手順の条件を満たすことができない
場合、次の手順に移行する前に待機する秒単位の時間を指定しま
す。たとえば、待機時間の値が 20 の場合、20 秒が経過した時点で
その手順の条件と一致するエージェントがない場合は、次の手順が
検討されることを意味します。待機時間を指定しない場合は、デ
フォルトの 0 が使用されます。プレシジョン キューの最後の手順
に対して待機時間を指定しないでください。

これらのコンポーネントから [手順] フィールドを構築するには、各手
順の部分をコロン( :) で区切り、各手順をセミコロン( ;) で区切りま
す。最後の手順の末尾にセミコロンを追加しないでください。

次の例では、3 つの手順を持つ [手順] フィールドを示します。最初の手
順には、WaitTime 式と条件式があります。2 番目の手順には、ConsiderIf
式と WaitTime 式、および条件式があります。3 番めの手順は最後の手順
であるため、条件式のみがあります。

手順 1

手順の条件を満たすために待機する時間( 秒単位) を指定します。これ
は手順の一部であるため、コロンで終了します。

WaitTime=10:

使用される条件式を指定します。これは手順の末尾であるため、セミコ
ロンで終了します。この後に別の手順が続きます。

Spanish >= 5 && MortgageTrained == True && Location == London;

手順 2

この手順を考慮する状況を指定します。これは手順の一部であるため、
コロンで終了します。 ConsiderIf ステートメントの構文については、以
下の注を参照してください。

ConsiderIf=TestforSituation:

手順の条件を満たすために待機する時間( 秒単位) を指定します。これ
は手順の一部であるため、コロンで終了します。

WaitTime=20:
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使用される条件式を指定します。これは手順の末尾であるため、セミコ
ロンで終了します。この後に別の手順が続きます。

Spanish >= 5 && MortgageTrained == True;

手順 3

前の手順がすべて失敗した場合に使用される条件式を指定します。これ
は最後の手順であるため、セミコロンで終了しません。

(Spanish >= 5) || (Spanish >=3 && MortgageTrained == True)

注

上記の例では、[手順] フィールドがセミコロンで区切られているため、
どのように構築されているかを確認できます。一括アップロード スク
リプトで使用する場合は、その他のプレシジョン キューのフィールド
と同じレコードの単一の文字列として入力します。

テストの ConsiderIf 部分は Unified CCMP では構文解析されず、Unified
CCE に直接渡されます。ConsiderIf 式の構文の詳細について
は、http://docwiki.cisco.com/wiki/Precision_Routing_Release_9.0(1) で
Unified CCE のマニュアルを参照してください。

条件式では、以下を使用できます。

結合条件には &&( AND) または ||( OR)

ブーリアン属性の比較には ==( 等しい) または !=( 等しくない)

習熟度属性の比較には ==( 等しい) 、!=( 等しくない) 、<( 未
満) 。<=( 以下) 、>( 大きい) >=( 以上) 。

6.5.19 スキルグループの一括アップロードテンプレート

この表では、スキル グループを一括ロードする際に必要なカラムを示し
ます。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。
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カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

Depart-
mentMember

SNC いいえ この項目が属する部署です。このフィールドは、テナ
ントがUnified CCE バージョン10.0以降を実行して
いる Unified CCE インスタンスに関連付けられている
場合にのみ有効です。それ以外の場合、このフィー
ルドが存在するとエラーが報告されます。

PeripheralNumber 数値 いいえ Peripheral で認識されるサービス番号です。指定しな
かった場合は、自動生成された番号が使用されま
す。

PeripheralName SNC いいえ サイトで認識される Peripheral の名前です。

AvailableHoldOff
Delay

数値 いいえ このPeripheral に関連付けられている値を使用しな
い場合の、このスキルグループの値です。

Priority 数値 いいえ スキルのルーティングプライオリティです。これは 0に設
定してください。

Extension 数値 いいえ サービスの内線番号です( Lucent DEFINITY ECSが
使用します) 。

IPTA Y/N いいえ Unified CCE がエージェントを選択するかどうかを示し
ます。

ServiceLevel
Threshold

数値 いいえ サービスレベルに対する秒単位でのサービスレベルの
しきい値です。このフィールドが負の値の場
合、Peripheral 表のサービスレベルしきい値フィールド
の値が使用されます。

ServiceLevelType 数値 いいえ システムソフトウェアがスキルグループのサービスレベ
ルを計算する方法を示します。このフィールドが 0の
場合、Unified CCE は、関連付けられている
Peripheral/MRD ペアのデフォルトを使用します。
指定可能な値：0 =デフォルトを使用。1 =放棄呼を
無視。2 =放棄呼をマイナスの影響として処理。3 =
放棄呼をプラスの影響として処理。

DefaultEntry 数値 いいえ 通常のエントリは 0(ゼロ)です。0よりも大きい値を持
つすべてのレコードは、設定目的のデフォルトのスキ
ルグループと見なされます。値 1を持つレコードは、
デフォルトのターゲット スキルグループとして Unified
CCE で使用されます。

PeripheralMember エンター
プライズ
名

はい このスキルグループを割り当てる Peripheral です。
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カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

RouteMember SNC いいえ このスキルグループに関連付けられたルートです。
ルートのリストを指定するには、リスト内のルートをセミ
コロン( ;)で区切ります。
注：指定する 1つ以上のルートがすでに存在しては
いけません。これらは、スキルグループの一括アップ
ロードの一部として作成されます。

MediaRouting
DomainMember

数値 はい メディアルーティングドメインです。スキルグループの
アップロード後、これを変更することはできません。

6.5.20 ユーザ変数の一括アップロードテンプレート

この表では、ユーザ変数を一括ロードする際に必要なカラムを示しま
す。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

ObjectType 数値 はい 変数を関連付けるオブジェクトのタイプを示す数字で
す。31(ユーザ変数)を選択すると、ユーザ変数をオブ
ジェクトに関連付けないように選択できます。有効な
数字は、次のとおりです。
1：サービス
2：スキルグループ
7：コールタイプ
8：エンタープライズサービス
9：エンタープライズスキルグループ
11：ダイヤル番号
14：Peripheral
16：トランクグループ
17：ルート
20：マスタースクリプト
21：スクリプト テーブル
29：アプリケーションゲートウェイ
31：ユーザ変数

6.5.21 ユーザの一括アップロードテンプレート

この表では、ユーザを一括ロードする際に必要なカラムを示します。

多くのリソースに共通するカラムの説明については、6.5.5 項"グローバ
ル一括アップロードのカラム"を参照してください。
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注

ユーザは、グローバル テンプレートのパスおよび説明のグローバル カ
ラムのみを使用します。

カラム名 データ型 必須か
どうか 説明

LoginName SNC はい アプリケーションログインに使用するユーザのログイン
名です。

Password パスワー
ド

はい 新しいユーザアカウントのパスワード

AdvancedMode ブーリア
ン

いいえ ユーザが上級ユーザかどうかを判断します

FirstName SNC いいえ ユーザの名

LastName SNC いいえ ユーザの姓

ChangePassword
OnNextLogon

ブーリア
ン

いいえ 最初のログイン後に、ユーザのパスワードをリセットする
ように指示するプロンプトを表示するかどうかを判断し
ます

PasswordNever
Expires

ブーリア
ン

いいえ このユーザのパスワードに有効期限を設定するかどう
かを決定します

HomeFolder パス いいえ ユーザのホームフォルダとして使用されるフォルダへの
フォルダパス

CreateNewUser
Folder

ブーリア
ン

いいえ 新しいフォルダをユーザのホームフォルダに作成する必
要があるかどうかを決定します

Groups グループ
名

いいえ ユーザが追加されるグループ名(およびそれらのパス)の
セミコロンによって区切られたリスト。グループ名は一
意ではないため、 /Folder1/Admins;/Folder2/Admins な
どのように、パスも指定する必要があります

6.6 項目のマージ

6.6.1 マージについて

マージ機能を使用すると、複数の機器からの項目を結合して 1 つの項目
にできます。項目をマージすると、共通のプロパティを 1 箇所にプロビ
ジョニングすることができるため、リソース項目の作成および更新にか
かる時間を削減できます。
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6.6.2 項目のマージ

6.6.2.1 概要

マージ機能にアクセスするには、システム マネージャツールの [項目]
パネルにある [マージ]ボタンを使用します。

注

マージ機能は [個人] 項目についてのみサポートされます。マージ機能
を使用すると、Unified CCE の個人と Unified CM のエンド ユーザを
マージして単一の個人を作成できます。

6.6.2.2 マスター項目

マスター項目は、他のすべての項目のマージ先となる項目です。マス
ター項目は、システム マネージャでの選択に基づいて、ページに入る前
にすでに選択されている場合があります。現在その項目が置かれている
機器は、項目名の後にカッコで囲んで表示されます。

新しいマスター項目を選択するには、[選択可能な項目] テーブルの行
をクリックします。

6.6.2.3 マージする項目

ページの [マージする項目] セクションには、マスター項目にマージさ
れる項目の現在のリストが表示されます。これらの項目は、システム マ
ネージャでの選択に基づいて、ページに入る前にすでに選択されている
場合があります。

[マージする項目] のリストにエントリを追加するには、最初に、ページ
の [選択可能な項目] セクションで項目を見つける必要があります。項
目が見つかったら、+ を使用して行を展開し、その項目が置かれている
機器のリストを表示します。チェックボックスを選択することにより、
マスター項目にマージする項目機器マッピングを選択します。

[マージする項目] のリストからエントリを削除するには、項目名の横に
ある + をクリックします。

6.6.2.4 フィルタオプション

ページの [フィルターオプション] セクションを使用して、[選択可能な
項目] テーブルにフィルタを適用できます。項目名の一部または全部を
入力し、[検索]ボタンを押します。

[機器でフィルター]ドロップダウン ボックスを使用して、検索を特定の
機器でフィルタできます。[すべての機器]オプションを選択すること
で、すべての機器にわたって項目を検索できます。
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6.6.2.5 マージ

マージする項目を 1 つ以上選択したら、[マージ]ボタンを選択して、マ
スター項目に項目をマージします。これを行うと、マージされる項目が
正しいことを確認するメッセージが表示されます。[確認] ボタンを押し
て変更を確定します。

6.7 システム検索フォルダ

6.7.1 システム検索フォルダについて

[検索フォルダ] の参照権限を含むグローバル ロールを持っている場合
は、[フォルダ ツリー] パネルで、事前定義済みの検索が含まれている
検索システム フォルダを表示できることがあります( グローバル ロー
ルの詳細については、8.2.2 項"グローバル ロールについて"を参照して
ください) 。システム検索フォルダはルート レベルかサブフォルダ内、
またはその両方のロケーションに存在する場合があります。

デフォルトでは、Unified CCMP は、ルート フォルダの直下の [検索フォ
ルダ]に置かれている以下の事前定義済みの検索を使用して設定されま
す。

[削除待機中]：ユーザに表示権限があり、現在 [削除待機中] ス
テータスになっているシステム内のすべての項目のフラットなリス
トを表示します。

[エラー]：ユーザに表示権限があり、現在 [エラー] ステータスに
なっているシステム内のすべての項目のフラットなリストを表示し
ます。

[対応保留]：ユーザに表示権限があり、現在 [対応保留] ステータ
スになっているシステム内のすべての項目のフラットなリストを表
示します。

[最終変更]：ユーザに表示権限があり、過去1 時間に変更されたシ
ステム内のすべての項目のフラットなリストを表示します。

注

システムの設定によっては、階層内の他のロケーションに、カスタマイ
ズされた検索を含んでいるその他の検索フォルダが存在する場合があり
ます。

6.7.2 検索の詳細の表示

1. [フォルダツリー] パネルで、[検索フォルダ]をクリックします。
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2. [項目] パネル( 要約ビュー) に、フォルダ内の検索を表す単一の要
約エントリが表示されます。その要約エントリをクリックすると、
[項目] パネル( リスト ビュー) に検索のリストが表示されます。

3. [項目] パネル( 要約ビュー) で、検索の 1 つをクリックすると、
検索の詳細が [詳細] パネルに表示されます。

6.7.3 事前定義済みの検索の実行

1. 事前定義済みの検索を実行するには、[フォルダツリー] パネルで、
[検索フォルダ]の横にある [+]をクリックして展開し、実行する検
索を含んでいる検索フォルダをクリックします。これで検索が実行
されます。

2. 検索条件に一致する項目タイプの要約リストが [項目] パネルに表
示されます。要約リストで項目タイプの 1 つをクリックすると、検
索条件に一致するそのタイプの項目が表示されます。

6.7.4 検索結果の更新

検索結果を更新するには、検索を右クリックして [更新] を選択しま
す。

6.7.5 検索の移動または削除

検索は事前定義されています。[フォルダ ツリー] パネルまたは [項目]
パネルの機能を使用して、検索の移動や削除を行うことはできません。

6.7.6 検索結果の表示または編集

検索で返された項目を表示または編集するには、次の手順に従います。

1. [フォルダ ツリー] パネルの [検索フォルダ] の下で、対象とする
検索を識別します。

2. その後、次のようにします。

検索をクリックして、[項目] パネルに結果の要約ビューを表示
し、次にリソース タイプの 1 つをクリックして、そのタイプ
の項目のリストを表示します。

あるいは、検索の下のリソース フォルダをクリックして、そ
のタイプのリソース項目のリスト ビューを [項目] パネルに表
示します。

3. [項目] パネルで項目の 1 つをクリックすると、その項目の詳細が
表示されます。
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4. オプションとして、必要に応じて項目の詳細を編集し、次に [保存]
をクリックして変更を適用するか、[キャンセル]をクリックして変
更を元に戻します。

注

項目を編集すると、検索結果だけでなく、実際の項目も編集されます。

6.7.7 検索結果内での項目の移動

検索で返された 1 つ以上の項目を移動するには、次の手順に従います。

1. [フォルダ ツリー] パネルの [検索フォルダ] の下で、対象とする
検索を識別します。

2. その後、次のようにします。

検索をクリックして、[項目] パネルに結果の要約ビューを表示
し、次にリソース タイプの 1 つをクリックして、そのタイプ
の項目のリストを表示します。

あるいは、検索の下のリソース フォルダをクリックして、そ
のタイプの項目のリストを [項目] パネルに表示します。

3. 移動する 1 つ以上の項目のチェックボックスをオンにします。

4. [移動]ボタンをクリックします。

5. [現在の項目を移動] ページが表示され、フォルダ ツリーが表示さ
れます。

6. フォルダ ツリー内のロケーションを選択して、1 つ以上のフォルダ
を移動します。

7. [保存]をクリックします。

注

項目を移動すると、検索結果だけでなく、実際の項目も移動します。

6.7.8 検索結果からの項目の削除

検索で返された 1 つ以上の項目を削除するには、次の手順に従います。

1. [フォルダ ツリー] パネルの [検索フォルダ] の下で、対象とする
検索を識別します。

2. その後、次のようにします。

検索をクリックして、[項目] パネルに結果の要約ビューを表示
し、次にリソース タイプの 1 つをクリックして、そのタイプ
の項目のリストを表示します。
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あるいは、検索の下のリソース フォルダをクリックして、そ
のタイプの項目のリストを [項目] パネルに表示します。

3. 削除する 1 つ以上の項目のチェックボックスをオンにします。

4. [削除]をクリックします。

5. 確認メッセージで [OK] をクリックすると、削除が開始されます。

注

項目を削除すると、検索結果だけでなく、実際の項目も削除されます。
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7 システムマネージャ リソースガイド

7.1 リソースタイプについて

この章では、次の内容について説明します。

各リソース タイプ

リソース タイプの作成、編集、削除方法( 該当する場合)

そのリソースで実行できる他の操作

そのリソースに設定できるフィールドと、各フィールドの意味

7.2 エージェント

7.2.1 エージェントとスーパーバイザエージェントについて

7.2.1.1 エージェント

エージェントとは、カスタマー コンタクトを処理する個人です。Unified
CCE では、各エージェントは 1 つ以上のスキル グループのメンバーにな
ることができます。エージェントはエージェント チームにまとめること
ができ、それぞれのチームは特定の 1 人以上のスーパーバイザに関連付
けられます。

各エージェント レコードは、個人に関連付ける必要があります。エー
ジェントの作成中、エージェントを既存の個人に関連付けるか、その
エージェントに新規個人を作成するかを選択できます。必要な場合、複
数のエージェントを単一の個人に関連付けることができます( たとえ
ば、異なる Peripheral でチームのサポートを提供する個人を、使用され
る Peripheral ごとに異なるエージェント アカウントで表現する必要が
ある場合です) 。

システム マネージャを使用して、エージェントを作成、編集、削除した
り、パスワード、スキル グループの関連付け、デスク設定などのエー
ジェント プロパティを定義することができます。
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注

音声以外のアプリケーションを使用するには、これらのマルチチャネル
アプリケーションの管理インターフェイスによりエージェントを音声以
外の使用に有効にする必要があります。そのため、すべての新しいエー
ジェント レコードを Unified CCMP により作成できますが、これらの音
声以外のアプリケーションの管理インターフェイスを使用して、音声以
外の目的にエージェントを設定する必要があります。

7.2.1.2 スーパーバイザエージェント

スーパーバイザ エージェントとは、特定のエージェントおよびエージェ
ント チームを管理できるエージェントで、多くの場合に Unified CCMP
のユーザ アカウントを持っています。特定のチームを管理するために、
スーパーバイザ エージェントをそのチームに割り当てる必要はありませ
んが、チームを管理するには、エージェントをスーパーバイザ エージェ
ントにする必要があります。

チーム スーパーバイザは、プライマリ スーパーバイザまたはセカンダ
リ スーパーバイザにすることができます。チームには、セカンダリ
スーパーバイザは必要なだけ含めることができますが、プライマリ スー
パーバイザは 1 人だけ含めることができます。

エージェントをスーパーバイザ エージェントとして定義するには、
[スーパーバイザ] チェックボックスをオンにします。

注

エージェントがスーパーバイザ エージェントであり、関連付けられた
個人が Unified CCMP ユーザ アカウントを持っている場合、そのユーザ
をスーパーバイザ セキュリティ グループに追加する必要があります。
追加すると、このユーザは、エージェントおよびエージェント チーム
を編集できるようになります。

エージェントがスーパーバイザ エージェントである場合、属性を関連
付ける前に、ドメイン アカウントをエージェントに関連付ける必要が
あります。

7.2.1.3 エージェントの例

ExampleCorp には、New York コンタクト センターにエージェントが 10
人、San Francisco に 5 人います。これらのエージェントは、3 つの
チームに分けられます。
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まず、ExampleCorp は、チームを New York で 2 つ( Green と
Blue) 、San Francisco で 1 つ( Red) を作成します。次に、個人を San
Francisco で 5 人、New York で 10 人作成し、それぞれに関連するエー
ジェントを作成して、エージェントを 1 つのチームに追加します。

ここで、ExampleCorp は、New York の 2 つのチームを同じシニア スー
パーバイザ エージェントで管理することにしました。そのた
め、ExampleCorp は、このエージェントを編集して、スーパーバイザ
エージェントにし、両方のチームにプライマリ スーパーバイザとして追
加します。エージェントは、単一チームのメンバーにすることができま
すが、このスーパーバイザは、そのメンバーにならずに、Blue チームを
管理します。

このスーパーバイザ エージェントに関連付けられる個人のユーザ アカ
ウントを、ExampleCorp_Supervisors ユーザ グループに追加します。

プライマリ スーパーバイザは、Red チームにも割り当てられます。

次に、ExampleCorp は、セカンダリ スーパーバイザを割り当てます。そ
のため、New York のシニア スーパーバイザ エージェントを、San
Francisco の Red チームのセカンダリ スーパーバイザにする必要があり
ます。各チームにはセカンダリ スーパーバイザを必要なだけ割り当てる
ことができるため、San Francisco のエージェントをセカンダリ スー
パーバイザとしてこのチームにも割り当てることができます。

このシナリオの図については、図 7.1 "エージェント チームの例"を参照
してください。

図 7.1 エージェント チームの例
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7.2.2 エージェントの作成

エージェントを作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、エージェント
を作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[エージェ
ント]をクリックします。

3. 名前を入力し、エージェントを関連付ける Peripheral と個人を選択
します。エージェントを既存の個人に関連付けるか、そのエージェ
ントに個人を新規作成することを次のように選択できます。

[既存の個人を選択]。ドロップダウン リストから個人を選択す
るか、[検索] ボックスに名前の一部を入力して特定の個人を検
索します。新規エージェントは、その個人の [Peripheral ログ
イン] ボックスで指定されている詳細情報を使用して、エー
ジェント デスクトップにログインします。

[個人の新規作成]。個人の名および姓を入力して、Peripheral
のログインに使用する詳細情報を入力します。個人が自動的に
作成され、エージェントに関連付けられます。

4. 7.2.7 項"エージェント フィールド"の説明に従って、残りのフィー
ルドに入力します。[有効開始日] および [有効期限日] は [詳細設
定]タブで設定できます。

5. [保存]をクリックします。

エージェントを作成したら、そのユーザをエージェント チームのメン
バーとして、1 つ以上のスキル グループに割り当てることができます。

注

関連するすべてのエージェントの Peripheral が異なる場合、複数の
エージェントを単一の個人に関連付けることができます。

エージェントを作成した後で Peripheral ログインの詳細を編集するこ
とはできません。

7.2.3 エージェントのチームへの追加

[エージェント チーム] タブを使用すると、エージェントがメンバーと
なっているチームを変更できます。また、スーパーバイザ エージェント
の場合、1 つ以上のチームのプライマリまたはセカンダリ スーパーバイ
ザとしてエージェントを設定できます。
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注

スーパーバイザ エージェントは、管理するためにチームのメンバーに
なる必要はありません。

エージェントをスーパーバイザまたはメンバーとしてチームに追加する
には、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、更新するエージェントを含んでいるフォル
ダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダ
のエージェントを表示します。

2. [項目] パネルで、チームに追加するエージェントをクリックしま
す。このエージェントの詳細が [詳細] パネルに表示されます。

3. [詳細] パネルで、[エージェントチーム]タブをクリックします。上
部のボックスには、エージェントが現在割り当てられているチーム
のリストが表示され、下部のボックスには、現在のフォルダで利用
可能なチームのリストが表示されます。[選択されたパス] ドロップ
ダウン フォルダ リストを使用して、他のフォルダのエージェント
チームを表示できます。そのチームのプライマリ スーパーバイザで
ある場合、各チームが有効である日付が表示されます。

4. 下部のボックスでチームを選択し、[追加]ボタンをクリックして
エージェントをチームに追加します。チームは自動的に上部の
ボックスに移動されます。

5. エージェントをチームのメンバーにする場合は、[メンバー]ボック
スをオンにします。このボックスは、通常、オンにする必要があり
ます。

注

スーパーバイザは複数のチームを管理できますが、エージェントは複数
のチームのメンバーになることはできません。

エージェントがスーパーバイザ エージェントの場合、スー
パーバイザとしてそのチームに割り当てることができます。ド
ロップダウン リストから [プライマリスーパーバイザ]または
[セカンダリスーパーバイザ]を選択します。チームには複数の
セカンダリ スーパーバイザを含めることができますが、プラ
イマリ スーパーバイザは 1 人だけです。

注

既存のプライマリ スーパーバイザを置き換える場合、置き換えられた
スーパーバイザは自動的にそのチームのセカンダリ スーパーバイザに
なります。
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エージェントをチームから削除するには、上部のボックスから
チームを 1 つ以上選択して、[削除] ボタンをクリックしま
す。

6. [保存]をクリックします。

7.2.4 エージェントの編集

エージェントを編集するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、編集するエージェントを含んでいるフォル
ダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダ
のエージェントを表示します。

2. [項目] パネルで、編集するエージェントをクリックします。この
エージェントの詳細が [詳細] パネルに表示されます。

3. [詳細] パネルで該当するタブをクリックし、目的に合わせて変更を
行います。

注

[個人] タブを選択して関連付けられている個人の詳細を編集した場合、
既存の個人レコードはエージェントの変更を保存すると更新されます。

4. [保存]をクリックします。

7.2.5 エージェントの削除

1 つ以上のエージェントを削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除する 1 つ以上のエージェントを含ん
でいるフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用して
そのフォルダのエージェントを表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上のエージェントのチェック
ボックスをオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [エージェントの削除] ダイアログボックスで、[OK]を選択します。
エージェントが削除されます。

注

エージェントまたはエージェント スーパーバイザを削除すると、マル
チチャネル スキル グループなど、関連付けられたすべてのチームまた
はスキル グループからそのエージェントが自動的に削除されます。

エージェントまたはエージェント スーパーバイザを削除しても、関連
する個人は削除されません。
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7.2.6 エージェントの一括アップロード

複数のエージェントを一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV
( カンマ区切り値) ファイルに出力したエージェントのレコードを、一
括ロードすることもできます。詳細については、6.5.1 項"一括アップ
ロードについて"を参照してください。

7.2.7 エージェントフィールド

次の表に、エージェント リソースに使用可能なタブとフィールドを示し
ます。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] エントリの一意の名前。[ログイン

名]、[姓] または [名] フィールドと
同じ名前を使用できます。エー
ジェントを識別しやすくするため
に、このフィールドの表記法
( <first name>_<last name>)を会
社で指定できます。

一意。英字、
数字、下線文
字だけで最大
32文字。文字
または数字で
開始する必要
があります。

Null はい

[説明] エージェントの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ

Path リソースを最初に作成する場合
にのみ表示されます。リソースを
作成するフォルダツリー内での位
置です。

ドロップダウン
矢印をクリックし
てフォルダツ
リーを表示し、
目的の場所を
選択します。

フォルダツリー
内での現在の
ロケーション

はい

[Peripheral] エージェントに使用される
Peripheral。

リストから選択
します。

デフォルトの
Peripheral

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[個人の新規
作成] または
[既存の個人
を選択] オプ
ション

リソースを最初に作成する場合
にのみ表示されます。このエー
ジェントを関連付ける個人の種
類。
[個人の新規作成]：エージェント
レコードが、新しい従業員用であ
るか、以前に Unified CCMP内に
個人として存在しなかった人物
用です。
[既存の個人を選択]：システム
内にすでに存在するこのエージェ
ント レコードに関連付ける個人
(たとえば、使用する Peripheral
がはっきりとする前に新しい従業
員用の個人レコードが作成され
た場合など) 。

いずれかのオプ
ションを選択
し、下に示した
ように、そのオプ
ションの他の
フィールドに入
力します。

[個人の新規
作成]

はい

[個人の新規
作成] >
[名]

個人の名。 最大 32文
字。

Null はい

[個人の新規
作成] >
[姓]

個人の姓。 最大 32文
字。

Null はい

[個人の新規
作成] >
[ログイン名]

Peripheral へのログインを許可す
る個人の一意なログイン名。

注：Unified CCE データベース
では、ログイン名が一意かど
うかを判別する場合、大文字
と小文字が区別されません。
たとえば、「joe_smith」と
「JOE_SMITH」は同じ名前と見
なされます。また、エージェ
ント デスクトップ ソフト
ウェア( CTI OS など) への
エージェント ログインでも、
大文字と小文字が区別されま
せん。

一意。英字、
数字、下線文
字だけで最大
32文字。文字
または数字で
開始する必要
があります。

Null はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[個人の新規
作成] > [パス
ワード ]

個人がシステムにログインするとき
に使用するパスワード。

一意。5文字
以上。数字や
その他の文字
などを含め、パ
スワードを長く
してください。
詳細について
は、システム管
理者にお尋ねく
ださい。

Null はい

[個人の新規
作成] > [パス
ワードの確認]

パスワードの確認。 [パスワード ]
フィールドと同
じ。パスワード
設定時の入力
エラーのために
ログインできなく
なることを防ぎ
ます。

Null はい

[既存の個人
を選択] >個
人のリスト

選択可能な個人のリスト (必要
に応じて [検索] フィールドでフィ
ルタリング) 。

このエージェント
に対応する個
人を選択しま
す。

リストの最初
の個人。

はい

[既存の個人
を選択] > [検
索] フィルタ

個人のリストの結果をフィルタリン
グする、オプションの [検索] フィー
ルド。

名前の一部を
入力して、選
択可能な個人
のリストを、その
名前を含む個
人に絞り込み
ます。

なし(個人のリ
ストの全リス
ト ) 。

いいえ

[個人] タブ( エージェントの作成時には非表示)

[名] 個人の名。 最大 32文
字。

Null はい

[姓] 個人の姓。 最大 32文
字。

Null はい

[説明] 個人の説明 最大 255文
字。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[ログイン名] Peripheral へのログインを許可す
る、このエージェントに関連付けら
れた個人の一意のログイン名。

注：Unified CCE データベース
では、ログイン名が一意であ
るかどうかを判別するときに
大文字と小文字が区別されま
せん。たとえば、「joe_
smith」と「JOE_SMITH」は同じ
であると見なされます。ま
た、エージェント デスクトッ
プ ソフトウェア( CTI OS な
ど) へのエージェント ログイ
ンでも、大文字と小文字が区
別されません。

一意。英字、
数字、下線文
字だけで最大
32文字。文字
または数字で
開始する必要
があります。

Null はい

[ログイン有効] このチェックボックスをオンにする
と、エージェントに関連付けられた
個人に Peripheral へのログインが
許可されます。

チェックボック
ス。

オン。 いいえ

[パスワードのリ
セット ]

このチェックボックスをオンにする
と、このエージェントに関連付けら
れた個人のパスワードがリセットさ
れます。

チェックボック
ス。

オフ。 いいえ

[パスワード ] 個人がシステムにログインするとき
に使用する新規パスワード。[パ
スワードのリセット ] がオンになって
いる場合にのみ表示されます。

一意。5文字
以上。数字や
その他の文字
などを含め、パ
スワードを長く
してください。
詳細について
は、システム管
理者にお尋ねく
ださい。

Null はい

[パスワードの
確認]

変更されたパスワードの確認。
[パスワードのリセット ] がオンに
なっている場合にのみ表示されま
す。

[パスワード ]
フィールドと同
じ。パスワード
設定時の入力
エラーのために
ログインできなく
なることを防ぎ
ます。

Null はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[スーパーバイザ] タブ
[スーパーバイ
ザ]

エージェントがスーパーバイザエー
ジェントと見なされる場合、この
チェックボックスを選択します。
チームを管理する必要はありませ
ん。

チェックボック
ス。

オフ いいえ

[ドメインアカ
ウントに関連
付け]

スーパーバイザエージェントを既
存のドメインアカウント (ネット
ワークおよびWebView のログイン
に使用されるアカウント )に関連
付けます。

注：スーパーバイザ エージェ
ントに属性を割り当てるに
は、そのスーパーバイザ エー
ジェントをドメイン アカウン
トに関連付ける必要がありま
す。

チェックボック
ス。

オフ いいえ

[ログイン名] スーパーバイザエージェントにより
使用されるドメインログイン名。

既存のドメイン
ログイン名。ロ
グイン名の一
部を入力して、
リストから選択
します。

Null [ドメイ
ンアカウ
ントに
関連付
け] がオ
ンの場
合

[エージェント チーム] タブ
[エージェント
チーム]

エージェントが関連付けられる
スーパーバイザエージェント。

下部にある使
用可能なエー
ジェント チーム
のリストから選
択し、[追加]
をクリックして、
オンにしたチー
ムにエージェン
トを含めます。
エージェントを
既存のエージェ
ント チームから
削除するには、
上部のリストか
らエージェント
チームを選択
し、[削除]をク
リックします。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[スキルグループ] タブ
[スキルグルー
プ]

エージェントがメンバーとなるスキ
ルグループ。エージェントのスキル
グループメンバーシップの変更
は、エージェントの現在のセッショ
ン内ですぐに適用されます。

下部にある使
用可能なスキ
ルグループのリ
ストから選択
し、[追加]をク
リックして、オン
にしたスキルグ
ループにエー
ジェントを含め
ます。エージェ
ントを既存のス
キルグループか
ら削除するに
は、上部のリス
トから選択し、
[削除]をクリック
します。
エージェントに
デフォルトのス
キルグループを
設定するには、
まず、上記のよ
うにして必要な
スキルグループ
内にエージェン
トがあるかを確
認してから、ス
キルグループの
横にある [デ
フォルト ]チェック
ボックスをオンに
します。この
エージェントの
デフォルトのス
キルグループを
システムデフォ
ルトに戻すに
は、[デフォルト ]
チェックボックス
をオフにしま
す。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[属性] タブ
[属性] エージェントに関連付けられる属

性。エージェントの属性関連付け
の変更は、エージェントの現在の
セッション内ですぐに適用されま
す。

注：エージェントがスーパー
バイザ エージェントである場
合、そのエージェントに属性
を割り当てるには、そのエー
ジェントをドメイン アカウン
トに関連付ける必要がありま
す。

下部にある使
用可能な属性
のリストから選
択し、[追加]
をクリックして、
オンにした属性
にエージェントを
関連付けま
す。既存の属
性へのエージェ
ントの関連付
けを削除するに
は、上部のリス
トから選択し、
[削除]をクリック
します。
エージェントに
関連付けられ
る属性に値を
指定するには、
[値] カラムのド
ロップダウンリス
トから値を選択
します。

Null いいえ

[詳細設定] タブ
[エンタープライ
ズ名]

システム内でエージェントを識別
するときに使用される名前

一意。英字、
数字、下線文
字だけで最大
32文字。文字
または数字で
開始する必要
があります。

エージェント名
から自動生成
されます。
システムでは、
テナントに 5
文
字、Peripheral
に 5文字、
エージェント名
から得られる
17文字、ディ
メンションタイ
プに 2文字、
および区切り
用のピリオド 3
文字が予約さ
れています。

いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

Department ( Unified CCE バージョン 10.0以
降を実行している Unified CCE
インスタンスに関連付けられてい
るテナントにのみ表示されます) 。
このリソースが関連付けられてい
る部署です。

ドロップダウンリ
ストから使用可
能な部署を選
択します。

なし いいえ

[エージェント
ID]

エージェントのコールに使用できる
内線番号。

最大 18文
字。

自動生成さ
れます。

いいえ

[エージェント
デスクトップ]

エージェントに関連付けられるデ
スクトップ設定。

選択可能な
エージェント デ
スクトップのリス
トから選択しま
す。

なし いいえ

[ステートのト
レース]

「対応可」や「通話中」など、シス
テムがエージェントのステート遷移
を追跡できるようにします。この
チェックボックスは、デフォルトでは
グレー表示されるため、使用する
にはシステム管理者によって利
用可能にされる必要があります
( [設定] > [設定のプロビジョニン
グ] > [エージェントステートのト
レースが有効]) 。
注：エージェントのステート
データを追跡すると UCCE に
追加の負荷がかかることがシ
スコから提示されています。
この機能を使用する前に、シ
スコのドキュメントを参照し
てください。

チェックボック
ス。

オフ いいえ

[有効開始日] エージェントがシステムで有効に
なる日付。

カレンダーから
日付を選択し
ます。

現在の日付 はい

[有効期限日] エージェントがシステムから削除さ
れる日付。

[常時]をオンの
ままにするか、
[常時]をオフに
してカレンダー
から日付を選
択します。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数
字、ピリオド、
下線文字だけ
で最大 50文
字。英数字で
開始する必要
があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと
値のペアを追
加するには、両
方のフィールド
に入力し、[追
加]をクリックし
ます。カスタム
データのキーと
値のペアは 10
件まで登録で
きます。
既存のキーと
値のペアを編
集するには、エ
ントリ上にマウ
スを置き、編集
アイコン(    )を
選択してデータ
を変更しま
す。  その後、
チェックマークを
選択して変更
を確定する
か、X 印を選
択して変更を
取り消します。
既存のキーと
値のペアを削
除するには、エ
ントリ上にマウ
スを置き、削除
アイコン(    )
をクリックし、
[OK]をクリックし
て削除を確認
します。

Null はい
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7.3 エージェントデスクトップ

7.3.1 エージェントデスクトップについて

エージェント デスクトップは、一連の権限または特性を特定のエージェ
ントに関連付けます。この設定は、PBX または ACD におけるサービス ク
ラス設定に相当します。エージェント デスクトップはエージェント レ
コードによって各エージェントに割り当てます。

エージェント デスクトップ定義を作成するときは、エージェントが自動
的にログアウトされるまでの対応タスクなし時間、着信コールおよび発
信コールに続いて後処理が必要かどうか、後処理に割り当てる時間、お
よびアシスト コールと緊急コールに使用する方法を指定します。また、
無応答時再ルーティング機能の設定も指定します。

Unified CCE にはシステム デフォルトのエージェント デスクトップが付
属します。エージェントを作成するときに別の方法で指定しない限り、
新しいエージェント レコードにはこのデフォルトが自動的に割り当てら
れます。

システム マネージャを使用してエージェント デスクトップを作成、編
集、削除できます。

7.3.2 エージェントデスクトップの作成

エージェント デスクトップのレコードを作成するには、次の手順に従い
ます。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、エージェント
デスクトップを作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[エージェ
ントデスクトップ]をクリックします。

3. レコードについて最大 32 文字の一意の名前を入力します。この名
前には、英数字、ピリオド、および下線を使用できます。

4. 7.3.6 項"エージェント デスクトップ フィールド"の説明に従っ
て、残りのフィールドに入力します。

5. [保存]をクリックします。

7.3.3 エージェントデスクトップの編集

エージェント デスクトップの詳細を編集するには、次の手順に従いま
す。
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1. システム マネージャで、編集するエージェント デスクトップを含
んでいるフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用し
てそのフォルダのエージェント デスクトップを表示します。

2. [項目] パネルで、編集するエージェント デスクトップをクリック
します。エージェント デスクトップの詳細が [詳細] パネルに表示
されます。

3. [詳細] パネルで該当するタブをクリックし、目的に合わせて変更を
行います。

4. [保存]をクリックします。

7.3.4 エージェントデスクトップの削除

注

エージェント デスクトップは、それがエージェント レコードによって
参照されているか、またはデフォルト デスクトップである場合には削
除できません。

1 つ以上のエージェント デスクトップを削除するには、次の手順に従い
ます。

1. システム マネージャで、削除するエージェント デスクトップを含
んでいるフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用し
てそのフォルダのエージェント デスクトップを表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上のエージェント デスクトップ
のチェックボックスをオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [フォルダの削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
エージェント デスクトップが削除されます。

7.3.5 エージェントデスクトップの一括アップロード

エージェント デスクトップを一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事
前に CSV( カンマ区切り値) ファイルに出力したエージェント デスク
トップのレコードを、一括ロードすることもできます。詳細について
は、6.5.1 項"一括アップロードについて"を参照してください。

7.3.6 エージェントデスクトップフィールド

次の表に、エージェント デスクトップ リソースに使用可能なタブと
フィールドを示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意の名前。 一意。英数字、ピリ

オド、下線文字だ
けで最大 32文字。
英数字で開始する
必要があります。

Null はい

Path リソースを最初に作成する場合
にのみ表示されます。リソースを
作成するフォルダツリー内での
位置です。

ドロップダウン矢印
をクリックしてフォル
ダツリーを表示し、
目的の場所を選択
します。

フォルダ
ツリー内
での現在
のロケー
ション

はい

[Ring no answer
time]

リダイレクトされる前にコールが
エージェントのステーションで呼び
出しを行う最大秒数。有効値
は 1～ 120秒( 2分)です。

1～ 120 Null いいえ

[応答なしの呼
び出しダイヤル
番号]

呼び出しの応答がない場合に
新しい再ルーティング宛先のダイ
ヤル番号を識別します。選択リ
ストはシステムに設定されたダイ
ヤル番号で構成されます。

リストから選択しま
す。

Null いいえ

[アクティビティが
行われない時
間の後にログア
ウト ]

エージェントをログアウトする前に
システムが待機する、待受停止
中の状態および対応タスクなし
にエージェントがなっている秒
数。エントリが空白の場合、タイ
マーは無効になります。

10～ 7200 Null いいえ

[着信操作モー
ド ]

エージェントは着信コールの後に
作業モードに入ることが可能ま
たは必要かどうかを示します。

リストから選択しま
す。

[必要] はい

[発信操作モー
ド ]

エージェントは発信コールの後に
作業モードに入ることが可能ま
たは必要かどうかを示します。

リストから選択しま
す。

[必要] はい

[後処理時間] コールの後処理を行うために
エージェントに割り当てられる秒
単位の時間。

1～ 7200 7200 はい

[アシスト コール
方法]

スーパーバイザアシスタンスの要
求に、相談コールと匿名会議
通話のどちらを使用するかを指
定します。

リストから選択しま
す。

なし いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[緊急通話方
法]

緊急通話の要求に、相談コー
ルと匿名会議通話のどちらを使
用するかを指定します。

リストから選択しま
す。

なし いいえ

[録音モード ] コールがPeripheral Interface
Manager( PIM)を経由してルー
ティングされるかどうかを指定し
ます。

リストから選択しま
す。

なし いいえ

7 システム マネージャ リソース ガイド 118



フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[リモート エー
ジェント タイプ]

モバイルエージェントのコール
ルーティングの処理方法を示し
ます。

リストから選択しま
す。次のいずれかに
なります。

[ローカルのみ]：
モバイルエージェ
ントのコールルー
ティングは必要
ありません。
[Call By Call
ルーティング]：モ
バイルエージェン
トはコールごとに
コールされます。
[固定接続ルー
ティング]：モバイ
ルエージェントは
ログイン時にコー
ルされ、ログオフ
まで接続が継続
されます。
[ログイン時に
エージェントが選
択]：モバイル
エージェントはロ
グイン時に 2つ
のモバイルエー
ジェント コール
ルーティングタイ
プのうち 1つを選
択できます。

モバイルエージェン
トの設定について
は、『Cisco
Unified Contact
Center Management
Portal アドミニ
ストレーション
ガイド』を参照し
てください。

[ローカル
のみ]

はい

[説明] デスクトップの説明。 最大 255文字。 Null いいえ

[詳細] タブ > [その他]
[自動応答] エージェントへのコールが自動的

に応答されることを示します。
オンまたはオフ オフ いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[アイドル理由が
必要]

エージェントはアイドル状態に入
る前に待受停止の理由を入力
する必要があることを示します。

オンまたはオフ オフ いいえ

[ログアウトの理
由が必要]

エージェントはログアウトする前
に理由を入力する必要があるこ
とを示します。

オンまたはオフ オフ いいえ

[緊急時の自動
記録]

緊急通話のリクエストが開始さ
れたとき、記録要求(コールを記
録する要求)が自動的に送信
されることを指定します。

オンまたはオフ オフ いいえ

[通話モニタ可
聴表示]

通話モニタが開始したことをク
リック音で示すかどうかを指定し
ます。

オンまたはオフ オフ いいえ

通話モニタ警告
メッセージ

通話モニタが開始したことをエー
ジェントのデスクトップのメッセー
ジ ボックスで示すかどうかを指定
します。

オンまたはオフ オフ いいえ

[着信後に対応
可]

エージェントが着信コールの処
理後に対応可能であると自動
的に考慮されるかどうか。

オンまたはオフ オフ いいえ

[発信後に対応
可]

エージェントが発信コールの処
理後に対応可能であると自動
的に考慮されるかどうか。

オンまたはオフ オフ いいえ

[デスクトップなし
のリモート ログイ
ン]

エージェントがエージェント デスク
トップを使用せずにコンタクト セ
ンターにログインすることを許可
します。

オンまたはオフ オフ いいえ

[詳細] タブ > [発信アクセス]
[発信アクセス] エージェントが発信コールを使用

できる配置で、使用できる発信
コールのタイプを決定します。

[国際]、[国内]、
[ローカルプライベー
ト ネットワーク]、[オ
ペレータ支援あり]、
[PBX]、[エージェン
トからエージェント ]、
[ACD 以外のコー
ル]、[スーパーバイ
ザコールの開始を
許可] から 1つ以
上を選択します。

オフ いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[エージェント ] タブ
[エージェント ] デスクトップが関連付けられる

エージェント
下部にある使用可
能なエージェントのリ
ストから選択し、[追
加]をクリックして、オ
ンにしたエージェント
をこのデスクトップに
含めます。既存の
エージェントをこのデ
スクトップから削除
するには、上部のリ
ストから選択し、[削
除]をクリックします。

Null いいえ

[詳細設定] タブ
[エンタープライ
ズ名]

システム内のデスクトップを識別
するために使用される名前。

一意。英字、数
字、下線文字だけ
で最大 32文字。
文字または数字で
開始する必要があ
ります。

名前から
自動生
成されま
す。

いいえ

Department ( Unified CCE バージョン 10.0
以降を実行している Unified
CCE インスタンスに関連付けら
れているテナントにのみ表示され
ます) 。このリソースが関連付け
られている部署です。

ドロップダウンリスト
から使用可能な部
署を選択します。

なし いいえ

[有効開始日] デスクトップがその日からシステム
内で有効になる開始日。

カレンダーから日付
を選択します。

現在の
日付

はい

[有効期限日] デスクトップがその日を過ぎると
システムから削除される期限
日。

[常時]をオンのまま
にするか、[常時]を
オフにしてカレンダー
から日付を選択し
ます。

[常時] いいえ

7 システム マネージャ リソース ガイド 121



フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、ピリ
オド、下線文字だ
けで最大 50文字。
英数字で開始する
必要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタムデー
タのキーと値のペア
を追加するには、
両方のフィールドに
入力し、[追加]をク
リックします。カスタ
ムデータのキーと値
のペアは 10件まで
登録できます。
既存のキーと値のペ
アを編集するには、
エントリ上にマウスを
置き、編集アイコン
(    )を選択して
データを変更しま
す。  その後、
チェックマークを選択
して変更を確定す
るか、X 印を選択し
て変更を取り消しま
す。
既存のキーと値のペ
アを削除するには、
エントリ上にマウスを
置き、削除アイコン
(    )をクリックし、
[OK]をクリックして
削除を確認しま
す。

Null はい
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7.4 エージェントチーム

7.4.1 エージェントチームについて

エージェント チームとは、スーパーバイザが管理できる個人のグループ
です。エージェントは個別にエージェント チームに割り当てられます。
エージェント チームを設定する場合、次のルールに留意してください。

エージェントがメンバーになれるのは、1 つのエージェント チーム
だけです( またはチームに属さないこともできます) 。

エージェント チームに含めることができるプライマリ スーパーバ
イザは 1 人だけです。

1 人のスーパーバイザは、いくつものエージェント チームのスー
パーバイザになることが可能です。

エージェント チームのスーパーバイザは、そのチームのメンバーと
しても設定できます。

システム マネージャを使用して、エージェント チームを作成、編集、
削除したり、エージェントとスーパーバイザをチームに割り当てること
ができます。

7.4.2 エージェントチームの作成

エージェント チームを作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、エージェント
チームを作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[エージェ
ントチーム]をクリックします。

3. チームの一意の名前を入力します。

4. 7.4.6 項"エージェント チーム フィールド"の説明に従って、残り
のフィールドに入力します。

5. エージェントをチームに割り当てるには、[エージェント] タブで 1
つ以上のエージェントのチェックボックスをオンにし、リストの上
の [追加]をクリックします。

注

[選択されたパス] ドロップダウンでフォルダ ツリーを展開すると、そ
の他のフォルダからもチームに追加するエージェントを選択できます。
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6. エージェントをチームに追加したら、そのエージェントの [メン
バー]チェックボックスもオンにして、チームのメンバーにする必要
があります。これは、スーパーバイザであれば、メンバーにならな
くともチームに参加することが可能であるためです。

7. エージェントがスーパーバイザである場合、右側のカラムにドロッ
プダウン リストが表示されます。これによって、そのエージェント
がこの特定のチームについてスーパーバイザのロールを持つかどう
かを指定できます。

注

チームには複数のセカンダリ スーパーバイザを含めることができます
が、プライマリ スーパーバイザは 1 人だけです。既存のプライマリ
スーパーバイザを置き換える場合、置き換えられたスーパーバイザは自
動的にそのチームのセカンダリ スーパーバイザになります。

8. [保存]をクリックします。

7.4.3 エージェントチームの編集

エージェント チームを編集するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、編集するエージェント チームを含んでい
るフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してその
フォルダのエージェント チームを表示します。

2. [項目] パネルで、編集するエージェント チームをクリックしま
す。エージェント チームの詳細が [詳細] パネルに表示されます。

3. それぞれのタブをクリックし、変更するフィールドを編集します。

4. チームからエージェントを削除するには、[エージェント]タブをク
リックし、チームから削除するエージェントのチェックボックスを
オンにします。[削除]をクリックします。

5. [保存]をクリックします。

7.4.4 エージェントチームの削除

1 つ以上のエージェント チームを削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除するエージェント チームを含んでい
るフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してその
フォルダのエージェント チームを表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上のエージェント チームの
チェックボックスをオンにします。

3. [削除]をクリックします。
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4. [エージェントチームの削除] ダイアログボックスで、[OK]をク
リックします。エージェント チームが削除されます。

7.4.5 エージェントチームの一括アップロード

エージェント チームを一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV
( カンマ区切り値) ファイルに出力したエージェント チームのレコード
を、一括ロードすることもできます。詳細については、6.5.1 項"一括
アップロードについて"を参照してください。

7.4.6 エージェントチームフィールド

次の表に、エージェント チーム リソースに使用可能なタブとフィール
ドを示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意の名前。 一意。英数字、ピリ

オド、下線文字だけ
で最大 32文字。英
数字で開始する必
要があります。

Null はい

[説明] チームの説明。 最大 255文字。 Null いいえ

Path リソースを最初に作成する場
合にのみ表示されます。リソー
スを作成するフォルダツリー内
での位置です。

ドロップダウン矢印
をクリックしてフォルダ
ツリーを表示し、目
的の場所を選択し
ます。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい

[Peripheral] チームに関連付けられる
Peripheral。

リストから選択しま
す。

デフォルト
の
Peripheral

はい

[スーパーバイザ
スクリプトのダイ
ヤル番号]

エージェント チームのダイヤル
番号識別子。

リストから選択しま
す。

なし いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[エージェント ] タブ
[エージェント ] このチームに関連付けられる

個々のエージェント。
下部にある使用可
能なエージェントのリ
ストから選択し、[追
加]をクリックして、オ
ンにしたエージェント
をこのエージェント
チームに含めます。
既存のエージェントを
このエージェント チー
ムから削除するに
は、上部のリストから
選択し、[削除]をク
リックします。

Null いいえ

[詳細設定] タブ
[エンタープライ
ズ名]

ネットワーク内でチームを表す
名前

一意。英数字、ピリ
オド、下線文字だけ
で最大 32文字。英
数字で開始する必
要があります。

[名前] およ
び
[Peripheral]
から

はい

Department ( Unified CCE バージョン 10.0
以降を実行している Unified
CCE インスタンスに関連付け
られているテナントにのみ表示
されます) 。このリソースが関
連付けられている部署です。

ドロップダウンリスト
から使用可能な部
署を選択します。

なし いいえ

[有効開始日] このチームがその日からネット
ワーク内で有効になる開始
日。

カレンダーから日付
を選択します。

現在の日
付

はい

[有効期限日] このチームがその日を過ぎると
システムから削除される期限
日。

[常時]をオンのままに
するか、[常時]をオフ
にしてカレンダーから
日付を選択します。

[常時] いいえ

7 システム マネージャ リソース ガイド 126



フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目の
キー。

一意。英数字、ピリ
オド、下線文字だけ
で最大 50文字。英
数字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタムデー
タのキーと値のペアを
追加するには、両方
のフィールドに入力
し、[追加]をクリック
します。カスタムデー
タのキーと値のペアは
10件まで登録できま
す。
既存のキーと値のペ
アを編集するには、
エントリ上にマウスを
置き、編集アイコン
(    )を選択して
データを変更しま
す。  その後、チェック
マークを選択して変
更を確定するか、X
印を選択して変更
を取り消します。
既存のキーと値のペ
アを削除するには、
エントリ上にマウスを
置き、削除アイコン
(    )をクリックし、
[OK]をクリックして削
除を確認します。

Null はい

7.5 属性

7.5.1 属性について

属性とは、エージェントに関連付けることができるユーザ定義情報で
す。これは、特定の分野におけるエージェントの知識や経験、およびそ
の知識や経験のレベルを定義したものです。属性はそれを識別する名前
と、エージェントがその属性に達成するレベルを示す値を持ちます。
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属性値は次のようにすることができます。

boolean ( エージェントはその属性を持つか、その属性を持たない
かのいずれかです)

習熟度 に従って等級分け( エージェントはその属性において特定の
専門知識等級を達成しています)

属性は、エージェント属性に基づいてコールをルーティングするルール
を定義するためにプレシジョン キュー( 7.20.1 項"プレシジョン キュー
について"を参照) で使用されます。

システム マネージャを使用して、ユーザ定義属性を作成、編集、削除し
たり、属性をエージェントに割り当てることができます。

注

Unified CCE バージョン 9.0 以降を実行する Unified CCE インスタンス
に関連付けられたテナント上にのみ属性を作成できます。

7.5.1.1 属性の例

エージェントが住宅ローン販売の教育を受けているかどうかを示すブー
リアン値を持つ、Mortgage_Training という属性を定義します。この属性
は多数のエージェントに関連付けることができ、エージェントが教育を
受けたかどうかに応じて、エージェントごとに Mortgage Training 属性
の値を True または False に設定できます。

別の例として、エージェントがスペイン語をどの程度流暢に話すかを示
す習熟値を持つ Spanish_Speaker という属性を考えます。エージェント
がスペイン語を話さない場合、この属性は 1( 可能な最低の習熟値) に
設定できます。エージェントがスペイン語を母国語として話す場合、こ
の属性は 10( 可能な最高の習熟値) に設定できます。エージェントがあ
る程度スペイン語を知っているがあまり流暢に話さない場合、この属性
は 5 に設定できます。

7.5.2 属性の作成

属性を作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、属性を作成す
るフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[属性]をク
リックします。

3. 属性の一意の名前を入力します。

4. 7.5.6 項"属性フィールド"の説明に従って、残りのフィールドに入
力します。
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5. エージェントを属性に割り当てるには、[エージェント] タブで 1
つ以上のエージェントのチェックボックスをオンにし、リストの上
の [追加]をクリックします。追加するエージェントごとに、[値]
カラムのドロップダウン矢印をクリックして、そのエージェントの
その属性の値を選択します。

注
1. 上部の [選択されたパス] ドロップダウンによって、別のフォルダ

のエージェントを選択して属性に関連付けることができます。

2. エージェントに属性値を割り当てた後で [詳細] タブで属性タイプ
を変更した場合、警告メッセージが表示され、すべてのエージェン
ト属性値が新しい属性タイプのデフォルト値にリセットされます。

6. [保存]をクリックして、属性を作成し、指定されたエージェントに
その属性を割り当てます。

7.5.3 属性の編集

属性を編集するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、編集する属性を含んでいるフォルダに移動
し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダの属性を
表示します。

2. [項目] パネルで、編集する属性をクリックします。この属性の詳細
が [詳細] パネルに表示されます。

3. それぞれのタブをクリックし、変更するフィールドを編集します。

4. 属性を 1 つ以上のエージェントから削除するには、[エージェント]
タブをクリックし、属性を削除するエージェントのチェックボック
スをオンにします。[削除]をクリックします。

5. エージェントに関連付けられている属性値を変更する には、[エー
ジェント]タブをクリックし、変更するエージェントを探し、属性値
の横のドロップダウン矢印をクリックし、新しい値を選択します。

6. [保存]をクリックします。

7.5.4 属性の削除

注

プレシジョン キューに含まれている属性は削除できません。属性を削
除するには、この参照を先に削除する必要があります。

1 つ以上の属性を削除するには、次の手順に従います。
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1. システム マネージャで、削除する属性を含んでいるフォルダに移動
し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダの属性を
表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上の属性のチェックボックスを
オンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [属性の削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。属性
が削除されます。

注

属性を削除すると、その属性に関連付けられたすべてのエージェントか
ら属性の関連付けが自動的に削除されます。

7.5.5 属性の一括アップロード

複数の属性を一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV( カンマ
区切り値) ファイルに出力した属性のレコードを、一括ロードすること
もできます。詳細については、6.5.1 項"一括アップロードについて"を参
照してください。

7.5.6 属性フィールド

次の表に、属性リソースに使用可能なタブとフィールドを示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] 属性の一意の名前。 一意。最大 50

文字までの文
字、数字、ピリオ
ド、および下線
文字のみ。文字
または数字で開
始する必要があ
ります。

Null はい

[説明] 属性の説明。 最大 255文
字。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい

[データ型] 属性値のデータ型。 リストから選択し
ます。値は次の
とおりです。

[Boolean]：値
はtrue または
false にするこ
とができま
す。
[Pro-
ficiency]：値
は1～ 10の
整数( 1は最
も習熟度が
低く、10は最
も習熟度が
高くなります)
にすることが
できます。

[ブーリア
ン]

はい

[デフォルト
値]

この属性がエージェントに関連付けら
れる場合に使用されるデフォルト値。

リストから選択し
ます。

True(ブー
リアン属
性)または
1(習熟属
性)

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[エージェント ] タブ
[エージェント ] この属性に関連付けられるエージェン

ト。
下部にある使用
可能なエージェ
ントのリストから
選択し、[追加]
をクリックして、
選択したエー
ジェントにこの属
性を関連付けま
す。この属性を
既存のエージェ
ントから削除す
るには、上部の
リストから選択
し、[削除]をク
リックします。
特定のエージェ
ントに関連付け
られるこの属性
に値を指定する
には、[値] カラ
ムのドロップダウ
ンリストから値を
選択します。

Null いいえ

[詳細設定] タブ
[エンタープラ
イズ名]

ネットワーク内の属性を表す名前 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。英数
字で開始する必
要があります。

自動生成 はい

Department ( Unified CCE バージョン 10.0以降を
実行している Unified CCE インスタン
スに関連付けられているテナントにの
み表示されます) 。このリソースが関
連付けられている部署です。

ドロップダウンリ
ストから使用可
能な部署を選
択します。

なし いいえ

[有効開始
日]

属性がシステムでアクティブになる日
付

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[有効期限
日]

属性がその日を過ぎるとシステムから
削除される期限日

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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7.6 コールタイプ

7.6.1 コールタイプについて

7.6.1.1 概要

コール タイプとは、受信するルーティング可能なタスクを分類するカテ
ゴリです。特定のコール タイプがダイヤル番号と関連付けられます。こ
の関連付けでは、それぞれのコール タイプが持つスケジュールによっ
て、そのコール タイプに対してアクティブになるルーティング スクリ
プトが時間ごとに決められています。

システム マネージャを使用してコール タイプを作成、編集、削除でき
ます。

7.6.1.2 コールタイプとダイヤル番号の関連付け

コール タイプとダイヤル番号の関連付けには次の 2 つのクラスがあり
ます。

音声：[音声] コール タイプとダイヤル番号の組み合わせ( 電話な
ど) は、ダイヤル番号( DN) 、発信者が入力した番号( CED) 、およ
び回線 ID( CLID) で分類されます。CED および CLID は、コールに
よってはオプションの場合があります。

音声以外：音声以外のタイプとダイヤル番号の組み合わせ( 電子
メールやテキスト チャットなど) は、スクリプト タイプ セレク
タ、アプリケーション文字列 1、およびアプリケーション文字列 2
で分類されます。アプリケーション文字列 1 およびアプリケーショ
ン文字列 2 は、アプリケーションによってはオプションの場合があ
ります。

7.6.1.3 コールタイプとルーティングスクリプト

コール タイプによって、コールに対して実行されるルーティング スク
リプトが決定されるため、コール タイプは通話処理を定義します。

ルーティング スクリプトでは、スクリプト内の特定のポイントでコール
タイプを変更して、トランザクションが完了したことを示すことができ
ます。たとえば、顧客が銀行に電話をかけていて、セルフサービス スク
リプトを使用して自分の口座残高を正しく確認できた場合、口座残高の
トランザクションが完了して新しいトランザクションが始まったことを
示すために、コール タイプの変更が必要な場合があります。また、スク
リプト内のコール タイプを変更して、そのコール タイプに関連付けら
れた新しいルーティング スクリプトを起動することも可能です。たとえ
ば、コールがエージェントのデスクトップで応答されない場合、スクリ
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プトのコール タイプを変更して、無応答時リダイレクト用に設計された
別のスクリプトにコールをリダイレクトできます。無応答時リダイレク
ト スクリプトでは、別のエージェントを割り当ててコールを処理しま
す。

7.6.2 コールタイプの作成

コール タイプを作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、コール タイプ
を作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[コールタ
イプ]をクリックします。

3. コール タイプについて最大 32 文字の一意の名前を入力します。こ
の名前には英数字、ピリオド、および下線だけを使用できます。

4. 7.6.5 項"コール タイプ フィールド"の説明に従って、残りの
フィールドに入力します。

5. [保存]をクリックします。

コール タイプを作成すると、コール タイプは Unified CCE のダイヤル
番号設定で参照できます。

7.6.3 コールタイプの削除

注

デフォルトのコール タイプは削除できません。

1 つ以上のコール タイプを削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除するコール タイプを含んでいるフォ
ルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォル
ダのコール タイプを表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上のコール タイプのチェック
ボックスをオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [コールタイプの削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックしま
す。コール タイプが削除されます。

注

コール タイプを削除すると、コール タイプは参照されているすべての
ダイヤル番号マッピングから自動的に削除されます。
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7.6.4 コールタイプの一括アップロード

コール タイプを一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV( カン
マ区切り値) ファイルに出力したコール タイプのレコードを、一括ロー
ドすることもできます。詳細については、6.5.1 項"一括アップロードに
ついて"を参照してください。

7.6.5 コールタイプフィールド

次の表に、コール タイプ リソースに使用可能なタブとフィールドを示
します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意の名前。 一意。英数字、

ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null はい

[説明] レコードの内部説明。 最大 255文
字。

Null いいえ

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい

[バケット間
隔]

コールタイプの間隔として使用される
応答呼または放棄呼の数

リストから選択し
ます。

システム
デフォルト

いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[サービスレベ
ルしきい値]

このコールタイプでシステムデフォルト
以外のサービスレベルしきい値を使
用するかどうかを指定するために、必
要に応じて使用します。

[グローバル設定
の使用]、[な
し]、および [指
定内容の使用]
から選択しま
す。
[指定内容の使
用] の場合、0
～ 2147483647
の秒数を入力す
る必要もありま
す。

[グローバ
ル設定の
使用]

いいえ

[サービスレベ
ルタイプ]

サービスレベルの計算で放棄呼を考
慮に入れる方法を指定するために、
必要に応じて使用します。

[グローバル設定
の使用]、[放棄
呼を無視]、[放
棄呼をマイナス
の影響として処
理]、および [放
棄呼をプラスの
影響として処
理] から選択し
ます。

[グローバ
ル設定の
使用]

いいえ

[詳細設定] タブ
[エンタープラ
イズ名]

ネットワーク内のコールタイプを表す
名前。

一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。英数
字で開始する必
要があります。

[名前] か
ら自動生
成

いいえ

Department ( Unified CCE バージョン 10.0以降を
実行している Unified CCE インスタン
スに関連付けられているテナントにの
み表示されます) 。このリソースが関
連付けられている部署です。

ドロップダウンリ
ストから使用可
能な部署を選
択します。

なし いいえ

[有効開始
日]

このコールタイプがシステム内でアク
ティブになる開始日

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[有効期限
日]

このコールタイプがその日を過ぎると
システムから削除される期限日

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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7.7 部署

7.7.1 部署について

部署とは、ユーザ定義のビジネス ニーズに応じて関連するリソースをグ
ループ化する方法です。部署を作成し、それにさまざまなリソースを追
加して、特定の組織を反映させることができます。

部署に追加できるリソースは、次のとおりです。

エージェント

エージェント デスクトップ

エージェント チーム

プレシジョン属性

コール タイプ

ダイヤル番号

エンタープライズ スキル グループ

ネットワーク VRU スクリプト

個人

プレシジョン キュー

サービス

スキル グループ

たとえば、「営業」という名前の部署を作成し、そこに営業機能に関係
するすべてのエージェント、エージェント チーム、コール タイプ、ダ
イヤル番号、およびスキル グループを含めます。 1 つの部署に含める
ことのできるリソースは 1 つのみです。

システム マネージャを使用して部署を作成、編集、削除できます。部署
にリソースを追加または削除するには、部署を編集するのではなく、追
加または削除するリソースを編集する必要があります。

注

Unified CCE バージョン 10.0 以降を実行する Unified CCE インスタン
スに関連付けられたテナント上にのみ部署のリソースを作成できます。

7.7.2 部署の作成

部署を作成するには、次の手順に従います。
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1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、部署を作成す
るフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[部署]をク
リックします。

3. 部署について最大 32 文字の一意の名前を入力します。この名前は
英数字、ピリオド、および下線だけで構成する必要があります。

4. 7.7.6 項"部署フィールド"の説明に従って、残りのフィールドに入
力します。

5. [保存]をクリックします。

7.7.3 部署の編集

部署を編集するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、編集する部署を含んでいるフォルダに移動
し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダの部署を
表示します。

2. [項目] パネルで、編集する部署をクリックします。この部署の詳細
が [詳細] パネルに表示されます。

3. それぞれのタブをクリックし、変更するフィールドを編集します。

4. [保存]をクリックします。

注

部署にリソースを追加または削除するには、部署を編集するのではな
く、追加または削除するリソースを編集する必要があります。

7.7.4 部署の削除

注

関連付けられたリソースが存在する部署は削除できません。部署の削除
を行う前に、すべてのリソースを削除する必要があります。

1 つ以上の部署を削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除するサービスを含んでいる部署に移動
し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダの部署を
表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上の部署のチェックボックスを
オンにします。

3. [削除]をクリックします。
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4. [部署の削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。部署
が削除されます。

7.7.5 部署の一括アップロード

複数の部署を一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV( カンマ
区切り値) ファイルに出力した部署のレコードを、一括ロードすること
もできます。詳細については、6.5.1 項"一括アップロードについて"を参
照してください。

7.7.6 部署フィールド

この表に、部署リソースで使用可能なタブとフィールドを示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意の名前。 一意。英数字、

ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null はい

[説明] レコードの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい

[詳細設定] タブ
[エンタープラ
イズ名]

ネットワーク内で部署を表す名前。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。
英数字で開始
する必要があり
ます。

[名前] か
ら

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[有効開始
日]

部署がシステム内でアクティブになる
開始日。

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

はい

[有効期限
日]

部署がシステムから削除される終了
日。

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ

7.8 デバイスプロファイル

7.8.1 デバイス プロファイルについて

デバイス プロファイルとは、ユーザが特定の電話設定を物理的に異なる
いくつかの電話にわたって保持するために使用できる、電話テンプレー
トです。デバイス プロファイルは複数のユーザに関連付けて、複数の
Unified CM ユーザによりそのデバイス プロファイルを共有することを許
可する場合があります。デバイス プロファイルには多数の電話番号マッ
ピングを含めることができます。

システム マネージャを使用して Unified CM エクステンション モビリ
ティのデバイス プロファイルを作成、編集、削除できます。

7.8.2 デバイス プロファイルの作成

デバイス プロファイルを作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、デバイス プロ
ファイルを作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[デバイス
プロファイル]をクリックします。

3. 必要に応じて、[電話番号] タブで、追加する電話番号のチェック
ボックスをオンにし、[追加]をクリックして、番号を追加します。

4. 必要に応じて、[ユーザ] タブで、デバイス プロファイルを使用で
きる関連付けられたユーザのチェックボックスをオンにし、[追加]
をクリックして、ユーザを追加します。

5. 7.8.4 項"デバイス プロファイル フィールド"の説明に従って、残
りのフィールドに入力します。

6. [保存]をクリックします。
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7.8.3 デバイス プロファイルの削除

1 つ以上のデバイス プロファイルを削除するには、次の手順に従いま
す。

1. システム マネージャで、削除するデバイス プロファイルを含んで
いるフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそ
のフォルダのデバイス プロファイルを表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上のデバイス プロファイルの
チェックボックスをオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [デバイスプロファイルの削除] ダイアログボックスで、[OK]をク
リックします。デバイス プロファイルが削除されます。

7.8.4 デバイス プロファイルフィールド

次の表に、デバイス プロファイル リソースに使用可能なタブとフィー
ルドを示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] デバイスプロファイルの一意の名前。 一意。英数字、

ピリオド、下線
文字だけで最大
100文字。
英数字で開始
する必要があり
ます。

はい

[説明] デバイスプロファイルの内部説明。 最大 128文
字。

Null いいえ

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[電話番号] タブ
[電話番号] デバイスプロファイルに関連付けられ

る回線。
このデバイスプロ
ファイルに電話
番号を関連付
けるには、下部
にある使用可能
な電話番号のリ
ストから電話番
号を選択し、
[追加]をクリック
します。電話番
号の関連付けを
このデバイスプロ
ファイルから削除
するには、上部
のリストから電話
番号を選択し、
[削除]をクリック
します。

Null いいえ

[インデックス] 回線が接続される IP電話のポート。 番号。 次の番
号。

いいえ

[ユーザ] タブ
[ユーザ] デバイスプロファイルに関連付けられ

るユーザ。
このデバイスプロ
ファイルにユーザ
を関連付けるに
は、下部にある
使用可能な
ユーザのリストか
らユーザを選択
し、[追加]をク
リックします。
ユーザの関連付
けをこのデバイス
プロファイルから
削除するには、
上部のリストから
ユーザを選択
し、[削除]をク
リックします。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細設定] タブ
[エンタープラ
イズ名]

ネットワーク内のデバイスプロファイル
を表す名前。

一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。
英数字で開始
する必要があり
ます。

— —

[有効開始
日]

デバイスプロファイルがシステム内で
アクティブになる開始日。

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

はい

[有効期限
日]

デバイスプロファイルがその日を過ぎ
るとシステムから削除される期限日。

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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7.9 ダイヤル番号

7.9.1 ダイヤル番号について

ダイヤル番号( DN) とは発信者がコールを開始するためにダイヤルする
番号です。これは、ルーティング クライアントから送信されるルート要
求メッセージ内で、コールの詳細情報の一部として送信されます。ダイ
ヤル番号は、コールをルーティングするうえで不可欠なロールを担いま
す。ダイヤル番号はコール タイプの必須の部分で、コール タイプは各
コールに対して適切なルーティング スクリプトを識別するのに使用され
ます。ダイヤル番号は応答されたコール以外に、無応答時の呼び出し、
ダイヤル番号計画のエントリ、スーパーバイザ コールおよび緊急コール
にも設定する必要があります。

[システム マネージャ] を使用して、ダイヤル番号の作成、編集、およ
び削除を行い、ダイヤル番号をエージェント デスクトップまたはラベル
などの他のリソースと関連付けることができます。

7.9.2 ダイヤル番号の作成

ダイヤル番号を作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、ダイヤル番号
を作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[ダイヤル
番号]をクリックします。

3. ダイヤル番号について最大 32 文字の一意の名前を入力します。こ
の名前は英数字、ピリオド、および下線だけで構成する必要があり
ます。

4. 7.9.5 項"ダイヤル番号フィールド"の説明に従って、残りのフィー
ルドに入力します。

5. [追加]をクリックして、このダイヤル番号に関連付けるコール タイ
プとその他のダイヤル情報を指定します。

注

[ダイヤル番号] マッピング テーブルのエントリの順序は、そのダイヤ
ル番号についてコール タイプが処理される順序に反映されます。

6. [保存]をクリックします。
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7.9.3 ダイヤル番号の削除

注

スクリプトで参照されているダイヤル番号は削除できません。ダイヤル
番号を削除するには、この参照を先に削除する必要があります。

1 つ以上のダイヤル番号を削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除するダイヤル番号を含んでいるフォル
ダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダ
のダイヤル番号を表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上のダイヤル番号のチェック
ボックスをオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [ダイヤル番号の削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックしま
す。ダイヤル番号が削除されます。

7.9.4 ダイヤル番号の一括アップロード

ダイヤル番号を一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV( カン
マ区切り値) ファイルに出力したダイヤル番号のレコードを、一括ロー
ドすることもできます。詳細については、6.5.1 項"一括アップロードに
ついて"を参照してください。

7.9.5 ダイヤル番号フィールド

次の表に、ダイヤル番号リソースに使用可能なタブとフィールドを示し
ます。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意の名前。 一意。英数字、

ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[説明] レコードの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい

[ダイヤル番
号]

音声 MRD の場合に限り、エージェ
ント /IVR コントローラがこのダイヤル
番号を識別する文字列値。これは
エージェント /IVR コントローラがこの番
号にコールするために使用する値で
ある必要があります ( 8005551212な
ど) 。

最大 32文字。 Null はい

[アプリケー
ションルーティ
ングを許可]

アプリケーションルーティングを許可す
るかどうかを示します。

チェックボックス。 無効 いいえ

[ルーティング
クライアント ]

ルーティング要求を Unified CCE に
送信するためにこの番号が使用する
ルーティングクライアント ( NIC または
PG など)

ドロップダウンリ
スト。
ダイヤル番号
の作成後は編
集できませ
ん。

リストの先
頭

はい

[メディアルー
ティングドメイ
ン]

コンタクトを行う方法の説明 ドロップダウンリ
ストから選択しま
す。ダイヤル番
号の作成後は
編集できませ
ん。

[Cisco_
Voice]

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[エージェントのデスクトップ] タブ
[エージェント
のデスクトッ
プ]

このダイヤル番号に関連付けられる
エージェントのデスクトップ。

下部にある使用
可能なエージェ
ントのデスクトッ
プのリストから選
択し、[追加]
をクリックして、オ
ンにしたエージェ
ントのデスクトッ
プをこのダイヤル
番号に関連付
けます。エージェ
ントのデスクトッ
プの関連付けを
このダイヤル番
号から削除する
には、上部のリ
ストから選択し、
[削除]をクリック
します。

Null いいえ

[エージェント チーム] タブ
[エージェント
チーム]

このダイヤル番号に関連付けられる
エージェント チーム。

下部にある使用
可能なエージェ
ント チームのリス
トから選択し、
[追加]をクリック
して、オンにした
エージェント チー
ムをこのダイヤル
番号に関連付
けます。エージェ
ント チームの関
連付けをこのダ
イヤル番号から
削除するには、
上部のリストから
選択し、[削除]
をクリックします。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[ラベル] タブ
[ラベル] このダイヤル番号に関連付けられるラ

ベル。
下部にある使用
可能なラベルの
リストから選択
し、[追加]をク
リックして、オンに
したラベルをこの
ダイヤル番号に
関連付けます。
ラベルの関連付
けをこのダイヤル
番号から削除す
るには、上部の
リストから選択
し、[削除]をク
リックします。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[コールタイプ] タブ
[コールタイ
プ]

このダイヤル番号に関連付けられる
コールタイプ。これにより、特定のコー
ルのルーティング先が指定されます。
コールタイプはプライオリティ順にリスト
されます。

次をクリックしま
す。

新規コール
タイプの詳細
を追加する
場合：[追加]

または既存の
コールタイプをリ
ストから選択し
て次をクリックし
ます。

既存のコール
タイプの詳細
を編集する
場合：[編集]
既存のコール
タイプの詳細
を削除する
場合：[削除]

[コールタイプ] ダ
イアログボックス
が表示されま
す。
注：リストからコー
ルタイプを選択

し、上矢印( )
をクリックすると
コールタイプをプ
ライオリティ リスト
内で上へ移動

し、下矢印( )
をクリックすると
コールタイプをプ
ライオリティ リスト
内で下へ移動で
きます。

Null いいえ

[コールタイプ] タブ > [コールタイプ] ダイアログボックス

[コールタイ
プ]

このコールタイプルーティングのコール
タイプ。

リストから選択し
ます。

リストの先
頭

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[回線 ID] このコールタイプおよびルーティングに
関連付ける発信回線 ID( CLID) 。

次のいずれかの
オプションを選択
します。
[すべて]：すべて
のコールをルー
ティングします。
[リージョン]：指
定されたリージョ
ンからのすべての
コールをルーティ
ングします。
[プレフィックス]：
番号がこのプレ
フィックスで始ま
るすべてのコール
をルーティングし
ます。
[一致]：この番
号からのすべて
のコールのみを
ルーティングしま
す。

[すべて] はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[発信者が入
力した番号]

このコールタイプおよびルーティングに
関連付ける発信者入力番号
( CED) 。

次のいずれかの
オプションを選択
します。
[すべて]：CEDに
関係なくすべて
のコールをルー
ティングします。
[なし]：CEDを持
たないすべての
コールをルーティ
ングします。
[CED]：この
CEDを持つコー
ルのみをルーティ
ングします。
[なし] を選択し
た場合、必要に
応じて次のいず
れか一方または
両方も選択でき
ます。
[すべて不要]：
発信者は CED
を要求されませ
んでした。
[入力なし]：発
信者は CEDを
要求されました
が、応答しませ
んでした。

[すべて] はい

[詳細設定] タブ
[エンタープラ
イズ名]

ネットワーク内のダイヤル番号を表す
名前。

一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。
英数字で開始
する必要があり
ます。

[名前] か
ら

はい

Department ( Unified CCE バージョン 10.0以降を
実行している Unified CCE インスタン
スに関連付けられているテナントにの
み表示されます) 。このリソースが関
連付けられている部署です。

ドロップダウンリ
ストから使用可
能な部署を選
択します。

なし いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[有効開始
日]

ダイヤル番号がシステム内でアクティ
ブになる開始日。

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

はい

[有効期限
日]

ダイヤル番号がその日を過ぎるとシス
テムから削除される期限日。

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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注

[セルフケア] タブは既存のリソースにのみ表示されます。 リソースを
初めて作成する場合には表示されません。

7.10 電話番号

7.10.1 電話番号について

電話番号とは IP 電話に追加される内線の回線です。

システム マネージャを使用して電話番号を作成、編集、削除できます。

7.10.2 電話番号の作成

電話番号を作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、電話番号を作
成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[電話番号]
をクリックします。

3. 番号がコンタクト センターに対応しているかどうかを選択します。

4. 7.10.4 項"電話番号フィールド"の説明に従って、残りのフィールド
に入力します。

5. [保存]をクリックします。

7.10.3 電話番号の削除

1 つ以上の電話番号を削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除する電話番号を含んでいるフォルダに
移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダの電
話番号を表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上の電話番号のチェックボック
スをオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [電話番号の削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
電話番号が削除されます。

7.10.4 電話番号フィールド

次の表に、電話番号リソースに使用可能なタブとフィールドを示しま
す。
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多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト 必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意

の名前。
一意。英数字、ピリオ
ド、下線文字だけで最
大 100文字。英数字で
開始する必要がありま
す。

Null はい

[説明] レコードの内部
説明。

最大 50文字。 Null いいえ

Path リソースを最初
に作成する場
合にのみ表示さ
れます。リソース
を作成するフォ
ルダツリー内で
の位置です。

ドロップダウン矢印をク
リックしてフォルダツリーを
表示し、目的の場所を
選択します。

フォルダツリー
内での現在のロ
ケーション

はい

[コンタクトセン
ター有効]

この番号につい
て、Unified
CCE にデバイス
ターゲットを作
成する必要が
あるかどうかを
決定します。

チェックボックス。
このチェックボックスは、次
に対して選択する必要が
あります。

別個のプロビジョニング
システムを使用して追
加されるすべての電
話番号。
モバイルエージェント
によって使用されるす
べての電話番号(詳
細については、
『Cisco Unified
Contact Center
Management Portal
アドミニストレー
ション ガイド』 を
参照してください) 。

オフ いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト 必須か
どうか

[詳細設定] タブ
[Communications
Manager]

電話番号に関
連付けられる
Cisco Unified
Communications
Manager。

テナントが使用可能な
Communications Manager
のリストから選択します。

デフォルトの
Communications
Manager

はい

[ルート パーティ
ション]

この電話番号
が関連付けられ
る番号(市外
局番または内
線番号)のグ
ループ。

リストから選択します。 デフォルトの
Peripheral

はい

[番号パターンの
自動割り当て]
または [番号 /パ
ターン]

この電話番号
に使用される番
号を自動的に
割り当てるかど
うか。

チェックボックス。チェック
ボックスをオンのままにする
か、オフにして [番号 /パ
ターン] テキスト ボックスに
手動で 1～ 20桁を入
力します。

オン はい

[有効開始日] 電話番号がシ
ステム内でアク
ティブになる開
始日。

カレンダーから日付を選
択します。

現在の日付 はい

[有効期限日] 電話番号がそ
の日を過ぎると
システムから削
除される期限
日。

[常時]をオンのままにする
か、[常時]をオフにしてカ
レンダーから日付を選択
します。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト 必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタム
データ項目の
キー。

一意。英数字、ピリオ
ド、下線文字だけで最
大 50文字。英数字で
開始する必要がありま
す。

Null いいえ

[値] このキーに関連
付ける値。

最大 500文字
新しいカスタムデータの
キーと値のペアを追加す
るには、両方のフィールド
に入力し、[追加]をク
リックします。カスタムデー
タのキーと値のペアは 10
件まで登録できます。
既存のキーと値のペアを
編集するには、エントリ上
にマウスを置き、編集アイ
コン(    )を選択してデー
タを変更します。  その
後、チェックマークを選択
して変更を確定する
か、X 印を選択して変更
を取り消します。
既存のキーと値のペアを
削除するには、エントリ上
にマウスを置き、削除アイ
コン(    )をクリックし、
[OK]をクリックして削除を
確認します。

Null はい

7.11 エンタープライズスキルグループ

7.11.1 エンタープライズスキルグループについて

エンタープライズ スキル グループは、レポート目的のために結合され
た、スキル グループの論理的なグルーピングです。エンタープライズ
スキル グループには、さまざまなメディア ルーティング ドメインから
のスキル グループを含められます。

システム マネージャを使用してエンタープライズ スキル グループを作
成、編集、削除できます。
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7.11.2 エンタープライズスキルグループの作成

エンタープライズ スキル グループを作成するには、次の手順に従いま
す。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、エンタープラ
イズ スキル グループを作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[エンター
プライズスキルグループ]をクリックします。

3. グループの一意の名前を入力します。

4. 7.11.5 項"エンタープライズ スキル グループ フィールド"の説明に
従って、残りのフィールドに入力します。

5. グループにスキル グループを割り当てる場合、[スキルグループ]
ボックスの下の [追加]ボタンをクリックし、1 つ以上のスキル グ
ループを選択します。

注

上部の [選択されたパス] ドロップダウンによって、別のフォルダのス
キル グループを選択してエンタープライズ スキル グループに追加でき
ます。

6. [保存]をクリックします。

7.11.3 エンタープライズスキルグループの削除

1 つ以上のエンタープライズ スキル グループを削除するには、次の手
順に従います。

1. システム マネージャで、削除するエンタープライズ スキル グルー
プを含んでいるフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを
使用してそのフォルダのエンタープライズ スキル グループを表示
します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上のエンタープライズ スキル
グループのチェックボックスをオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [エンタープライズスキルグループの削除] ダイアログボックスで、
[OK]をクリックします。エンタープライズ スキル グループが削除
されます。
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7.11.4 エンタープライズスキルグループの一括アップロード

エンタープライズ スキル グループを一度に 1 つずつ作成するだけでな
く、事前に CSV( カンマ区切り値) ファイルに出力したエンタープライ
ズ スキル グループのレコードを、一括ロードすることもできます。詳
細については、6.5.1 項"一括アップロードについて"を参照してくださ
い。

7.11.5 エンタープライズスキルグループフィールド

次の表に、エンタープライズ スキル グループ リソースに使用可能なタ
ブとフィールドを示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意の名前。 一意。英字、数

字、ピリオド、下
線文字だけで最
大 32文字。文
字または数字で
開始する必要が
あります。

Null はい

[説明] このエンタープライズスキルグループ
の説明。

最大 255文
字。

Null いいえ

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[スキルグループ] タブ
[スキルグ
ループ]

このエンタープライズスキルグループ
に関連付けられるスキルグループ。

下部にある使用
可能なエージェ
ントのリストから
選択し、[追加]
をクリックして、オ
ンにしたエージェ
ントをこのエー
ジェント チームに
含めます。既存
のエージェントを
このエージェント
チームから削除
するには、上部
のリストから選択
し、[削除]をク
リックします。

Null いいえ

[詳細設定] タブ
[エンタープラ
イズ名]

システム内のエンタープライズスキル
グループを識別する名前。

一意。英字、数
字、ピリオド、下
線文字だけで最
大 32文字。文
字または数字で
開始する必要が
あります。

自動生成 いいえ

Department ( Unified CCE バージョン 10.0以降を
実行している Unified CCE インスタン
スに関連付けられているテナントにの
み表示されます) 。このリソースが関
連付けられている部署です。

ドロップダウンリ
ストから使用可
能な部署を選
択します。

なし いいえ

[有効開始
日]

エンタープライズスキルグループがシ
ステム内でアクティブになる開始日。

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

いいえ

[有効期限
日]

エンタープライズスキルグループがシ
ステムから削除される期限日。

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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7.12 拡張コール変数

7.12.1 拡張コール変数について

拡張コール変数( ECC) は、コール情報を Unified CCE と交換するために
VRU スクリプトによって使用される名前付きオブジェクトです。

システム マネージャを使用して、拡張コール変数を作成および削除でき
ます。

7.12.2 拡張コール変数の作成

拡張コール変数を作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、拡張コール変
数を作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[拡張コー
ル変数]をクリックします。

3. 7.12.4 項"拡張コール変数フィールド"の説明に従って、残りの
フィールドに入力します。[有効開始日] および [有効期限日] は
[詳細設定]タブで設定できます。

4. [保存]をクリックします。

7.12.3 拡張コール変数の削除

1 つ以上の拡張コール変数を削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除する拡張コール変数を含んでいるフォ
ルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォル
ダの拡張コール変数を表示します。

2. [項目] パネルで、削除対象の拡張コール変数のボックス( 複数可)
をオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [拡張コール変数の削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックし
ます。拡張コール変数が削除されます。

7.12.4 拡張コール変数フィールド

この表には、拡張コール変数リソースで使用可能なタブとフィールドが
示されています。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。
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フィールド 説明 エントリ デフォルト 必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] コール変数の名前 一意。最大 27

文字までの文
字、数字、およ
び下線文字の
み。文字または
数字で開始する
必要がありま
す。システムに
よって「user」のプ
レフィックスが自
動的に付けられ
ます。

Null はい

[説明] コール変数の説明 最大 255文字 Null いいえ

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい

[最大長] コール変数の値の最大長 1～ 210の範囲
内の整数。

Null はい

[Cisco提供] コール変数がCiscoによって提供さ
れるかどうか。通常、システムによって
判別されます。

チェックボックス。 オフ いいえ

[永久的] TCD/RCD レコードを持つ履歴データ
ベースに変数が書き込まれるかどうか

チェックボックス。 オフ いいえ

[有効] コール変数が現在有効かどうか チェックボックス。 オン いいえ

[ECC アレイ] 変数が配列かどうか チェックボックス。 オフ いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト 必須か
どうか

[最大アレイ
サイズ]

コール変数によって表される配列内
の要素の最大サイズ

最大 255。式 <
最大長> * <最
大アレイ サイズ>
+ <最大アレイ
サイズ> + 5が
299を超えては
いけません。たと
えば、最大長が
97の場合、アレ
イ サイズは 3を
超えることはでき
ません。

Null [ECC
アレイ]
がオン
の場合

[詳細設定] タブ
[有効開始
日]

変数がシステム内でアクティブになる
開始日。

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

いいえ

[有効期限
日]

変数がシステムから削除される期限
日。

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト 必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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7.13 IP 電話

7.13.1 IP 電話について

IP 電話( または電話機) は、コンタクト センター エージェントがコー
ルの発信または受信に使用する IP デバイスです。IP 電話には 1 つの回
線があり( Cisco 多重回線電話を使用している場合、通常は回線 1) 、そ
の番号はコール ルーティング ソフトウェアに通知されています。エー
ジェントはコンタクト センターにログインするとき、[エージェントの
管理] ページで割り当てられたログイン名およびパスワードと、この
ページで割り当てられた回線番号を使用します。回線番号は Unified
CCMP によって自動的に割り当てられるか、ユーザ インターフェイスを使
用して手動で入力されます。

システム マネージャを使用して IP 電話を作成、編集、削除できます。

7.13.2 IP 電話の作成

IP 電話を作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、IP 電話を作成
するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[IP電話]
をクリックします。

3. ドロップダウン リストから、電話のタイプを選択します。

4. 7.13.4 項"IP 電話 フィールド"の説明に従って、残りのフィールド
に入力します。

5. 必要に応じて、追加する電話番号のチェックボックスをオンにし、
[追加]をクリックして、番号を追加します。

6. [保存]をクリックします。

7.13.3 IP 電話の削除

1 つ以上の IP 電話を削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除する IP 電話を含んでいるフォルダに
移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダの
IP 電話を表示します。

2. [項目] パネルで、削除対象の IP 電話のボックス( 複数可) をオン
にします。

3. [削除]をクリックします。
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4. [IP電話の削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。IP
電話が削除されます。

7.13.4 IP 電話フィールド

次の表に、IP 電話 リソースに使用可能なタブとフィールドを示しま
す。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意

の名前。
一意。英数字、ピリオ
ド、下線文字だけで最
大 100文字。英数字で
開始する必要がありま
す。

Null はい

Path リソースを最初
に作成する場
合にのみ表示さ
れます。リソース
を作成するフォ
ルダツリー内で
の位置です。

ドロップダウン矢印をク
リックしてフォルダツリーを
表示し、目的の場所を
選択します。

フォルダツリー
内での現在のロ
ケーション

はい

[説明] レコードの内部
説明。

最大 128文字。 Null いいえ

[Communications
Manager]

IP電話に関連
付けられる
Communications
Manager。

テナントが使用可能な
Communications
Manager のリストから選
択します。

デフォルトの
Communications
Manager

はい

[Peripheral] IP電話に関連
付けられる
Peripheral。

選択された Unified CM
に関連付けられた
Peripheral のリストから選
択します。

デフォルトの
Peripheral

いいえ

[製品] 電話機のタイプ リストから選択します。 Null はい

[プロトコル] 電話機が通信
に使用するプロ
トコルのタイプ。

リストから選択します。 製品により異な
ります。

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[テンプレート ] IP電話の設定
に使用する
XML テンプレー
ト。

特定の電話モデルにつ
いて使用可能なテンプ
レートのリストから選択し
ます。

Null はい

[ボタンテンプ
レート ]

ボタンに使用す
る設定

ボタンテンプレートの設
定リストから選択します。

Null はい

[MAC アドレス] IP電話を一意
に識別するため
に使用する IP
電話 MAC アド
レス。

12桁の 16進数。 Null はい

[エクステンション
モビリティ]

エクステンション
モビリティサービ
スを電話に設定
するために使用
します。これが
選択されると、
ユーザは関連付
けられたデバイス
プロファイルを使
用して電話にロ
グインできます。

チェックボックス。 選択したテンプ
レートにより異
なります。

いいえ

[電話番号] タブ
[電話番号] IP電話に関連

付けられる回
線。

この IP電話に電話番
号を関連付けるには、
下部にある使用可能な
電話番号のリストから電
話番号を選択し、[追
加]をクリックします。電
話番号の関連付けをこ
の IP電話から削除する
には、上部のリストから
電話番号を選択し、[削
除]をクリックします。

Null いいえ

[インデックス] 回線が接続され
る IP電話の
ポート。

番号。 次の番号。 いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細設定] タブ
[デバイスプール] 類似した特徴を

持つ電話機の
プール。

ログインしたユーザが使
用可能なデバイスプー
ルのリストから選択しま
す。

デフォルトのデバ
イスプール

いいえ

[有効開始日] IP電話がシステ
ム内でアクティブ
になる開始日。

カレンダーから日付を選
択します。

現在の日付 はい

[有効期限日] IP電話がシステ
ムから削除され
る期限日。

[常時]をオンのままにす
るか、[常時]をオフにして
カレンダーから日付を選
択します。

[常時] いいえ

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデー
タ項目のキー。

一意。英数字、ピリオ
ド、下線文字だけで最
大 50文字。英数字で
開始する必要がありま
す。

Null いいえ

[値] このキーに関連
付ける値。

最大 500文字
新しいカスタムデータの
キーと値のペアを追加す
るには、両方のフィールド
に入力し、[追加]をク
リックします。カスタム
データのキーと値のペア
は 10件まで登録できま
す。
既存のキーと値のペアを
編集するには、エントリ
上にマウスを置き、編集
アイコン(    )を選択して
データを変更します。  そ
の後、チェックマークを選
択して変更を確定する
か、X 印を選択して変
更を取り消します。
既存のキーと値のペアを
削除するには、エントリ
上にマウスを置き、削除
アイコン(    )をクリック
し、[OK]をクリックして削
除を確認します。

Null はい
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7.13.5 IP 電話の詳細

7.13.5.1 Unified CCMPと他のプロビジョニングシステムとの使用

IP 電話を Unified CM に追加するために別のプロビジョニング システム
を使用する場合は、外部システムによってプロビジョニングされるすべ
ての電話番号について、これらが Unified CCE に正しく追加されるよう
に [コンタクトセンター有効]チェックボックスをオンにしてください。
その Unified CM 上の電話に変更を加えるために Unified CCMP を使用し
ないでください。

7.13.5.2 詳細情報

Unified CCMP Web アプリケーションでは次のように、Unified CCE へのリ
ンクやデフォルト追加情報の追加を自動的に行います。

Unified CM コーリング サーチ スペースをテナント所有フォルダか
らリンクします。

Unified CM ルート パーティションをテナント所有フォルダからリ
ンクします。

Unified CM ロケーションを親フォルダからリンクします。

Unified CM オーナーのユーザ ID を、テナントに割り当てられた PG
ユーザ ID からリンクします。

電話/回線用の Unified CCE デバイス ターゲットを作成します。

Unified CCE ラベルをデバイス ターゲットとルーティング クライア
ントの組み合わせごとに作成します( コールを Unified CCE エー
ジェントにルーティングするには、デバイス ターゲットに関連付け
られたラベルが定義されている必要があります) 。

7.14 IVR アプリケーション

7.14.1 IVR アプリケーションについて

IVR アプリケーションは、CVP IVR アプリケーション サーバ上で動作
し、コール ルーティングの制御のために使用される Voice XML( VXML)
アプリケーションです。IVR アプリケーションは Cisco Call Studio を使
用して作成できます。

Unified CCMP を使用すると、既存の IVR アプリケーションを CVP IVR ア
プリケーション サーバにアップロードしたり、IVR アプリケーションの
詳細を編集したりできます。
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IVR アプリケーションは、さまざまなアプリケーション コンポーネント
を含む zip ファイルとしてアップロードされます。1 つの zip ファイル
に複数の IVR アプリケーションを含めることができます。

7.14.2 IVR アプリケーションの作成

注

このプロセスは、Unified CCMP IVR アプリケーション リソースを作成
し、関連付けられた IVR アプリケーション ファイルを IVR アプリケー
ション サーバにアップロードします。IVR アプリケーション ファイル
がすでに存在し、.zip ファイルとしてフォーマットされている必要があ
ります。IVR アプリケーション ファイルには 1 つ以上の IVR アプリ
ケーションが含まれていることがあります。その場合、複数の Unified
CCMP IVR アプリケーション リソースが作成されます。

IVR アプリケーションを作成( アップロード) するには、次の手順に従
います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー] パネルで、IVRアプリ
ケーション リソースを作成するフォルダを選択します。このフォル
ダは、CVP Operations Console へのリモート機器マッピングを持つ
テナント上に存在する必要があります。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[IVRアプリ
ケーション]をクリックします。[IVRアプリケーション] オプション
が表示されない場合は、選択したフォルダが CVP Operations
Console にマッピングされたテナント上に存在していることを確認
します。

3. Unified CCMP フォルダ ツリー内の IVR アプリケーションを作成す
るロケーションを変更する場合は、[パス]の横にあるドロップダウ
ン矢印をクリックし、新しいロケーションを選択します。

4. IVR アプリケーションのアップロード先となる IVR アプリケーショ
ン サーバを選択します( 複数選択可) 。

5. [ファイルの追加]( 旧式のブラウザでは[参照]と表示される場合も
あります) をクリックし、1 つ以上の IVR アプリケーションを含ん
でいる .zip ファイルを選択し、[開く]をクリックします。アップ
ロード対象ファイルのリストに選択したファイルが追加されます。
必要に応じて、[ファイルの追加]( または[参照]) を再びクリック
してファイルを追加したり、[キャンセル]をクリックしてアップ
ロード対象ファイルのリストからファイルを削除したりすることも
できます。
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6. [保存]をクリックして、選択した IVR アプリケーション サーバに
ファイルをアップロードします。各ファイルがアップロードされる
際に、アップロード ステータスが表示されます。

7. アップロードが成功するとファイルが展開され、ファイル内の各
IVR アプリケーションが IVR アプリケーション サーバにコピーさ
れます。対応するリソース( ファイル内の各 IVR アプリケーション
につき 1 つのリソース) は、次のインポート サイクルで Unified
CCMP にインポートされます。アップロードが失敗した場合は、アッ
プロード ステータスの上にマウスを置くと、詳細が表示されます。

7.14.3 IVR アプリケーションの編集

IVR アプリケーションを編集するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、編集する IVRアプリケーションを含んでい
るフォルダに移動し、[項目] パネルのリスト ビューを使用してそ
のフォルダの IVR アプリケーションを表示します。

注

IVR アプリケーションは、CVP Operations Console へのリモート機器
マッピングを持つテナント上に存在する必要があります。

2. [項目] パネルで、編集する IVR アプリケーションをクリックしま
す。この IVR アプリケーションの詳細が [詳細] パネルに表示され
ます。

3. 必要な変更を行い、[保存]をクリックします。

7.14.4 IVR アプリケーションの削除

1. システム マネージャで、削除する IVRアプリケーションを含んでい
るフォルダに移動し、[項目] パネルのリスト ビューを使用してそ
のフォルダの IVR アプリケーションを表示します。

2. [項目] パネルで、削除する IVR アプリケーションの横にある
チェックボックスを選択します( 複数選択可) 。

3. [削除]をクリックします。

4. 確認ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。選択した IVR
アプリケーションが削除されます。

7.14.5 IVR アプリケーションフィールド

次の表に、IVR アプリケーション リソースに使用可能なタブとフィール
ドを示します。
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多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意のエンタープライズ

名。
一意。最大 100
文字。

Null はい

[説明] IVR アプリケーションの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ

7.15 ラベル

7.15.1 ラベルについて

Unified CCE では、ラベルは各ネットワーク ターゲットのためにルー
ティング クライアントに渡される文字列を表します。Unified CCMP で
は、上位レベルの多くの操作のためにラベルが自動的に作成されます
が、この機能はブラインド転送などの特定のラベル作成に含まれます。
サポートされるラベル タイプは標準タイプだけで、ネットワーク ター
ゲットはデバイス ターゲットだけです。

システム マネージャを使用してラベルを作成、編集、削除できます。

7.15.2 ラベルの作成

ラベルを作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、ラベルを作成
するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[ラベル]
をクリックします。

3. ラベルについて最大 32 文字の一意の名前を入力します。英数字、
ピリオド、および下線だけを使用できます。

4. 7.15.5 項"ラベル フィールド"の説明に従って、残りのフィールド
に入力します。

5. [保存]をクリックします。

7.15.3 ラベルの削除

1 つ以上のラベルを削除するには、次の手順に従います。
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1. システム マネージャで、削除するラベルを含んでいるフォルダに移
動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダのラベ
ルを表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上のラベルのチェックボックス
をオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [ラベルの削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。ラ
ベルが削除されます。

7.15.4 ラベルの一括アップロード

複数のラベルを一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV( カン
マ区切り値) ファイルに出力したラベルのレコードを、一括ロードする
こともできます。詳細については、6.5.1 項"一括アップロードについて"
を参照してください。

7.15.5 ラベルフィールド

次の表に、ラベル リソースに使用可能なタブとフィールドを示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意の名前。 一意。最大 32

文字。
Null はい

[説明] レコードの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ

[ラベル] ルーティングクライアントでラベルを識
別するために使用される文字列値

最大 32文字。 Null はい

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[ルーティング
クライアント ]

このラベルに関連付けられたルーティ
ングクライアントのエンタープライズ名

ログインしたユー
ザが表示のセ
キュリティ権限を
持つ、ルーティン
グクライアントの
指定リストから
選択します。

Null はい

[ダイヤル番号] タブ
[ダイヤル番
号]

このラベルに関連付けられたダイヤル
番号

下部にある使用
可能なダイヤル
番号のリストから
選択し、[追加]
をクリックして、オ
ンにしたダイヤル
番号をこのラベ
ルに関連付けま
す。ダイヤル番
号の関連付けを
このラベルから削
除するには、上
部のリストから選
択し、[削除]
をクリックします。

Null いいえ

[詳細設定] タブ
[有効開始
日]

このラベルがシステム内でアクティブに
なる開始日

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

はい

[有効期限
日]

このラベルがシステムから削除される
終了日

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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注

[セルフケア] タブは既存のリソースにのみ表示されます。 リソースを
初めて作成する場合には表示されません。

7.16 メディアファイル

7.16.1 メディア ファイルについて

メディア ファイルとは、発信者に対するプロンプトおよびメッセージを
再生するために IVR が使用する .wav ファイルです。メディア ファイル
は CVP メディア サーバ上に保存されます。

Unified CCMP を使用すると、メディア ファイルを Unified CCMP クラス
タ内の CVP メディア サーバにアップロードしたり、既存のメディア
ファイルに関連付けられたオーディオを変更したりできます。

7.16.2 メディア ファイルの作成

メディア ファイルを作成( アップロード) するには、次の手順に従いま
す。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、メディア ファ
イル リソースを作成するフォルダを選択します。このフォルダ
は、CVP Operations Console へのリモート機器マッピングを持つテ
ナント上に存在する必要があります。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[メディア
ファイル]をクリックします。[メディアファイル] オプションが表
示されない場合は、選択したフォルダが CVP Operations Console に
マッピングされたテナント上に存在していることを確認します。

3. Unified CCMP フォルダ ツリー内のメディア ファイルを作成するロ
ケーションを変更する場合は、[パス]の横にあるドロップダウン矢
印をクリックし、新しいロケーションを選択します。

4. メディア ファイルのアップロード先となるメディア ファイル サー
バを選択します。

5. [リモートパス]フィールドに、ファイルのアップロード先にするロ
ケーションを指定します。これは、メディア ファイル サーバ上の
フォルダのロケーションとなります。「/」を使用して、サブフォル
ダを指定することもできます。フォルダが存在しない場合は作成さ
れます。Unified CCMP ではこのフィールドの検証を行いません。そ
のため、無効な値が入力されるとアップロードは失敗します。
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6. [ファイルの追加]( 旧式のブラウザでは[参照]と表示される場合も
あります) をクリックし、.wav メディア ファイルを選択し、[開
く]をクリックします。アップロード対象ファイルのリストに選択し
たファイルが追加されます。必要に応じて、[ファイルの追加]( ま
たは[参照]) を再びクリックしてファイルを追加したり、[キャンセ
ル]をクリックしてアップロード対象ファイルのリストからファイル
を削除したりすることもできます。

7. [保存]をクリックして、選択したメディア ファイル サーバ上の指
定したロケーションにメディア ファイルをアップロードします。各
メディア ファイルがアップロードされる際に、アップロード ス
テータスが表示されます。

8. アップロードが成功すると、Unified CCMP 内および CVP サーバ上
で、メディア ファイル リソースが使用可能になります。アップ
ロードが失敗した場合は、アップロード ステータスの上にマウスを
置くと、詳細が表示されます。

7.16.3 メディア ファイルの編集

メディア ファイルを編集するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、編集するメディア ファイルを含んでいる
フォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してその
フォルダのメディア ファイルを表示します。

注

メディア ファイルは、CVP Operations Console へのリモート機器マッピ
ングを持つテナント上に存在する必要があります。

2. [項目] パネルで、編集するメディア ファイルをクリックします。
このメディア ファイルの詳細が [詳細] パネルに表示されます。

3. Unified CCMP でメディア ファイル リソースの名前を変更するに
は、[詳細]タブで、[名前]フィールドに新しい名前を入力します。
リモートパスが表示されますが、この値は変更できません。

4. このリソースに関連付けられているメディア ファイルを変更するに
は、[メディア]タブで、[サーバ]の横のドロップダウンをクリック
し、新しいメディア ファイルのアップロード先にするサーバを 1
つ以上選択します。[ファイルの追加]( 旧式のブラウザでは[参照]
と表示される場合もあります) をクリックし、アップロードするメ
ディア ファイルの場所を探し、[開く]をクリックします。

5. [保存]をクリックして、既存のメディア ファイルを新しいものに置
き換えます。アップロードが完了すると、アップロード ステータス
が表示されます。
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6. アップロードが失敗した場合は、アップロード ステータスの上にマ
ウスを置くと、詳細が表示されます。

7.16.4 メディア ファイルの削除

1 つ以上のメディア ファイルを削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除するメディア ファイルを含んでいる
フォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してその
フォルダのメディア ファイルを表示します。

2. [項目] パネルで、削除するメディア ファイルの横にあるチェック
ボックスを選択します( 複数選択可) 。

3. [削除]をクリックします。

4. 確認ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。選択したメ
ディア ファイルが削除されます。

7.16.5 メディア ファイルフィールド

次の表に、メディア ファイル リソースに使用可能なタブとフィールド
を示します。メディア ファイルの編集の際に、これらのフィールドを使
用できます。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意のエンタープライズ

名。
一意。最大 100
文字。

アップロー
ドされたメ
ディアファ
イルの名
前。

はい

[説明] メディアファイルの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ

[リモートパス] メディアファイルが保存されるメディア
ファイルサーバのパス。

読み取り専用。 アップロー
ドされたメ
ディアファ
イルのリ
モート ロ
ケーショ
ン。

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[メディア] タブ
[サーバ] 新しいメディアファイルのアップロード

先のメディアファイルサーバ。
リストからメディア
ファイルサーバを
選択します(複
数選択可) 。

なし はい

[新規オーディ
オファイル]

新しくアップロードするメディアファイル [ファイルの追加]
(または[参照])
をクリックし、アッ
プロードするメ
ディアファイルを
選択し、[開く]
をクリックします。

なし はい

7.17 ネットワークVRUスクリプト

7.17.1 ネットワーク VRUスクリプトについて

ネットワーク音声応答装置( VRU) スクリプトとは、ネットワーク VRU
( 発信者が入力したプッシュホン式番号に応答するテレコミュニケー
ション コンピュータ) で実行されるスクリプトです。発信者との対話を
処理し、コールを適切にルーティングするため、1 つ以上のネット
ワーク VRU スクリプトを Unified ICME ルーティング スクリプトから呼
び出すことができます。

システム マネージャを使用してネットワーク VRU スクリプトを作成、編
集、削除できます。

7.17.1.1 マイクロアプリケーション

ネットワーク VRU スクリプトは、Unified CVP マイクロアプリケーショ
ンを起動します。これらのマイクロアプリケーションは、ユーザへのプ
ロンプトの提供、ユーザ応答の収集、発信者がキューイングしている間
の .wav ファイルの再生を行うために使用されます。ネットワーク VRU
スクリプトは次のマイクロアプリケーションを起動することができま
す。

メディアの再生( PM) ：メディア ファイルまたはストリーミング
オーディオ ファイルに含まれているメッセージを再生します。ウェ
ルカム メッセージを再生したり、発信者がキューに入っている間の
音楽を再生したりする場合などに使用できます。
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データの再生( PD) ：記憶領域からデータを取得し、そのデータを
データ再生タイプと呼ばれる特定の形式で発信者に再生します。こ
のデータの例としては、データベースから取得された情報や、発信
者によって入力された情報などがあります。

番号の取得( GD) ：メディア ファイルを再生し、発信者から 1 桁
以上の数字を取得します。たとえば、このマイクロアプリケーショ
ンは、発信者にパスワードを入力するように求めるプロンプトを表
示する場合に使用できます。

メニュー( M) ：メニュー メディア ファイルを再生し、発信者から
1 桁の数字を取得します。番号の取得マイクロアプリケーションに
類似していますが、1 桁の数字の受け入れのみを行います。また、
この数字が有効であるかどうかも確認します。このマイクロアプリ
ケーションは、発信者にメニューの複数のオプションを提供した
り、発信者が選択したオプションを取得する場合などに使用できま
す。

音声の取得( GS) ：発信者から音声またはトーン ダイヤリング
( DTMF) 入力を収集します。このマイクロアプリケーションは、発
信者からの音声による「はい」または「いいえ」の応答を取得した
り、発信者が # キーを押したことを検出する場合などに使用できま
す。

キャプチャ( CAP) ：ルーティング スクリプトのその時点でのコー
ルに関するデータをキャプチャし、保存します。 収集されたデータ
は分析の目的で使用できます。

注

キャプチャ マイクロアプリケーションは慎重に使用してください。 こ
れを使用するとシステムに多大な処理負荷がかかり、有効なデータだけ
でなく、不要な大量のデータをキャプチャする可能性があります。キャ
プチャ マイクロアプリケーションを使いすぎると、システムのコール
処理能力が低下する可能性があります。

7.17.1.2 ネットワークVRUスクリプトの設定

ネットワーク VRU スクリプトの設定を定義するには、次の項目を指定す
る必要があります。

VRU スクリプト名。実行するマイクロアプリケーション、関連付け
られているメディア ファイル( マイクロアプリケーションによって
要求された場合) 、およびマイクロアプリケーションによって要求
されたパラメータ( 存在する場合) を含んでいる複合文字列。 VRU 
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スクリプト名に指定される値は、それがアップロードされたときに
メディア ファイル用に使用される名前を導出するために使用されま
す。

設定パラメータ。ネットワーク VRU スクリプトが実行されるときに
渡されます。これは文字列で、そのフォーマットは指定されるマ
イクロアプリケーションによって異なります。

オーディオ ファイル。アップロードし、ネットワーク VRU スクリ
プトに関連付けられます( 該当する場合) 。オーディオ ファイルが
アップロードされると、そのファイルには VRU スクリプト名文字列
で指定されたメディア ファイル名を使用して名前が付けられます。
不正なフォーマットの VRU スクリプト名文字列を指定すると、オー
ディオ ファイルをアップロードできません。

注

オーディオ ファイルは、ネットワーク VRU スクリプトが最初に作成さ
れたときには指定できません。先にネットワーク VRU スクリプト項目を
作成し、次にこれを編集してオーディオ ファイルを指定する必要があ
ります。

Unified CVP マイクロアプリケーション、対応する VRU スクリプト名文
字列、および設定パラメータの詳細については、『Configuration and
Administration Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』の
「Writing scripts for Unified CVP」の項を参照してください。

7.17.2 ネットワーク VRUスクリプトの作成

ネットワーク VRU スクリプトを作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、ネットワーク
VRU スクリプトを作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[ネット
ワークVRUスクリプト]をクリックします。

3. ネットワーク VRU スクリプトについて最大 32 文字の一意の名前を
入力します。英数字、ピリオド、および下線だけを使用できます。

4. 7.17.7 項"ネットワーク VRU スクリプト フィールド"の説明に従っ
て、残りのフィールドに入力します。ネットワーク VRU スクリプト
を最初に作成したときには、オーディオ ファイルをアップロードす
ることはできません。

5. [保存]をクリックします。
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7.17.3 オーディオファイルとネットワーク VRUスクリプトの関連付け

ネットワーク VRU スクリプトと関連付けられたオーディオ ファイルを設
定または変更するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、編集するネットワーク VRU スクリプトを
含んでいるフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用
してそのフォルダのネットワーク VRU スクリプトを表示します。

2. [項目] パネルで、編集するネットワーク VRU スクリプトをク
リックします。このスクリプトの詳細が [詳細] パネルに表示され
ます。

3. [オーディオ]タブを選択し、[ファイルの追加]( 旧式のブラウザで
は [参照]と表示される場合もあります) をクリックします。 オー
ディオ ファイルが格納されているマシンのフォルダに移動し、オー
ディオ ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

4. [保存]をクリックして .wav ファイルをアップロードし、ネット
ワーク VRU スクリプトへの変更を保存します。

注
1. [保存] が使用できない場合は、[詳細] タブで指定した VRU スクリ

プト名のフォーマットに誤りがあるか、関連付けられているマイク
ロアプリケーションにオーディオ ファイルが不要です。

2. オーディオ ファイルは、[VRU スクリプト名] フィールドのメディ
ア ファイル向けに指定された名前の下に保存され、以前のオーディ
オ ファイル( ある場合) が上書きされます。

3. アップロード エラーが報告された場合は、システム管理者に連絡し
て Unified CVP メディア ファイルのアップロードがご使用のシステ
ムに正しく設定されていることを確認してください( 詳細について
は、『Cisco Unified Contact Center Management Portal インスト
レーション/コンフィグレーション ガイド』を参照してくださ
い) 。

7.17.4 ネットワーク VRUスクリプトの編集

ネットワーク VRU スクリプトを編集するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、編集するネットワーク VRU スクリプトを
含んでいるフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用
してそのフォルダのネットワーク VRU スクリプトを表示します。

2. [項目] パネルで、編集するネットワーク VRU スクリプトをク
リックします。このネットワーク VRU スクリプトの詳細が [詳細]
パネルに表示されます。
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3. [詳細] パネルで該当するタブをクリックし、目的に合わせて変更を
行います。

4. このネットワーク VRU スクリプトに関連付けられているオーディオ
ファイルを追加または変更する場合は、[オーディオ]タブを選択
し、[ファイルの追加]をクリックします( 旧式のブラウザでは [参
照]と表示される場合もあります) 。オーディオ ファイルが格納さ
れているマシンのフォルダに移動し、オーディオ ファイルを選択
し、[開く]をクリックします。

5. [保存]をクリックします。

注
1. [保存] が使用できない場合は、[詳細] タブで指定した VRU スクリ

プト名のフォーマットに誤りがあるか、関連付けられているマイク
ロアプリケーションにオーディオ ファイルが不要です。

2. オーディオ ファイルを変更すると、これは [VRU スクリプト名]
フィールドのメディア ファイル向けに指定された名前の下に保存さ
れ、以前のオーディオ ファイル( ある場合) が上書きされます。

3. オーディオ ファイルを変更しようとしてアップロード エラーが報
告された場合は、システム管理者に連絡して Unified CVP メディア
ファイルのアップロードがご使用のシステムに正しく設定されてい
ることを確認してください( 詳細については、『Cisco Unified
Contact Center Management Portal インストレーション/コンフィグ
レーション ガイド』を参照してください) 。

7.17.5 ネットワーク VRUスクリプトの削除

1 つ以上のネットワーク VRU スクリプトを削除するには、次の手順に従
います。

1. システム マネージャで、削除するネットワーク VRU スクリプトを
含んでいるフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用
してそのフォルダのネットワーク VRU スクリプトを表示します。

2. [項目] パネルで、削除対象のネットワーク VRU スクリプトを選択
します。

3. [削除]をクリックします。

4. [ネットワークVRUスクリプトの削除] ダイアログボックスで、[OK]
をクリックします。選択されたネットワーク VRU スクリプトが削除
されます。
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7.17.6 ネットワーク VRUスクリプトの一括アップロード

ネットワーク VRU スクリプトを一度に 1 つずつ作成する以外に、カンマ
区切り形式( CSV) ファイルに以前出力されたネットワーク VRU スクリプ
トを、一括ロードすることもできます。詳細については、6.5.1 項"一括
アップロードについて"を参照してください。

7.17.7 ネットワーク VRUスクリプトフィールド

この表に、ネットワーク VRU スクリプト リソースで使用可能なタブと
フィールドを示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意の名前。 一意。英数字、

ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null はい

[説明] レコードの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[ネットワーク
VRU]

このネットワーク VRU スクリプトに関
連付けられるネットワーク VRU。

選択可能なネッ
トワーク VRU の
リストから選択し
ます。1つ以上
のネットワーク
VRU にアクセス
する権限がない
場合はネット
ワーク VRU スク
リプトを作成する
ことができませ
ん。警告メッセー
ジが表示されま
す。

デフォルト
のネット
ワーク
VRU

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[VRUスクリプ
ト名]

VRU スクリプトの名前。 最大 39文字。
これは、実行す
るマイクロアプリ
ケーション、関連
付けられたメディ
アファイルの名
前(該当する場
合) 、およびその
マイクロアプリ
ケーションに指
定する必要があ
るオプションを識
別する、複合文
字列です。
この文字列の
フォーマットにつ
いては、
『Configuration
and
Administration
Guide for
Cisco Unified
Customer Voice
Portal』の
「Writing scripts
for Unified
CVP」の項を参
照してください。
VRU スクリプト
名は、ネット
ワーク VRU で
一意にする必要
があります。

Null はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[設定パラ
メータ]

スクリプト内に固定オプションを指定
するためにスクリプトを実行する際に
ネットワーク VRU に渡される文字
列。

最大 255文
字。  この文字列
の内容は、上記
の [VRU スクリプ
ト名] フィールド
の一部として指
定されるマイクロ
アプリケーション
によって異なりま
す。
この文字列の
フォーマットにつ
いては、
『Configuration
and
Administration
Guide for
Cisco Unified
Customer Voice
Portal』の
「Writing scripts
for Unified
CVP」の項を参
照してください。

Null いいえ

[タイムアウト ] スクリプトの実行を開始した後に、応
答を待機する秒数。

0～
2147483647。

0 はい

[割り込み可
能]

スクリプトの実行が割り込み可能かど
うかを示します。

チェックボックス。
エージェントが
コールを処理で
きるようになった
ときなど、スクリプ
トの実行が割り
込み可能な場
合に選択しま
す。

オフ いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[オーバーライ
ド可能]

スクリプトの実行中に、スクリプトが割
り込み可能なステータスをオーバーラ
イドできるかどうか。

チェックボックス。  
スクリプトの実行
中に、スクリプト
自身を割り込み
可能または割り
込み不可にでき
る場合に選択し
ます。

オフ いいえ

[オーディオ] タブ(項目の最初の作成時は使用できません)
[新規オーディ
オファイル]

VRU スクリプトに関連付けるオーディ
オファイルの情報。

[ファイルの追加]
(または [参照])
をクリックし、シス
テム上で必要
な.wavファイルを
探します。 [保
存]をクリックし
て、 .wav ファイル
をサーバにアップ
ロードします。

Null いいえ

[詳細設定] タブ
[エンタープラ
イズ名]

ネットワーク内のネットワーク VRU
スクリプトを示す名前。

一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。
英数字で開始
する必要があり
ます。

[名前] か
ら

はい

Department ( Unified CCE バージョン 10.0以降を
実行している Unified CCE インスタン
スに関連付けられているテナントにの
み表示されます) 。このリソースが関
連付けられている部署です。

ドロップダウンリ
ストから使用可
能な部署を選
択します。

なし いいえ

[有効開始
日]

ネットワーク VRU スクリプトがシステム
内でアクティブになる開始日。

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[有効期限
日]

ネットワーク VRU スクリプトがシステム
から削除される期限日。

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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7.18 Peripheral

7.18.1 Peripheral について

Peripheral はコンタクト センターのスタッフにカスタマーの通話をルー
ティングする ACD スイッチなどの接続システムです。

システム マネージャを使用して Peripheral のプロパティを表示および
編集できます。

注

Unified CCMP は、Peripheral 詳細の表示と、関連付けられている表示名
とアプリケーション ユーザの変更のみを許可します。Unified CCMP で
Peripheral を作成または削除したり、他のフィールドを編集することは
できません。

7.18.2 Peripheral の編集

Peripheral を編集するには、次の手順を使用します。

1. システム マネージャで、編集する Peripheral を含んでいるフォル
ダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダ
の Peripheral を表示します。

2. [項目] パネルで、編集する Peripheral をクリックします。この
Peripheral の詳細が [詳細] パネルに表示されます。

3. [詳細] パネルで該当するタブをクリックし、目的に合わせて変更を
行います。

4. [保存]をクリックします。

7.18.3 Peripheral フィールド

この表に、Peripheral リソースで使用可能なタブとフィールドを示しま
す。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] Peripheral の一意の表示名。 一意。英数字、

ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Unified
CCE で使
用される
名前。

はい

[説明] Peripheral の内部説明。 この値を Unified
CCMPで変更
することはできま
せん。

[詳細設定] タブ
[エンタープラ
イズ名]

ネットワーク内で Peripheral を表す名
前。

この値を Unified
CCMPで変更
することはできま
せん。

[アプリケー
ションユーザ]

新しい電話機の関連付け先となる
Unified CM のユーザ。

リストから選択し
ます。

デフォルト
のアプリ
ケーション
ユーザ。

はい

[有効開始
日]

Peripheral がシステムでアクティブにな
る開始日。

この値を Unified
CCMPで変更
することはできま
せん。

[有効期限
日]

Peripheral がシステムから削除される
期限日。

この値を Unified
CCMPで変更
することはできま
せん。

7.19 個人

7.19.1 個人について

それぞれの個人項目は、カスタマー コンタクトを処理する 1 つの物理
的な個人を表します。この個人は、Unified CCMP のユーザ アカウント
や、1 つ以上のエージェントに関連付けできます。

システム マネージャを使用して、個人を個別に作成、編集、削除した
り、Unified CCMP へのアクセス権( ある場合) を定義できます。
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7.19.2 個人の作成

個人を作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、個人を作成す
るフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[個人]をク
リックします。

3. 個人の名、姓、ログイン名、およびパスワードを入力します。名前
は最大 32 文字で、文字、数字、下線、およびピリオドだけを使用
する必要があります。

4. [機器] タブで、個人を追加する Unified CCE および Unified
Communications Manager を選択し、機器固有の設定を指定します。

5. 7.19.6 項"個人フィールド"の説明に従って、残りのフィールドに入
力します。[有効開始日] および [有効期限日] は [詳細設定]タブ
で設定できます。

6. [保存]をクリックします。

注

個人の Unified CCMP アカウントは、一度作成されるとその個人から編
集できません。ユーザを直接編集する必要があります。

個人は既存の Unified CCMP のユーザ アカウントとリンクできません。

7.19.3 個人のパスワードの変更

個人のパスワードを変更するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、更新する個人を含んでいるフォルダに移動
し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダの個人を
表示します。

2. [項目] パネルで、編集する個人をクリックします。この個人の詳細
が [詳細] パネルに表示されます。

3. [詳細]タブで、[パスワードのリセット]チェックボックスをオンに
します。

4. 新しいパスワードを入力し、確認します。

5. [保存]をクリックします。

7.19.4 個人の削除

1 つ以上の個人を削除するには、次の手順に従います。
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1. システム マネージャで、更新する 1 つ以上の個人を含んでいる
フォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してその
フォルダの個人を表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上の個人のチェックボックスを
オンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [個人の削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。個人
が削除されます。

注

これらの個人に関連付けられたすべてのエージェントも削除されます。

7.19.5 個人の一括アップロード

複数のエージェントを一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV
( カンマ区切り値) ファイルに出力したエージェントのレコードを、一
括ロードすることもできます。詳細については、6.5.1 項"一括アップ
ロードについて"を参照してください。

7.19.6 個人フィールド

この表に、個人リソースで使用可能なタブとフィールドを示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

注

個人を複数のエージェントに関連付けるには、各エージェントは異なる
Peripheral に存在する必要があります。

個人は複数の機器で作成できます。[機器] タブを使用して特に上書きし
ない限り、共通プロパティは、[詳細] タブに入力した内容から継承され
ます。
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ

[すべての機器
の詳細をリセッ
ト ]

個人の詳細が、リンク先の機器のす
べての項目で同じでない場合にのみ
(通知メッセージとともに)表示されま
す。これが表示されているが選択さ
れていない場合、表示する共通の
値がないため、名、姓、説明、およ
びログイン名の各フィールドは無効に
なります。
注：変更できますが、エラーではあり
ません。

名、姓、説明、
およびログイン
名の各フィール
ドを選択して有
効にします。必
要な値を入力
し、[保存]をク
リックします。こ
れにより、この
ページの詳細に
リンクしているす
べての機器の詳
細を簡単にリ
セットすることが
できます。

クリア いいえ

[名] 個人の名。[リセット ] チェックボックス
が表示されているが選択されていな
い場合は無効になります。

最大 32文字。 Null はい

[姓] 個人の姓。[リセット ] チェックボックス
が表示されているが選択されていな
い場合は無効になります。

最大 32文字。 Null はい

[説明] 個人の説明。[リセット ] チェックボック
スが表示されているが選択されてい
ない場合は無効になります。

最大 255文
字。

Null いいえ

[ログイン名] Peripheral へのログインを許可する
個人の一意なログイン名。[リセット ]
チェックボックスが表示されているが
選択されていない場合は無効にな
ります。
注：Peripheral ログイン名では大文
字と小文字が区別されません。たと
えば、「joe_smith」と「JOE_SMITH」
は同じです。エージェント デスクトップ
ソフトウェア( CTI OSなど)へログイン
するエージェントのログイン名も大文
字と小文字が区別されません。

一意。英字、
数字、下線文
字だけで最大
32文字。文字
または数字で開
始する必要があ
ります。

Null はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[パスワード ] 個人がシステムにログインするときに
使用するパスワード。

一意。5文字
以上。数字やそ
の他の文字など
を含め、パス
ワードを長くして
ください。詳細に
ついては、システ
ム管理者にお
尋ねください。

Null 基盤と
なる機
器の設
定によ
り異な
ります

[パスワードの
確認]

[パスワード ] フィールドと同じ。パス
ワード設定時の入力エラーのために
ログインできなくなることを防ぎます。

Null 基盤と
なる機
器の設
定によ
り異な
ります

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい

[機器] タブ
[Unified CCE] このチェックボックスをオンにすると、関

連付けられた Unified CCE に対して
関連付けられた個人を作成します。
オンにした場合は、個人の追加先
である Unified CCE を選択する必
要があります。

チェックボックスを
オンにして、必
要な Unified
CCE 機器を選
択します。

アイコンをク
リックすると、機
器のログイン詳
細を編集するこ
とができます。

オン いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[Unified
Com-
munications
Manager]

このチェックボックスをオンにすると、関
連付けられた Unified
Communications Manager に対して
関連付けられた個人を作成します。
オンにした場合は、個人の追加先
である Unified Communications
Manager を選択する必要がありま
す。

チェックボックスを
オンにして、必
要な Unified
Communications
Manager 機器を
選択します。

アイコンをク
リックすると、機
器のログイン詳
細を編集するこ
とができます。

オフ いいえ

[機器] タブ > [機器フィールド ] ダイアログボックス

[名] この機器での個人の名前。 最大 32文字。 [個人] の
[名] と同
じ

はい

[姓] この機器での個人の姓。 最大 32文字。 [個人] の
[姓] と同
じ

はい

[説明]( UCCE
機器のみ)

個人の説明。 最大 255文
字。

[個人] の
[説明] と
同じ

いいえ

[ログイン名] この機器での個人のログイン名。 一意。英字、
数字、下線文
字だけで最大
32文字。文字
または数字で開
始する必要があ
ります。

[個人] の
[ログイン
名] と同じ

はい

[パスワードのリ
セット ]( UCCE
のみ)

選択すると、この機器のパスワードが
リセットされます。

クリア いいえ

[ログイン有効]
( UCCE のみ)

選択すると、この機器にログインでき
るようになります。

クリア いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[ポータル] タブ
[ポータルアカ
ウント ]

このリンクをクリックすると、個人とポー
タルユーザアカウントを関連付ける
ために使用できる [ユーザの選択] ダ
イアログボックスが表示されます。
スーパーバイザはチームを管理する
ために、ポータルアカウントを持つと
便利です。

ハイパーリンク なし いいえ

[ポータル] タブ > [ユーザの選択] ダイアログボックス

[ユーザの選
択]

この個人を関連付けるユーザの種
類。次のオプションがあります。
[なし]：この個人にユーザは関連付
けられません。
[ユーザの作成]：この個人に新しい
ユーザが関連付けられます。
[既存ユーザ]：この個人に既存の
ユーザが関連付けられます。

次のいずれかの
オプションを選択
します。

なし はい

[ユーザの作
成] オプション
>
[ログイン名]

ポータルユーザアカウントの一意の
名前。これはWebView レポーティン
グまたは Peripheral のログイン名と同
じにできます。

一意。最大 50
文字。  単一引
用符( ') 、二重
引用符( ") 、お
よび「記号、その
他」カテゴリにあ
る Unicode 文
字を除く、すべ
てのUnicode 文
字を使用できま
す。

Null はい

[ユーザの作
成] オプション
> [パスワード ]

ユーザがポータルにログインするときに
使用するパスワード。

一意。5文字
以上。数字やそ
の他の文字など
を含め、パス
ワードを長くして
ください。詳細に
ついては、システ
ム管理者にお
尋ねください。

Null 新規
ユーザ
を作成
してい
る場
合。
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[ユーザの作
成] オプション
> [パスワードの
確認]

[パスワード ] フィールドと同じ。パス
ワード設定時の入力エラーのために
ログインできなくなることを防ぎます。

パスワードの確
認を入力し、
[>>]で [ユーザの
グループ] ダイア
ログボックスに進
みます。

Null 新規
ユーザ
を作成
してい
る場
合。

[ユーザの作
成] オプション
> [ユーザのグ
ループ] ダイア
ログボックス

ユーザを 1つ以上のセキュリティグ
ループ(スーパーバイザグループなど)
に割り当てることを許可します。変
更する権限を持つグループに限り、
ユーザを割り当てできます。

必要に応じて、
[追加]をクリック
し、フォルダツ
リーからセキュリ
ティグループを
選択します。
ユーザを複数の
グループに追加
するには、この
手順を繰り返し
ます。[保存]
をクリックして、
詳細を保存し、
ユーザを作成し
ます。

なし いいえ

[既存ユーザ]
オプション

既存のポータルユーザアカウントに
個人を関連付けます。

表示されている
フォルダツリーで
ユーザを検索
し、選択しま
す。次に、[>>]
ボタンをクリックし
て [ユーザのグ
ループ] ダイアロ
グボックスに進み
ます。

なし 既存の
ユーザ
を選択
してい
る場
合。
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[既存ユーザ]
> [ユーザのグ
ループ] ダイア
ログボックス

ユーザを 1つ以上のセキュリティグ
ループ(スーパーバイザグループなど)
に割り当てることを許可します。変
更する権限を持つグループに限り、
ユーザを割り当てできます。

必要に応じて、
[追加]をクリック
し、フォルダツ
リーからセキュリ
ティグループを
選択します。
ユーザを複数の
グループに追加
するには、この
手順を繰り返し
ます。[保存]
をクリックして、
詳細を保存し、
ユーザのセキュリ
ティグループを
修正します。

なし いいえ

[詳細設定] タブ

Department ( Unified CCE バージョン 10.0以降
を実行している Unified CCE インス
タンスに関連付けられているテナント
にのみ表示されます) 。このリソース
が関連付けられている部署です。

ドロップダウンリ
ストから使用可
能な部署を選
択します。

なし いいえ

[有効開始日] 個人がシステム内でアクティブになる
開始日。

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

はい

[有効期限日] 個人がシステムから削除される終了
日。

[常時]をオンの
ままにするか、
[常時]をオフに
してカレンダーか
ら日付を選択し
ます。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数
字、ピリオド、下
線文字だけで
最大 50文字。
英数字で開始
する必要があり
ます。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと
値のペアを追加
するには、両方
のフィールドに入
力し、[追加]
をクリックします。
カスタムデータ
のキーと値のペ
アは 10件まで
登録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコ
ン(    )を選択
してデータを変
更します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定
するか、X 印を
選択して変更を
取り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコ
ン(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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7.20 プレシジョンキュー

7.20.1 プレシジョンキューについて

プレシジョン キューは、エージェントの習熟属性と対応可能状況によっ
て、エージェントにコールをルーティングする方法を定義するメカニズ
ムです。プレシジョン キューは、コールのルーティング方法を定義する
ために、ルーティング スクリプトの中で参照されます。

システム マネージャを使用して、1 つ以上のプレシジョン キューが含
まれるプレシジョン キューを作成、編集、削除できます。

注

Unified CCE バージョン 9.0 以降を実行する Unified CCE インスタンス
に関連付けられたテナント上にのみプレシジョン キューを作成できま
す。

7.20.1.1 プレシジョンキュー手順

プレシジョン キューには 1 つ以上のプレシジョン キュー手順が含まれ
ます。各手順には以下が含まれます。

通話を受信するエージェントの選択の際に満たす必要のある、一連
のエージェント属性を定義する基準

次の手順で指定される基準が代わりに考慮されてから、適切なエー
ジェントが対応可能になるまで待機する時間( 最終手順の後には次
の手順がないため、この機能は最終手順では使用できません) 。

通常、連続する手順の中で指定される基準は、段階的に緩やかなものに
なります。たとえば、最初の手順で次のように指定されます。

エージェントは住宅ローン販売の教育を受けている( たとえ
ば、Mortgage_Training = True) 。

エージェントはスペイン語を流暢に話す( たとえば、Spanish_
Speaker >= 8) 。

コールは、これらの基準を満たすエージェントが対応可能になるま
で、最大 120 秒間保留される。

その次の手順は、この時間内にエージェントが対応可能にならない場合
だけ考慮され、次のように指定されます。

エージェントは住宅ローン販売の教育を受けている( たとえ
ば、Mortgage_Training = True) 。
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エージェントはスペイン語を話せる( たとえば、Spanish_Speaker >=
3) 。

コールは、これらの基準を満たすエージェントが対応可能になるま
で、最大 300 秒間保留される。

最後の手順では、何らかのレベルでスペイン語を話すことができる( た
とえば、Spanish_Speaker >= 1) 、対応可能ないずれかのエージェントに
通話がルーティングされることが指定されます。

7.20.1.2 Consider If 条件

最後の手順を除くどの手順にも、手順に関連付けられる Consider If 条
件を設定できます。Consider If 条件を使用すると、コールに関する追加
基準を指定して、手順がコールのカテゴリに関連しているかどうかを判
定できます。

たとえば、Consider If 式を使用すると、最近 24 時間に特定のタイプの
100 件を超えるコールを受信した場合にのみ、特定の手順を含めること
ができます。

Consider If 式は Unified CCE に直接渡され、そこで検証されま
す。Consider If 式の詳細について
は、http://docwiki.cisco.com/wiki/Precision_Routing_Release_9.0(1) に
ある Unified CCE のドキュメントを参照してください。

7.20.1.3 式

各手順は以下から構成されます。

1 つ以上の式

これらの式を組み合わせたルール。

式は、通話を受信するためにエージェントが満たす必要のある一連の要
件を定義します。1 つの手順内の式は、AND( 最後の式とその直前の式の
両方が満たされている必要があります) または OR( 最後の式または直前
の式のいずれかあるいは両方が満たされている必要があります) を使用
して組み合わせることができます。

たとえば、1 つの手順に 2 つの式が含まれていて、1 つの式にエージェ
ントが持っているいくつかのスキルを指定し、もう 1 つの式にエージェ
ントのいくつかの能力を指定しているとします。この 2 つの式を AND を
使用して 1 つの手順内で組み合わせると、コールは指定されたスキルと
能力の両方を備えたエージェントにのみルーティングされます。一
方、OR を使用して式を組み合わせている場合は、コールはスキルまたは
能力のいずれか、あるいは両方を備えたエージェントにルーティングさ
れます。
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7.20.1.4 属性比較

各式は以下から構成されます。

1 つ以上の属性比較

これらの属性比較を組み合わせたルール。

属性比較は、属性( 7.5.1 項"属性について"を参照) 、値、および比較用
のルールで構成されます。標準的な属性比較の例として次のようなもの
があります。

Spanish_Speaker >= 8

Mortgage_Training = True

手順内の式と同様に、式内の属性は AND または OR を使用して組み合わ
せることができます。

ヒント

手順と式が複雑にならないようにするには、次の方法があります。

AND を使用して、属性比較をグループ化して式にします( たとえ
ば、式は attribute1 AND attribute2 AND attribute3 から構成されま
す)

OR を使用して、式をグループ化して手順にします( たとえば、手順
は expression1 OR expression2 OR expression3 から構成されます)

7.20.2 プレシジョンキューの作成

プレシジョン キューを作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、プレシジョン
キューを作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[プレシ
ジョンキュー]をクリックします。

3. プレシジョン キューの一意の名前を入力します。

4. 7.20.6 項"プレシジョン キュー フィールド"の説明に従って、残り
のフィールドに入力します。

5. [保存]をクリックしてプレシジョン キューを作成します。

7.20.3 プレシジョンキューの編集

プレシジョン キューを編集するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、編集するプレシジョン キューを含んでい
るフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してその
フォルダのプレシジョン キューを表示します。
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2. [項目] パネルで、編集するプレシジョン キューをクリックしま
す。この属性の詳細が [詳細] パネルに表示されます。

3. それぞれのタブをクリックし、変更するフィールドを編集します。

4. [保存]をクリックします。

7.20.4 プレシジョンキューの削除

注

ルーティング スクリプトで参照されているプレシジョン キューは削除
できません。プレシジョン キューを削除するには、この参照を削除す
る必要があります。

1 つ以上のプレシジョン キューを削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除するプレシジョン キューを含んでい
るフォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してその
フォルダのプレシジョン キューを表示します。

2. [項目] パネルで、削除対象のプレシジョン キューのボックス( 複
数可) をオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [プレシジョンキューの削除] ダイアログボックスで、[OK]をク
リックします。プレシジョン キューが削除されます。

7.20.5 プレシジョンキューの一括アップロード

プレシジョン キューを一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV
( カンマ区切り値) ファイルに出力したプレシジョン キューを、一括
ロードすることもできます。詳細については、6.5.1 項"一括アップロー
ドについて"を参照してください。

7.20.6 プレシジョンキュー フィールド

次の表に、プレシジョン キュー リソースに使用可能なタブとフィール
ドを示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] プレシ

ジョン
キューの
一意の
名前。

一意。最大 50文字までの文字、数字、ピ
リオド、および下線文字のみ。文字または数
字で開始する必要があります。

Null はい

[説明] プレシ
ジョン
キューの
説明。

最大 255文字。 Null いいえ

Path リソース
を最初
に作成
する場
合にの
み表示
されま
す。リ
ソースを
作成す
るフォル
ダツリー
内での
位置で
す。

ドロップダウン矢印をクリックしてフォルダツ
リーを表示し、目的の場所を選択します。

フォルダツリー
内での現在
のロケーション

はい

[エージェン
ト順序]

複数の
エージェ
ントがプ
レシジョ
ン
キューで
の基準
を満た
している
場合、
コールに
割り当
てるエー
ジェン
ト。

リストから選択します。値は次のとおりです。

[最も長く空いているエージェント]
[最もスキルが高いエージェント]
[最もスキルが低いエージェント]

[最も長く空い
ているエージェ
ント ]

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[サービス
レベルタイ
プ]

必要に
応じ
て、サー
ビスレ
ベルの
計算で
放棄呼
を処理
する方
法を示
すため
に使用
します。

次のオプションから選択します。
[放棄呼を無視]：放棄呼を計算に含め
ません。
[放棄呼をマイナスの影響として処理]：
放棄呼はサービスレベルしきい値を超過
したとしてカウントします。
[放棄呼をプラスの影響として処理]：放
棄呼はすみやかに応答されたとしてカウ
ントします。

[放棄呼を無
視]

いいえ

[サービス
レベルしき
い値]

プレシ
ジョン
キューの
ルールを
使用し
て適切
なエー
ジェント
にコール
を割り
当てる
ための、
秒単位
のサービ
スレベ
ルしきい
値。

0～ 2147483647。 Null はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[手順] タブ
[手順の追
加]

プレシ
ジョン
キューに
新規プ
レシジョ
ン手順
を追加
するボタ
ン。手
順は 1
つ以上
の条件
式から
構成さ
れます。

クリックすると、手順のリストに手順が 1つ追
加されます。手順名をクリックし、その手順を
リストの新しい位置にドラッグして、手順の順
序を変更することもできます。
注：手順を並べ替えると、連続した手順に
手順 1から番号が付け直されます。

Null はい

[待機時
間]

この手
順中の
基準が
満たさ
れない
場合、
次の手
順に移
動する
前に待
機する
時間
(秒
数) 。

0～ 2147483647。
注：連続した手順の最後の手順には適用
されません。
注：手順が上記のように順序が変更され、
最後の手順が変わった場合、新しい最後の
手順から待機時間が削除され、元の最後
の手順は待機時間 0が指定されます。

0
(最後の手順
には適用され
ません)

はい(プ
レシジョ
ン
キュー
に複数
の手順
がある
場合)

[手順
<n>]

リスト内
の n番
めの名
前と定
義。

定義には手順の詳細および現在その手順
の基準を満たしているエージェントの数が表
示されます。手順の基準を満たすエージェン
トの数が、その直前の手順の基準を満たす
エージェントの数より少ない場合、警告が表
示されます。
手順の名前をクリックすると、その手順の条
件式を編集するためのダイアログボックスが
表示されます。その手順の式の編集を終了
したら、[OK]をクリックして手順を保存しま
す。

Null はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[手順] タブ > [手順の追加]
[Consider
If]

手順が
実行さ
れるかど
うかを判
断する
基準

この手順がコールで考慮されるかどうか判断
するための評価対象となるスクリプト条件
を、必要に応じて入力します。条件が存在
するがコールによって満たされていない場
合、そのコールはプレシジョンキューの次の手
順に引き渡されます。スクリプト条件はリモー
ト機器によって検証されます。
Consider If 式では、次のスクリプト オブジェク
トのみが有効です。

Call
PQ
Skillgroup
ECC
PQ Step
Call Type
カスタム関数

Consider If 式の詳細については、
http://-
docwiki.cisco.com/wiki/Precision_
Routing_Release_9.0(1)を参照してくださ
い。

Null いいえ

[式の追
加]

プレシ
ジョン手
順に新
しい式
を追加
するボタ
ン。式
は 1つ
以上の
属性比
較から
構成さ
れます。

1つ以上の属性比較を含む式を作成しま
す。最初の属性比較はすぐに完了します。
必要に応じて、[属性の追加]をクリックして
属性比較を追加します。属性比較ごとに、
[属性の追加] の説明に従ってフィールドに
入力します。
最初の式を除いた個々の式については、式
番号の横にあるドロップダウンをクリックして、
この式が手順の結果にどのように反映される
かを、次から選択することもできます。

[および]：エージェントがこの式を満たして
いて、かつ手順中の直前の式を満たして
いる場合、この手順が満たされます。
[または](デフォルト ) ：エージェントが手順
中の直前の式を満たしていなくても、この
式を満たしていれば、この手順が満たさ
れます。

手順から式を削除するには [X]をクリックしま
す。

Null はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[属性の追
加]

式に新
しい属
性比較
を追加
するボタ
ン。属
性比較
は、属
性、比
較タイ
プ、比
較値か
ら構成
されま
す。

クリックすると、次のように属性比較が新たに
追加されます。

最初のボックスをクリックし、いくつかの文
字を入力すると、その文字が含まれる属
性の一覧が表示されます。
ドロップダウンリストから必要な属性を選
択します。
次のボックスに移動し、次の中から比較
タイプを選択します。
== ：この値と等しい
!= ：この値と等しくない
< ：この値よりも小さい
<= ：この値以下
> ： この値よりも大きい
>= ：この値以上
最後のボックスに移動し、比較対象の値
を選択します。

注： 上記の比較タイプのうち、最後の 4つは
習熟属性タイプでのみ有効です。
最初の式を除いた個々の式については、属
性の左にあるドロップダウンをクリックして、こ
の属性比較が手順の結果にどのように反映
されるかを、次から選択することもできます。

[および](デフォルト ) ：エージェントがこの
属性比較を満たしていて、かつ式中の
直前の属性比較を満たしている場合、
式が満たされます。
[または]：エージェントが式中の直前の属
性比較を満たしていなくても、この属性
比較を満たしていれば、式が満たされま
す。

式から属性比較を削除するには [X]をク
リックします。

Null はい

[詳細設定] タブ
[エンタープ
ライズ名]

ネット
ワーク
内のプ
レシジョ
ン
キューを
表す名
前

一意。英数字、ピリオド、下線文字だけで
最大 32文字。英数字で開始する必要が
あります。

自動生成 はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

Depart-
ment

( Uni-
fied
CCE
バージョ
ン 10.0
以降を
実行し
ている
Unified
CCE イ
ンスタン
スに関
連付け
られてい
るテナン
トにのみ
表示さ
れま
す) 。こ
のリソー
スが関
連付け
られてい
る部署
です。

ドロップダウンリストから使用可能な部署を
選択します。

なし いいえ

[バケット間
隔]

コール
タイプの
間隔と
して使
用され
る応答
呼また
は放棄
呼の数

選択可能なバケット間隔のリストから選択し
ます

システムデ
フォルト

いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[有効開
始日]

プレシ
ジョン
キューが
システム
内で
アクティ
ブになる
開始日

カレンダーから日付を選択します。 現在の日付 はい

[有効期
限日]

プレシ
ジョン
キューが
システム
から削
除され
る期限
日

[常時]をオンのままにするか、[常時]をオフに
してカレンダーから日付を選択します。

[常時] いいえ

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカス
タム
データ
項目の
キー。

一意。英数字、ピリオド、下線文字だけで
最大 50文字。英数字で開始する必要が
あります。

Null いいえ

[値] このキー
に関連
付ける
値。

最大 500文字
新しいカスタムデータのキーと値のペアを追
加するには、両方のフィールドに入力し、[追
加]をクリックします。カスタムデータのキーと
値のペアは 10件まで登録できます。
既存のキーと値のペアを編集するには、エン
トリ上にマウスを置き、編集アイコン(    )を
選択してデータを変更します。  その後、
チェックマークを選択して変更を確定する
か、X 印を選択して変更を取り消します。
既存のキーと値のペアを削除するには、エン
トリ上にマウスを置き、削除アイコン(    )をク
リックし、[OK]をクリックして削除を確認しま
す。

Null はい
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7.21 サービス

7.21.1 サービスについて

サービスは、ユーザによって必要な特定のコール処理のタイプで、特定
の Peripheral に関連付けられます。スキル グループは 1 つ以上のサー
ビスに関連付けられます。たとえば、カスタマー サポート サービス
は、カスタマー サポート スキル グループに関連付けられる場合があり
ます。

システム マネージャを使用してサービスを作成、編集、削除できます。

7.21.2 サービスの作成

サービスを作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー] パネルで、サービスを作
成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[サービス]
をクリックします。

3. サービスについて最大 32 文字の一意の名前を入力します。英数
字、ピリオド、および下線だけを使用できます。

4. 7.21.4 項"サービス フィールド"の説明に従って、残りのフィール
ドに入力します。

5. [保存]をクリックします。

7.21.3 サービスの削除

1 つ以上のサービスを削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除するサービスを含んでいるフォルダに
移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダの
サービスを表示します。

2. [項目] パネルで、削除する 1 つ以上のサービスのチェックボック
スをオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [サービスの削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
サービスが削除されます。
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7.21.4 サービス フィールド

この表に、サービス リソースで使用可能なタブとフィールドを示しま
す。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意の名前。 一意。英数字、

ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null はい

[説明] レコードの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい

[Peripheral] このサービスを関連付ける
Peripheral。

ドロップダウンか
ら選択します。

Null はい

[Peripheral
名]

このサービスについて Peripheral で指
定される名前

最大 32文字。 Null はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[サービスレベ
ルタイプ]

サービスレベルの計算方法 ドロップダウンか
ら選択します。
[デフォル
ト ]：Peripheralで
指定されたデ
フォルトを使用し
ます。
[放棄呼を無
視]：放棄呼を
計算に含めませ
ん。
[放棄呼をマイナ
スの影響として
処理]：放棄呼
をサービスレベル
しきい値の超過
としてカウントし
ます。
[放棄呼をプラス
の影響として処
理]：放棄呼は
すみやかに応答
されたとしてカウ
ントします。

注：
Communications
Manager に関連
付けられている
サービスの場
合、これは常に
[放棄呼を無視]
になります。

デフォルト はい

[サービスレベ
ルしきい値]

コールに応答する必要がある許容可
能な時間制限(秒単位) 。

0～1000000、ま
たは空白にする
ことでサービスレ
ベル計算を無効
にし、関連付け
られたMRD
Peripheral の
サービスレベルし
きい値の使用を
ルータに強制し
ます。

Null はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[スキルグループ] タブ
[スキルグ
ループ]

このサービスを関連付けるスキルグ
ループ

下部にある使用
可能なスキルグ
ループのリストか
ら選択し、[追
加]をクリックし
て、オンにしたス
キルグループをこ
のラベルに関連
付けます。スキ
ルグループの関
連付けをこの
サービスから削
除するには、上
部のリストから選
択し、[削除]
をクリックします。

Null いいえ

[詳細設定] タブ
[エンタープラ
イズ名]

ネットワーク内でサービスを表す名
前。

一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。
英数字で開始
する必要があり
ます。

[名前] か
ら

はい

Department ( Unified CCE バージョン 10.0以降を
実行している Unified CCE インスタン
スに関連付けられているテナントにの
み表示されます) 。このリソースが関
連付けられている部署です。

ドロップダウンリ
ストから使用可
能な部署を選
択します。

なし いいえ

[Peripheral
番号]

このサービスについて Peripheral で指
定される番号。

0～
999999999。

Null はい

[メディアルー
ティングドメイ
ン]

このサービスに関連付けられるメディ
アルーティングドメイン。

リストから選択し
ます。

Null はい

[有効開始
日]

このサービスがシステム内でアクティブ
になる開始日

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

はい
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[有効期限
日]

このサービスがシステムから削除され
る期限日

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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7.22 スキルグループ

7.22.1 スキルグループについて

スキル グループとは、一連の共通スキルを共有するエージェントの集合
です。エージェントを目的のスキル グループに関連付けることで、エー
ジェントに 1 つ以上のスキルが割り当てられます。

各スキル グループは、音声、チャット、または電子メールなどの特定の
メディア ルーティング ドメインに関連付けられます。マルチチャネル
導入( Cisco Collaboration Server または E-Mail Manager などの非音声
アプリケーションを含んだ Unified CCE 導入) においてエージェントが
ログインすると、そのエージェントは、正しい MRD 内でそのエージェン
トと関連付けられているスキル グループに自動的にログインします。そ
の後、特定の MRD 向けのタスク要求によりスクリプト実行が開始される
と、エージェント/IVR コントローラはその特定の MRD に関連付けられた
スキル グループだけを考慮します。これによって、多くの MRD を処理す
るように 1 つのスクリプトを記述できます。

システム マネージャを使用して、スキル グループを作成、編集、削除
し、エージェントをこれらのグループに割り当てることができます。

注

Unified CCMP では、「サブスキル グループ」、つまり親グループのサ
ブセットとして定義されるスキル グループはサポートされません。

7.22.2 スキルグループの作成

スキル グループを作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、スキル グルー
プを作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[スキルグ
ループ]をクリックします。

3. グループの一意の名前を入力します。

4. 7.22.6 項"スキル グループ フィールド"の説明に従って、残りの
フィールドに入力します。

5. エージェントをスキル グループに割り当てるには、[エージェント]
タブで、1 つ以上のエージェントのチェックボックスをオンにし、
リストの上の [追加] をクリックします。
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注

上部の [選択されたパス] ドロップダウンによって、別のフォルダの
エージェントを選択してスキル グループに追加できます。

6. ルートを作成してスキル グループに割り当てるには、[ルート] タ
ブで、ルートの名前、任意指定の説明を指定し、[追加]をクリック
します。ルートが新たに作成され、スキル グループが保存されると
きにスキル グループと関連付けられます。

7. [保存]をクリックします。

7.22.3 スキルグループの編集

スキル グループを編集するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、編集するスキル グループを含んでいる
フォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してその
フォルダのスキル グループを表示します。

2. [項目] パネルで、編集するスキル グループをクリックします。こ
のスキル グループの詳細が [詳細] パネルに表示されます。

3. それぞれのタブをクリックし、変更するフィールドを編集します。

4. スキルグループからエージェントを削除するには、[エージェント]
タブをクリックし、チームから削除するエージェントのチェック
ボックスを選択します。[削除]をクリックします。

5. ルートの関連付けをスキル グループから削除するには、[ルート]
タブで、削除するルートの横にある [削除]アイコンをクリックしま
す。スキル グループへの変更が保存されると、ルートが削除され、
スキル グループとの関連付けが削除されます。

6. スキルグループに関連付けられている既存のルートの詳細を編集す
るには、ルートの横にある編集アイコンをクリックし、必要な変更
を行い、[OK]をクリックして変更を確認します。スキル グループへ
の変更が保存されると、ルートの詳細が変更されます。

7. [保存]をクリックします。

7.22.4 スキルグループの削除

注

スクリプトで参照されているスキル グループは削除できません。スキ
ル グループを削除するには、この参照を削除する必要があります。

1 つ以上のスキル グループを削除するには、次の手順に従います。
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1. システム マネージャで、削除するスキル グループを含んでいる
フォルダに移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してその
フォルダのスキル グループを表示します。

2. [項目] パネルで、削除対象のスキル グループのボックス( 複数
可) をオンにします。

3. [削除]をクリックします。

4. [スキルグループの削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックし
ます。スキル グループと、それに関連付けられたすべてのルートが
削除されます。

注

スキル グループを削除すると、スキル グループは、それが参照されて
いるすべてのエンタープライズ スキル グループから自動的に削除され
ます。

7.22.5 スキルグループの一括アップロード

スキル グループを一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV( カ
ンマ区切り値) ファイルに出力したスキル グループのレコードを、一括
ロードすることもできます。詳細については、6.5.1 項"一括アップロー
ドについて"を参照してください。

7.22.6 スキルグループフィールド

次の表に、スキル グループ リソースに使用可能なタブとフィールドを
示します。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] レコードの一意のエンタープライズ

名。
一意。英字、数
字、ピリオド、下
線文字だけで最
大 32文字。文
字または数字で
開始する必要が
あります。

Null はい

[説明] スキルグループの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい

[Peripheral] スキルグループでエージェントに対し
て使用される Peripheral。

リストから選択し
ます。

デフォルト
の
Peripheral

はい

[メディアルー
ティングドメイ
ン]

コンタクトを行う方法の説明 リストから選択し
ます。

[Cisco_
Voice]

いいえ

[Contact
Centerがエー
ジェントを選
択(IPTA)]

コールを受け取るために、Unified
CCE がスキルグループ内のエージェン
トを選択するかどうかを示すチェック
ボックス

チェックボックス。 オン いいえ

[サービスレベ
ルタイプ]

サービスレベルの計算で放棄呼を考
慮に入れる方法を指定するために、
必要に応じて使用します。

[デフォルト ]、[放
棄呼を無視]、
[放棄呼をマイナ
スの影響として
処理]、および
[放棄呼をプラス
の影響として処
理] から選択し
ます。
(注) [デフォルト ]
は [放棄呼を無
視] のことです。

[デフォル
ト ] を使用

いいえ

[サービスレベ
ルしきい値]

Unified CCE サービスレベルの秒単
位のしきい値。

0～
2147483647。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[エージェント ] タブ
[エージェント ] このスキルグループに関連付けられ

たエージェント。
下部にある使用
可能なエージェ
ントのリストから
選択し、[追加]
をクリックして、オ
ンにしたエージェ
ントをこのスキル
グループに含め
ます。既存の
エージェントをこ
のスキルグルー
プから削除する
には、上部のリ
ストから選択し、
[削除]をクリック
します。
このスキルグ
ループをエージェ
ントのデフォルト
のスキルグルー
プにするには、
エージェントの横
にある [デフォル
ト ]ボックスをオン
にします。この
エージェントのデ
フォルトのスキル
グループをシステ
ムのデフォルトに
戻すには、この
ボックスをオフに
します。

Null いいえ

[ルート ] タブ
[ルート名] ルートの名前。 一意。英字、数

字、ピリオド、下
線文字だけで最
大 32文字。文
字または数字で
開始する必要が
あります。

Null はい

[ルートの説
明]

ルートの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細設定] タブ
[エンタープラ
イズ名]

ネットワーク内のスキルグループを表
す名前

一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
32文字。英数
字で開始する必
要があります。

[名前] お
よび
[Periph-
eral] から

はい

Department ( Unified CCE バージョン 10.0以降を
実行している Unified CCE インスタン
スに関連付けられているテナントにの
み表示されます) 。このリソースが関
連付けられている部署です。

ドロップダウンリ
ストから使用可
能な部署を選
択します。

なし いいえ

[Peripheral
番号]

スキルグループに対して Peripheral
で使用される番号

0～ 16777215。 自動生成 いいえ

[有効開始
日]

スキルグループがシステム内でアク
ティブになる開始日

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

はい

[有効期限
日]

スキルグループがシステムから削除さ
れる期限日

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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7.23 ユーザ変数

7.23.1 ユーザ変数について

ユーザ変数は、40 文字までの長さの値を保持できる名前付きオブジェク
トです。ユーザ変数はルーティング スクリプトで使用されます。

システム マネージャを使用して、ユーザ変数を作成および削除できま
す。

注

ユーザ変数は作成と削除だけが可能です。編集はできません。

7.23.2 ユーザ変数の作成

ユーザ変数を作成するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャの [フォルダツリー]パネルで、ユーザ変数を
作成するフォルダを選択します。

2. [フォルダツリー] パネルで、[リソース]をクリックし、[ユーザ変
数]をクリックします。

3. 7.23.5 項"ユーザ変数フィールド"の説明に従って、残りのフィール
ドに入力します。[有効開始日] および [有効期限日] は [詳細設
定]タブで設定できます。

注

Unified CCE では、すべてのユーザ変数名が文字列 user で始まっている
必要があります。したがって、保存時は、[コード テキスト] にこの文
字列によるプレフィックスが自動的に付けられます。たとえば、[コー
ドテキスト] に Temp と入力した場合、結果として作成されるユーザ変
数は userTemp です。

4. [保存]をクリックします。

7.23.3 ユーザ変数の削除

1 つ以上のユーザ変数を削除するには、次の手順に従います。

1. システム マネージャで、削除するユーザ変数を含んでいるフォルダ
に移動し、[項目]パネルのリスト ビューを使用してそのフォルダの
ユーザ変数を表示します。

2. [項目] パネルで、削除対象のユーザ変数のボックス( 複数可) をオ
ンにします。
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3. [削除]をクリックします。

4. [ユーザ変数の削除] ダイアログボックスで、[OK]をクリックしま
す。ユーザ変数が削除されます。

7.23.4 ユーザ変数の一括アップロード

ユーザ変数を一度に 1 つずつ作成するだけでなく、事前に CSV( カンマ
区切り値) ファイルに出力したユーザ変数のレコードを、一括ロードす
ることができます。詳細については、6.5.1 項"一括アップロードについ
て"を参照してください。

7.23.5 ユーザ変数フィールド

次の表に、ユーザ変数リソースに使用可能なタブとフィールドを示しま
す。

多くのリソースに共通するタブの詳細については、6.1.4 項"共通の [詳
細] パネル タブ"を参照してください。

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[コード テキス
ト ]

ユーザ変数の名前。 最大 28文字ま
での文字、数
字、ピリオド、お
よび下線文字の
み。
保存時にシステ
ムによって「user」
のプレフィックスが
自動的に付けら
れます。

Null はい

[オブジェクト
タイプ]

変数を関連付けるオブジェクトのタイ
プ。OT_USER_VARIABLE を選択する
と、ユーザ変数をオブジェクトに関連
付けないことを指定できます。

リストから選択し
ます。

Null はい

[データ型] 変数のデータ型。 リストから選択し
ます。

[Long] はい

[永久的] セントラルコントローラが再起動する
前後でユーザ変数が値を保持するか
どうか。

チェックボックス。 オン いいえ

[説明] 変数の説明と使用方法。 最大 255文
字。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

Path リソースを最初に作成する場合にの
み表示されます。リソースを作成する
フォルダツリー内での位置です。

ドロップダウン矢
印をクリックして
フォルダツリーを
表示し、目的の
場所を選択しま
す。

フォルダツ
リー内での
現在のロ
ケーション

はい

[詳細設定] タブ
[有効開始
日]

変数がシステム内でアクティブになる
開始日。

カレンダーから日
付を選択しま
す。

現在の日
付

いいえ

[有効期限
日]

変数がシステムから削除される期限
日。

[常時]をオンのま
まにするか、[常
時]をオフにして
カレンダーから日
付を選択しま
す。

[常時] いいえ

7 システム マネージャ リソース ガイド 234



フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[カスタムデータ] タブ

[キー] このカスタムデータ項目のキー。 一意。英数字、
ピリオド、下線
文字だけで最大
50文字。英数
字で開始する必
要があります。

Null いいえ

[値] このキーに関連付ける値。 最大 500文字
新しいカスタム
データのキーと値
のペアを追加す
るには、両方の
フィールドに入力
し、[追加]をク
リックします。カス
タムデータの
キーと値のペア
は 10件まで登
録できます。
既存のキーと値
のペアを編集す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、編集アイコン
(    )を選択し
てデータを変更
します。  その
後、チェック
マークを選択し
て変更を確定す
るか、X 印を選
択して変更を取
り消します。
既存のキーと値
のペアを削除す
るには、エントリ
上にマウスを置
き、削除アイコン
(    )をクリック
し、[OK]をク
リックして削除を
確認します。

Null はい
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8 セキュリティマネージャ

8.1 セキュリティ機能

8.1.1 セキュリティについて

8.1.1.1 セキュリティとフォルダ構造

Unified CCMP のセキュリティ管理はフォルダ ベースであるため、セキュ
リティを設定するには基本的なフォルダ構造を準備する必要がありま
す。ユーザには指定されたフォルダ内で特定のタスクを実行するための
権限が付与されます。これらの権限は、その子フォルダと、フォルダ ツ
リーの下のフォルダによって継承されます。

8.1.1.2 継承およびポリシールートフォルダ

デフォルトでは、テナント フォルダを除くすべてのフォルダは、親の権
限を継承します。したがって、テナント フォルダは単一のセキュリティ
ポリシーのルート フォルダと見なされます。

個々のフォルダでこの継承リンクを解除し、フォルダに別の権限を適用
することもできます。これらのフォルダはポリシー ルートとなり、子
フォルダはその権限を継承します。
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図 8.1 フォルダとセキュリティ ポリシー

注

フォルダに対するユーザの権限を変更するときに、[サブフォルダの権
限を変更]チェックボックスをオンにすると、システムによって変更内
容がツリーのそれ以下のポリシー ルートに強制的に伝達されます。

8.1.2 ユーザとグループについて

ユーザは、同じ権限を持つユーザのグループに属することが可能です。
そのグループに割り当てられる権限は、そのグループのすべてのメン
バーに適用されます。

グループは別のグループのメンバーになることが可能です。たとえ
ば、San Francisco ポリシー ルートの権限を持つユーザには San
Francisco のツリー内だけの権限を持たせ、New York ポリシー ルート内
の権限を持つユーザには New York と San Francisco の両方の権限を持た
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せる場合、それぞれのポリシー内だけの権限を持つグループを各ポリ
シーについて作成し、次に New York グループを San Francisco グループ
のメンバーにすることが可能です。

図 8.2 グループおよびセキュリティ ポリシーの例

ユーザおよびグループは、複数グループのメンバーになることが可能で
す。

ユーザおよびグループを作成、移動、編集、および削除するには、[ツー
ル] > [ユーザ]および [ツール] > [グループ]を使用します。ユーザまた
はグループに権限を割り当てるには、[ツール] >[セキュリティ] を使用
します。

8.1.3 デフォルトグループについて

フォルダの継承リンクを解除する場合は、新しいポリシー ルート フォ
ルダを作成します。これにより、ポリシー ルート フォルダ内にそのポ
リシーに沿った権限を持ついくつかのデフォルト ユーザ グループが自
動的に作成されます。作成されるデフォルト グループと、フォルダでそ
れらのグループに割り当てられる権限は、[設定]> [システム設定]で設定
されます。

ルート フォルダには 2 つのデフォルト グループが存在します。それは
次のとおりです。

[全員]：ユーザは [共有] フォルダと [未割り当て] フォルダを参
照できます。 ユーザが作成されると、このグループに自動的に割り
当てられます。

[管理者]：ホスト管理者にシステム全体の完全な権限を提供しま
す。
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これらの 2 つのグループの詳細は変更できませんが、通常の手順で、
ユーザおよびグループをそれらに割り当てたり、削除することができま
す。

8.1.4 権限について

エージェントの作成やリソースの表示などの個々の権限( あるいはタ
スク) は、収集されてロールになります。ユーザおよびグループの権限
は、これらのロールによって付与されます。権限の付与には、次の 2 種
類のロールが使用されます。

グローバル ロールは、セキュリティ マネージャ ツールにアクセス
するための機能など、システム内で特定の種類のアクションを実行
するための機能をグローバルに「スイッチ オン」します( グローバ
ル ロールの詳細については、8.2.2 項"グローバル ロールについ
て"を参照してください) 。

フォルダ ロールは、特定のテナント フォルダ内でセキュリティを
管理する機能など、個々のフォルダ内で実行できるタスクを指定し
ます( フォルダ ロールの詳細については、8.3.2 項"フォルダ ロー
ルについて"を参照してください) 。

たとえば、ユーザがフォルダのセキュリティを管理するには、セキュリ
ティ管理権限を付与するグローバル ロールと、そのフォルダ内でセキュ
リティを管理するための権限を付与するフォルダ ロールが必要です。

8.1.5 デフォルトのロールについて

いくつかのデフォルトのロールがシステムに提供されています。次の
ロールがあります。

デフォルトのグローバル ロール：

[グローバル基本]：ユーザは基本プロビジョニング機能と管理機能
を実行できます。

[グローバル上級]：ユーザは [グローバル基本]グローバル ロール
によって許可されているすべての機能も含め、上級プロビジョニン
グと管理機能を実行できます。

[グローバルホスト]：ユーザはすべてのライセンス済み機能を実行
できます。

デフォルトのフォルダ ロール：

[スーパーバイザ]：ユーザは、指定したフォルダ内のユーザと大部
分のリソースを管理できます。

[基本]：ユーザは、指定したフォルダ内の大部分のリソースを参照
できます。
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[上級]：ユーザは、[基本]フォルダ ロールと [スーパーバイザ]
フォルダ ロールで許可されているすべてのリソースも含め、指定さ
れたフォルダ内の大部分のリソースを参照およびアクセスできま
す。

[全権限]：ユーザは、指定したフォルダ内ですべてのライセンス済
み機能を実行できます。

8.1.6 セキュリティ管理ツールについて

Unified CCMP には、セキュリティを管理するために次の機能が備わって
います。

機能 用途

グ
ロー
バル
ロー
ル

グローバルロールを作成および管理し、これらのグローバルロールをユー
ザおよびグループに割り当てることができます。( [ツール] > [ロール] >
[ロール] でアクセス)

ロー
ル

フォルダロールを作成および管理できます。
注： 特定のフォルダに対してユーザまたはグループにフォルダロールを割
り当てるには、セキュリティを使用します。

ユー
ザ

ユーザを作成および管理し、グループが所有するフォルダロールやグ
ローバルロールを表示できます。

グ
ルー
プ

グループを作成および管理し、グループが所有するフォルダロールやグ
ローバルロールを表示できます。

セ
キュリ
ティ

フォルダロールを表示および編集し(作成はしない) 、ユーザおよびグ
ループにフォルダロールを割り当て、フォルダセキュリティ継承を変更し、
ユーザとグループを表示および編集することができます。
注： グローバルロールをユーザおよびグループに割り当てるには、[ツー
ル] > [ロール] > [グローバルロール] を使用します。

これらの機能はすべて、トップ メニューの [ツール]から使用できま
す。

8.2 グローバルロール

8.2.1 グローバルロールマネージャについて

グローバル ロール マネージャを使用すると、グローバル ロールを作成
および管理し、そのグローバル ロールをユーザおよびグループに割り当
てることができます。
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8.2.2 グローバルロールについて

グローバル ロールは、ユーザがシステム内で実行できる権限を指定する
タスクのセットです。たとえば、「システム マネージャ」タスクを含む
グローバル ロールが割り当てられたユーザは、これを必要とするフォル
ダ ロールが割り当てられている場合、システム マネージャ ツールに
アクセスできます。グローバル ロールは、個々のフォルダ内には含まれ
ませんが、システム全体に存在するため、任意のユーザまたはグループ
に適用できます。

Unified CCMP で必要なロールは、そのシステム内で作業するさまざまな
カテゴリのユーザの要件によって異なります。

注

インストールまたはアップグレード後、一部のロールが無効になり、ラ
イセンスなしとしてマークされる場合、それらの機能にアクセスするに
はライセンスをアップグレードする必要があります。詳細については、
リセラーに問い合わせてください。

8.2.3 グローバルロールの管理

通常、グローバル ロールを管理できるのはホスト管理者のみですが、テ
ナント管理者が、各テナントのルートでグローバル権限グループを設定
し、それぞれが特定のグローバル ロールに一意的に割り当てられるよう
にすることで、ユーザおよびグループに完全なグローバル セキュリティ
権限は割り当てずにグローバル権限を付与できるように設定できます。

グローバル ロールを管理するには、[ツール] > [ロール]をクリックして
ロール マネージャを起動し、[グローバルロール]をクリックします。

8.2.4 グローバルロールの作成

グローバル ロールを作成するには、次の手順に従います。

1. グローバル ロール マネージャで、[新規]をクリックします。

2. 新しいロールに、付与する権限を反映した名前を指定するか、目的
のユーザのカテゴリを指定します。

3. 必要に応じて、付与する権限の要約などを [説明] に追加します。

4. このグローバル ロールに含めるタスクを選択します。

5. [保存]をクリックします。

8.2.5 グローバルロールの割り当て

グローバル権限を付与または削除するには、次の手順に従います。
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1. グローバル ロール マネージャで、ユーザまたはグループに割り当
てるグローバル ロールをクリックします。 グローバル ロールのプ
ロパティが表示されます。

2. [メンバー]タブをクリックします。

このグローバル ロールからユーザまたはグループを削除するには、次の
手順に従います。

1. メンバーごとに [削除]アイコン( ) をクリックし、[確認]をク
リックします。

このグローバル ロールにユーザまたはグループを追加するには、次の手
順に従います。

1. [メンバーの追加]ボタンをクリックします。ダイアログボックスが
開きます。

2. このグローバル ロールに割り当てるユーザまたはグループを含む
フォルダに移動します。上部のフィールドを使用すると、この
ビューをフィルタリングしてユーザだけまたはグループだけを示し
たり、特定の名前を検索したりできます。

3. 必要なメンバーを選択します。複数のフォルダからユーザおよびグ
ループを選択できます。[OK]をクリックします。

4. [閉じる]で閉じ、[保存]で保存します。

8.2.6 グローバルロールの編集

グローバル ロールを編集するには、次の手順に従います。

1. グローバル ロール マネージャで、編集するグローバル ロールをク
リックします。

2. 必要に応じて、[詳細]タブをクリックし、詳細を変更します。

3. システム ユーザがグローバル ロールを使用できるようにするに
は、[有効]をオンにします。

4. システム ユーザにグローバル ロールが表示されないようにするに
は、[非表示]をオンにします。

5. [タスク]タブで、グローバル ロールに追加するタスクのチェック
ボックスをオンにし、グローバル ロールから削除するタスクの
チェックボックスをオフにします。

6. [保存]をクリックして変更内容を保存します。

8.2.7 グローバルロールの削除

グローバル ロールを削除するには、次の手順に従います。
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1. グローバル ロール マネージャで、削除するグローバル ロールを選
択し、[削除]をクリックします。

2. [OK]をクリックして削除を確認します。

注

メンバーを保持するグローバル ロールを削除することはできません。

8.3 フォルダロール

8.3.1 ロールマネージャについて

ロール マネージャを使用して、フォルダ ロールを作成および管理でき
ます。

注

ロール マネージャを使用して、ユーザおよびグループにフォルダ ロー
ルを割り当てることはできません。特定のフォルダに対してユーザまた
はグループにフォルダ ロールを割り当てるには、セキュリティ マネー
ジャを使用します。

8.3.2 フォルダロールについて

フォルダ ロールは、特定のフォルダでユーザおよびグループに付与され
る権限のセットです。これらは、個々のフォルダ内には含まれません
が、システム全体に存在するため、任意のフォルダの任意のユーザまた
はグループに適用できます。

Unified CCMP で必要なロールは、そのシステム内で作業するさまざまな
カテゴリのユーザの要件によって異なります。作成される各フォルダ
ロールについて、指定タスクの実行に必要なすべてのグローバル権限を
提供するグローバル ロールが必要です。ただし、多くの場合、必要以上
の権限を持つグローバル ロールを作成するほうが安全に使用できます。

たとえば、あるフォルダ ロールにタスク「ディメンションの管理」が含
まれている場合、フォルダ ロールでユーザに管理を許可するリソースに
応じて、「システム マネージャ」タスクに加え、1 つ以上の「エージェ
ントのプロビジョニング」、「エージェント デスクトップのプロビジョ
ニング」などのタスクを含むグローバル ロールが必要です。
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注

インストールまたはアップグレード後、一部のロールが無効になり、ラ
イセンスなしとしてマークされる場合、それらの機能にアクセスするに
はライセンスをアップグレードする必要があります。詳細については、
リセラーに問い合わせてください。

8.3.3 フォルダロールの管理

フォルダ ロールを管理するには、[ツール] >[ロール] をクリックしま
す。

特定のフォルダでユーザにロールを付与するには、セキュリティ マネー
ジャを使用します。

注

デフォルトでは、ホスト管理者だけがフォルダ ロールを管理できま
す。

8.3.4 フォルダロールの作成

フォルダ ロールを作成するには、次の手順に従います。

1. ロール マネージャで、[新規]をクリックします。

2. 新しいロールに、付与する権限を反映した名前を指定するか、目的
のユーザのカテゴリを指定します。

3. 必要に応じて、説明を追加します。たとえば、付与する権限の要約
や、このフォルダ ロールでの使用に適したグローバル ロールのリ
ストなどを指定します。

4. このロールに含めるタスクを選択します。

5. [保存]をクリックします。

8.3.5 フォルダロールの割り当て

フォルダにフォルダ ロールを割り当てるには、セキュリティ マネー
ジャツールを使用します( 8.6.1 項"セキュリティ マネージャについて"
を参照してください) 。

8.3.6 フォルダロールの編集

フォルダ ロールを編集するには、次の手順に従います。

1. ロール マネージャで、編集するフォルダ ロールをクリックしま
す。
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2. システム ユーザがフォルダ ロールを使用できるようにするには、
[有効]を選択します。

3. システム ユーザにフォルダ ロールが表示されないようにする場合
は、[非表示]を選択します。

4. フォルダ ロールに追加するタスクを選択し、フォルダ ロールから
削除するタスクの選択を解除します。

5. [保存]をクリックして変更内容を保存します。

8.3.7 フォルダロールの削除

フォルダ ロールを削除するには、ロール マネージャで、削除するフォ
ルダ ロールを選択し、[削除]をクリックし、[OK]をクリックします。

注

使用中のフォルダ ロールを削除することはできません。

8.4 ユーザ

8.4.1 ユーザマネージャについて

ユーザ マネージャを使用して、ユーザを作成および管理し、ユーザが所
有するフォルダ ロールやグローバル ロールを表示できます。

8.4.2 ユーザについて

Unified CCMP では、ユーザ アカウントはリソースと同じように扱われま
す。つまり、各ユーザ アカウントは特定のフォルダに格納されている必
要があり、ユーザのプロパティ( パスワードなど) の変更や、アカウン
トの移動または削除を実行できるのは、そのフォルダへの適切な権限を
持つユーザです。

ユーザ アカウントを含むフォルダは、そのユーザの権限に対して影響を
及ぼしません。

8.4.3 ISE 有効ユーザについて

ISE 有効ユーザとは、Unified CCE ユーザにリンクされている Unified
CCMP ユーザのことです。リンクされている Unified CCE ユーザがシスコ
の Internet Script Editor( ISE) を実行すると、表示されたスクリプト
およびリソースに Unified CCMP セキュリティが適用されます。したがっ
て、Unified CCE ユーザは、リンクされている Unified CCMP ユーザが
アクセスできる ISE スクリプトおよびリソースにのみアクセスできま
す。
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リンクされている Unified CCE および Unified CCMP ユーザを作成し
て、Unified CCMP セキュリティを ISE スクリプトおよびリソースに適用
できるようにするには、2 つの方法があります。通常は、Unified CCMP
でユーザを作成し、そのユーザが ISE 有効であることを指定する
と、Unified CCMP により、リンクされている Unified CCE ユーザが自動
的に作成されます( 8.4.5 項"ユーザの作成"を参照してください) 。ただ
し、適切なユーザが Unified CCE にすでに存在する場合は、Unified CCMP
により、そのユーザが自動的にインポートされます。次に、このユーザ
を ISE 有効ユーザとして Unified CCMP で設定できます( 8.4.13 項"ISE
統合のためのインポートされた UCCE ユーザの設定"を参照してくださ
い) 。

Unified CCMP セキュリティを使用するように ISE を設定する方法と ISE
有効ユーザを作成する方法の詳細については、『Cisco Unified Contact
Center Management Portal アドミニストレーション ガイド』の「リモー
ト リソース プロビジョニング」章の「区分化された Internet Script
Editor」の項を参照してください。

8.4.4 ユーザの管理

ユーザを管理するには、[ツール] >[ユーザ] を選択します。これによ
り、ユーザの作成、編集、削除、グループへのユーザの追加、グループ
からのユーザの削除を行うことができます。

ユーザが特定のフォルダに持っている権限( フォルダ ロール) を変更す
るには、セキュリティ マネージャを使用します。

8.4.5 ユーザの作成

ユーザを作成するには、次の手順に従います。

1. [ツール] >[ユーザ] を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーから、新規ユーザを作成するフォルダを選択
します。

3. [新規]オプションをクリックします。[ユーザの新規作成]ページが
開きます。

4. 次の詳細を入力します。

[ログイン名]フィールドに、新規ユーザ アカウントの名前を入
力します。ユーザはこの名前を使用して Unified CCMP にログ
インします。
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注

Internet Scrip Editor 有効ユーザ( 8.4.3 項"ISE 有効ユーザについて"
を参照) の場合、ログイン名が既存の Windows Active Directory ユーザ
と一致する必要があります。この名前は、<username>@<domainname> のよ
うにフォーマットされている必要があります。ここで、<username> は
Windows ユーザ名、<domainname> は完全修飾 Windows ドメイン名です
( 例：iseuser1@testdomain.local) 。

[パスワード]フィールドに、新規ユーザのパスワードを入力し
ます。

注

インストールでシングル サインオンが使用されている場合は、パス
ワードまたはパスワードの確認を求められません。

ユーザのパスワードをログイン名と同じにすることはできません。ユー
ザのパスワードは、[設定] >[セキュリティ設定] でシステム管理者に
よって指定されたパスワード制限を満たす必要があります。

さらに、Internet Script Editor 有効ユーザ( 8.4.3 項"ISE 有効ユーザ
について"を参照) の場合、パスワードが対応する Windows Active
Directory ユーザのパスワードと一致する必要があります。

[パスワードの確認]フィールドに、選択したパスワードを再度
入力します。

[名]および [姓]フィールドに、ユーザの詳細を入力します。

[電子メール]フィールドに、新規ユーザのメール アドレス( あ
る場合) を入力します。

必要に応じて、[説明]フィールドに、役職などの説明文を入力
します。

ユーザがログイン開始時に使用する [ユーザのホーム フォル
ダ]を入力します。空白にした場合、自動的にユーザが作成さ
れたフォルダが設定されます。

必要に応じて、[このユーザの新規フォルダを作成]を選択し
て、ユーザのホーム フォルダの下に新しいフォルダを作成し
ます。新規フォルダの名前は、ユーザのログイン名の後に、
[設定] > [セキュリティ設定] > [ユーザ フォルダのサ
フィックス] で指定したデフォルト フォルダのサフィックスが
続きます。
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注

基本ユーザは自分のホーム フォルダのみを表示できます。

5. 次のチェックボックスから、適用するものを選択します。

[詳細モード]チェックボックスは、システム マネージャのよう
な詳細モード ツールへのアクセスを許可するグローバル ロー
ルをそのユーザに割り当てる場合に、オンにします。

注

上級ユーザの数は、現実的な範囲に制限する必要があります。

[有効なアカウント]チェックボックスを選択して、そのユーザ
がシステムで有効になるようにします。このチェックボックス
をオフにすると、新規ユーザはシステムに保存されますが、そ
のユーザはログインできません。

[次回ログオン時にパスワードの変更が必要]チェックボックス
をオンにすると、新規ユーザは初めてのログインの後、パス
ワードを変更するように求められます。

[パスワード期限なし]チェックボックスをオンにすると、新規
ユーザにパスワードが無期限に割り当てられます。

[ユーザはパスワードを変更できない]チェックボックスをオン
にすると、新規ユーザは自分のパスワードを変更できなくなり
ます( 管理者による変更は可能です) 。

[Internet Script Editor有効]チェックボックスをオンにする
と、このユーザが ISE 有効( 8.4.3 項"ISE 有効ユーザについ
て"を参照してください) であることが指定されます。この操
作を行うと、さらに、VIM セキュリティ区分化を使用して
Cisco Internet Script Editor にアクセスできる、リンクされ
ている Unified CCE ユーザが作成されます。

注

[Internet Script Editor有効]をオンにする場合は、次の条件が満たされ
ていることも確認してください。

ISE 有効ユーザのログイン名が上記のフォーマットに従っているこ
と

リンクされる Unified CCEユーザがシスコの Internet Script Editor
でアクセスするために必要なスクリプトおよびリソースを含んでい
るフォルダに対する [ディメンションの参照] 権限を、ユーザが
持っていること

8 セキュリティ マネージャ 248



6. 複数のユーザを作成する場合は、このユーザを作成した後、[ユーザ
の新規作成] ページで [続けて作成]チェックボックスを選択する
と、続行できます。

7. [保存]をクリックします。

注

システム マネージャでユーザを作成することもできます( [フォルダツ
リー] パネルで、[システム]> [ユーザ]を選択します) 。

8.4.6 ユーザの詳細情報の編集

[ユーザ マネージャ] でユーザの詳細情報を編集するには、次の手順に
従います。

1. [ツール] >[ユーザ] を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーで、編集するユーザが含まれているフォルダ
を選択します。

3. ユーザをクリックします。ユーザの詳細が表示されたページが開き
ます。

4. 必要に応じて、詳細を編集します。ユーザのパスワードは [パス
ワード]タブから変更できます。また、ユーザは [グループ]タブを
使用してグループへの追加やグループからの削除を行うことができ
ます。

注

システム マネージャの[項目] パネル( リスト表示) でユーザをク
リックすることで、ユーザを編集することもできます。

8.4.7 ユーザの移動

[ユーザ マネージャ] でユーザを移動するには、次の手順に従います。

1. [ツール] >[ユーザ] を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーから、移動するユーザを含むフォルダを選択
します。

3. 移動するユーザの横にあるチェックボックスをオンにします。

4. [移動]オプションをクリックします。[ユーザの移動] ページが開き
ます。

5. ユーザの移動先となるフォルダに移動します。

6. [保存]をクリックします。
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注

システム マネージャの[項目] パネル( リスト表示) でユーザの横にあ
るチェックボックスをオンにし、[移動]をクリックすることで、ユーザ
を移動することもできます。

8.4.8 ユーザの削除

ユーザを削除するには、次の手順を実行します。

1. [ツール] >[ユーザ] を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーで、削除するユーザが含まれているフォルダ
を選択します。

3. 削除するユーザの横にあるチェックボックスをオンにします。

4. [削除]オプションをクリックし、プロンプトが表示されたら削除を
確認します。

注

システム マネージャの[項目] パネル( リスト表示) でユーザの横にあ
るチェックボックスをオンにし、[削除]をクリックすることで、ユーザ
を削除することもできます。

8.4.9 ユーザのコピー

ユーザをコピーし、すべてのユーザ設定をコピーして、メンバーシップ
とロールをグループ化するには、次の手順に従います。

1. [ツール] >[ユーザ] を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーで、コピーするユーザが含まれているフォル
ダを選択します。

3. ユーザをクリックします。ユーザの詳細が表示されたページが開き
ます。

4. [コピー]オプションをクリックします。空のユーザ フィールドを表
示しているダイアログが表示されます。

5. 新しいユーザの詳細を入力します。

6. ダイアログの [コピー]ボタンをクリックします。

8.4.10 ユーザ権限の表示

ユーザ権限( フォルダ ロールおよびグローバル ロール) を表示するに
は、次の手順に従います。

1. [ツール] >[ユーザ] を選択します。
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2. 左側のフォルダ ツリーで、ユーザが含まれているフォルダを選択し
ます。

3. ユーザをクリックします。ユーザの詳細が表示されたページが開き
ます。

4. [アクセス]オプションをクリックします。ユーザがアクセスできる
フォルダ、ユーザが各フォルダで実行できるロール、およびユーザ
が持っているグローバル ロールが表示されます。

注

[アクセス] オプションは、それらの権限が直接ユーザに割り当てられた
ものか、グループ メンバーシップによるものかは表示しません。

リストのフォルダ ロールまたはグローバル ロールの横にアスタリスク
( *) が付いている場合、その権限は現在アクティブではありません。
次の場合もあります。

フォルダ ロールまたはグローバル ロールが有効になっていない。

権限を持つグループのメンバーになることでユーザが権限を継承し
たが、そのグループが有効になっていない。

8.4.11 ユーザ権限の変更

ユーザがフォルダに対して持っている権限( フォルダ ロール) を変更す
るには、セキュリティ マネージャ ツールを使用します( 8.6.1 項"セ
キュリティ マネージャについて"を参照) 。

ユーザが持っているグローバル ロールを変更するには、グローバル
ロール マネージャを使用します( 8.2.1 項"グローバル ロール マネー
ジャについて"を参照) 。

注

メンテナンスを容易にするために、ユーザ権限は個々のユーザではな
く、グループに割り当てることを推奨します。

8.4.12 ユーザが属するグループの変更

ユーザが属するグループを変更するには、[グループ] タブを使用しま
す。

1. [ツール] >[ユーザ] を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーから、更新するユーザを含むフォルダを選択
します。

3. ユーザをクリックします。ユーザの詳細が表示されたページが開き
ます。
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4. [グループ]タブを選択します。

5. [グループ] タブから、各グループの横にある [削除]アイコン(
) をクリックすることで、ユーザをグループから削除できます。

6. 次のようにして、ユーザを新規グループに追加することができま
す。

[グループに追加]ボタンをクリックします。ダイアログボック
スが表示されます。

ユーザが追加されるグループが含まれているフォルダに移動し
ます。

1 つ以上のグループのチェックボックスをオンにします。複数
のフォルダからグループを選択できます。

7. [閉じる]をクリックし、[保存]をクリックします。

8.4.13 ISE 統合のためのインポートされた UCCE ユーザの設定

既存の Unified CCE 管理者ユーザは、Internet Script Editor( ISE) 区分
化をサポートしているフォーマットで自動的に Unified CCMP にインポー
トされます。これらの Unified CCMP ユーザは、対応する Unified CCE
ユーザが区分化編集に ISE を使用する前に設定しておく必要がありま
す。

区分化された ISE アクセス用にインポートされた Unified CCE ユーザを
設定するには、次の手順に従います。

1. [ツール] >[ユーザ] または [ツール] >[システムマネージャ] を選
択し、編集するユーザを探します。ユーザ名は
<username>@<domainname> のようにフォーマットされます。ここ
で、<username> は Windows ユーザ名、<domainname> は完全修飾
Windows ドメイン名です。インポートされたユーザ名はたとえ
ば、iseuser1@testdomain.local となります。インポート後にユーザ
を移動している場合を除き、インポートされたユーザはデフォルト
のインポート ロケーションにあります。

2. ユーザをクリックして詳細を表示します。

3. [詳細]タブで、[有効なアカウント]をオンにしてユーザを有効にし
ます。

4. ユーザが Cisco Internet Script Editorを使用してアクセスするため
に必要な Unified CCE フォルダおよびリソースに対するディメン
ションの参照権限を、このユーザに付与します。これは、次のいず
れかの方法で実行できます。

[グループ]タブを選択し、必要な権限をすでに持っているグ
ループにユーザを追加します。
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または、この項の残りの手順を完了した後で、[ツール]> [セ
キュリティ] を選択し、[ユーザ]タブで、ユーザの横の
チェックボックスをオンにし、[権限の変更]をクリックしま
す。[ディメンションの参照]を含む適切なフォルダ ロールを識
別し、このリンクされるユーザがアクセスできるようにする
スクリプトおよびリソースを含んでいるそれぞれのフォルダに
ついて、このフォルダ ロールをこのユーザに割り当てます。

5. [保存]をクリックして、リンクされる Unified CCMP ユーザのユーザ
詳細を更新します。

6. Unified CCMP のインストールでシングル サインオンが使用されてい
ない場合、このユーザを使用して ISE にアクセスするには、Unified
CCMP にこのユーザとしてログインし、プロンプトが表示されたらパ
スワードを入力する必要があります。このパスワードは、対応する
Windows Active Directory ユーザのパスワードと同じである必要が
あります。VIM インストールでシングル サインオンが使用されてい
る場合、この手順は必要ありません。

注

ISE 有効ユーザの詳細については、8.4.3 項"ISE 有効ユーザについて"
および『Cisco Unified Contact Center Management Portal アドミニスト
レーション ガイド』の「リモート リソース プロビジョニング」章の
「区分化された Internet Script Editor」の項を参照してください。
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8.4.14 ユーザフィールド

8.4.14.1 ユーザの作成時に使用可能なフィールド

フィール
ド 説明 エントリ デフォルト

必須か
どうか

[ログイ
ン名]

ポータル
ユーザの
一意のロ
グイン名。

一意。最大 50文字。単一引用符
( ') 、二重引用符( ") 、および「記号、
その他」カテゴリにある Unicode 文字
を除く、すべてのUnicode 文字を使
用できます。
さらに、Internet Scrip Editor 有効ユー
ザの場合、ログイン名が既存の
Windows Active Directoryユーザと一
致する必要があります。この名前
は、<username>@<domainname>のよう
にフォーマットされている必要がありま
す。ここで、<username>はWindows
ユーザ名、<domainname>は完全修飾
Windows ドメイン名です
(例：iseuser1@testdomain.local) 。

Null はい

[名] ポータル
ユーザの
名。

最大 50文字。 Null いいえ

[姓] ポータル
ユーザの
姓。

最大 50文字。 Null いいえ

[電子
メール]

ユーザの
メールア
ドレス

最大 255文
字。name@domain.extensionの形式
の有効な電子メールアドレスにする
必要があります。

Null いいえ

[カル
チャー]

このユーザ
の言語と
場所の設
定。

ドロップダウンリストから選択します 新規ユーザを
作成するユー
ザのカルチャー
設定

はい

[説明] ポータル
ユーザに
関する説
明。

最大 255文字。 Null いいえ
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フィール
ド 説明 エントリ デフォルト

必須か
どうか

[詳細
モード ]

このユーザ
が詳細
モード機
能を持っ
ているかど
うかを示し
ます。

ユーザが詳細モード機能を持つことを
指定するには、このチェックボックスをオ
ンにします。

Null いいえ

[有効な
アカウン
ト ]

システムで
このユーザ
が現在
アクティブ
であるかど
うかを示し
ます。

ユーザが現在アクティブであることを指
定するには、このチェックボックスをオン
にします。このチェックボックスがオフに
なっている場合、このユーザはポータル
Webアプリケーションにログオンできま
せん。

オン いいえ

[次回ロ
グオン
時にパ
スワード
の変更
が必要]

このパス
ワードがシ
ングルサ
インオンに
対しての
み有効で
あるかどう
かを示し
ます。

ユーザが次にログインするときにパス
ワードを変更するように強制するに
は、このチェックボックスをオンにしま
す。

Null いいえ

[パス
ワード
期限な
し]

パスワード
が期限な
しになるか
どうかを示
します。

ユーザのパスワードが期限なしである
ことを指定するには、このチェックボック
スをオンにします。このチェックボックス
がオフの場合、ユーザのパスワードは、
[設定] > [セキュリティ設定] > [パス
ワード期限] で指定された日数を経
過した後、期限切れになります。

Null いいえ

[ユーザ
はパス
ワードを
変更で
きない]

ユーザが
自分のパ
スワードを
変更でき
るかどうか
を示しま
す。

ユーザが自分のパスワードを変更でき
ないように指定するには、このチェック
ボックスをオンにします。このチェック
ボックスがオフの場合、ユーザは [設
定] > [パスワード変更] を使用して自
分のパスワードを変更できます。

Null いいえ

[ユーザ
のホー
ムフォ
ルダ]

ユーザの
ホーム
フォルダ。

フォルダツリーから、ユーザがログインに
使用するホームフォルダの場所を選
択します。

/ はい
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フィール
ド 説明 エントリ デフォルト

必須か
どうか

[Internet
Script
Editor
有効]

ユーザが
Unified
CCE ユー
ザにリンク
されるかど
うかを示し
ます。

このVIM ユーザのセキュリティ設定を
使用してシスコの Internet Script
Editor にアクセスできる、リンクされてい
る Unified CCE ユーザを作成するに
は、このチェックボックスをオンにしま
す。この場合、次のことが適用されま
す。

ログイン名が既存のWindows
Active Directoryユーザと一致する
必要があります。
インストールでシングルサインオン
が使用されていない場合、指定し
たパスワードが対応する Active
Directoryユーザのパスワードと一
致する必要があります。

オフ いいえ

[この
ユーザ
の新規
フォルダ
を作成]

このユーザ
の新規
フォルダを
作成する
かどうかを
示しま
す。

[ユーザのホームフォルダ] の下にユー
ザの新規フォルダを作成するには、こ
のチェックボックスをオンにします。新規
フォルダの名前は、ユーザのログイン名
の後に、[設定] > [セキュリティ設定] >
[ユーザフォルダのサフィックス] で指定
したデフォルト フォルダのサフィックスが
続きます。

オフ いいえ

8 セキュリティ マネージャ 256



フィール
ド 説明 エントリ デフォルト

必須か
どうか

[パス
ワード ]

ユーザが
システムに
ログインす
るときに使
用するパ
スワード。

インストールでシングルサインオンが使
用されていない場合にのみ必要で
す。
ユーザのパスワードをログイン名と同じ
にすることはできません。ユーザのパス
ワードは、[設定] > [セキュリティ設定]
でシステム管理者によって指定された
パスワード制限を満たす必要がありま
す。
さらに、Internet Scrip Editor 有効ユー
ザの場合、パスワードが対応する
Windows Active Directoryユーザのパ
スワードと一致する必要があります。

Null はい

[パス
ワードの
確認]

[パスワー
ド ] フィー
ルドと同
じ。パス
ワード設
定時の入
力エラー
のためにロ
グインでき
なくなるこ
とを防ぎま
す。

インストールでシングルサインオンが使
用されていない場合にのみ必要で
す。
確認用のパスワードを入力します。
[パスワード ] フィールドに指定した値と
一致している必要があります。

Null はい
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8.4.14.2 ユーザの編集時に使用可能なフィールド

フィール
ド 説明 エントリ デフォルト

必須か
どうか

[詳細] タブ
[ログイ
ン名]

ポータル
ユーザの一
意のログイ
ン名。

一意。最大 50文字。単一引用符
( ') 、二重引用符( ") 、および「記号、
その他」カテゴリにある Unicode 文字を
除く、すべてのUnicode 文字を使用で
きます。
さらに、Internet Scrip Editor 有効ユー
ザの場合、ログイン名が既存の
Windows Active Directoryユーザと一
致する必要があります。この名前
は、<username>@<domainname>のように
フォーマットされている必要があります。
ここで、<username>はWindows ユーザ
名、<domainname>は完全修飾
Windows ドメイン名です
(例：iseuser1@testdomain.local) 。

現在の値 はい

[名] ポータル
ユーザの
名。

最大 50文字。 Null いいえ

[姓] ポータル
ユーザの
姓。

最大 50文字。 Null いいえ

[電子
メール]

ユーザの
メールアド
レス

最大 255文
字。name@domain.extensionの形式の
有効な電子メールアドレスにする必要
があります。

Null いいえ

[説明] ポータル
ユーザに関
する説明。

最大 255文字。 Null いいえ

[ユーザ
のホー
ムフォ
ルダ]

ユーザの
ホームフォ
ルダ

フォルダツリーから、ユーザがログインに
使用するホームフォルダの場所を選択
します。

/ はい

[詳細
モード ]

このユーザ
が詳細モー
ド機能を
持っている
かどうかを
示します。

ユーザが詳細モード機能を持つことを
指定するには、このチェックボックスをオ
ンにします。

Null いいえ
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フィール
ド 説明 エントリ デフォルト

必須か
どうか

[有効な
アカウン
ト ]

システムでこ
のユーザが
現在アク
ティブである
かどうかを
示します。

ユーザが現在アクティブであることを指
定するには、このチェックボックスをオン
にします。このチェックボックスがオフに
なっている場合、このユーザはポータル
Webアプリケーションにログオンできませ
ん。

オン いいえ

[Internet
Script
Editor
有効]

ユーザが
Unified
CCE ユーザ
にリンクされ
るかどうかを
示します。

このVIM ユーザのセキュリティ設定を
使用してシスコの Internet Script Editor
にアクセスできる、リンクされている
Unified CCE ユーザを作成するには、
このチェックボックスをオンにします。この
場合、次のことが適用されます。

ログイン名が既存のWindows
Active Directoryユーザと一致する
必要があります。
インストールでシングルサインオンが
使用されていない場合、指定した
パスワードが対応する Active
Directoryユーザのパスワードと一致
する必要があります。

オフ いいえ

[パスワード ] タブ(インストールでシングルサインオンが使用されていない場合にのみ存在し
ます)
[パス
ワードの
リセット ]

このユーザ
のパスワード
をリセットす
るかどうかを
示します。

ユーザのパスワードをリセットする場合
は、このチェックボックスをオンにします。

Null いいえ

[パス
ワード ]

[パスワード
のリセット ]
がオンになっ
ている場合
にのみ表示
されます。こ
のユーザの
新しいパス
ワード。

ユーザのパスワードをログイン名と同じ
にすることはできません。ユーザのパス
ワードは、[設定] > [セキュリティ設定]
でシステム管理者によって指定された
パスワード制限を満たす必要がありま
す。
さらに、Internet Scrip Editor 有効ユー
ザの場合、パスワードが対応する
Windows Active Directoryユーザのパ
スワードと一致する必要があります。

Null はい
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フィール
ド 説明 エントリ デフォルト

必須か
どうか

[パス
ワードの
確認]

[パスワード
のリセット ]
がオンになっ
ている場合
にのみ表示
されます。
[パスワード ]
フィールドと
同じ。

確認用のパスワードを入力します。[パ
スワード ] フィールドに指定した値と一
致している必要があります。

Null はい

[最大ロ
グイン
試行回
数を超
過]

最大ログイ
ン試行回
数を超過し
たため、
ユーザがシ
ステムから
ロックアウト
された場合
に、システム
によって設
定されま
す。

最大ログイン試行回数を超過したため
ユーザがロックアウトされた場合に、ユー
ザを再有効化するにはこのチェック
ボックスをオフにします。
このチェックボックスがオフに設定されな
い限り、ユーザはポータルにログオンでき
ません。

Null いいえ

[パス
ワード
期限な
し]

パスワードが
期限なしに
なるかどうか
を示しま
す。

ユーザのパスワードが期限なしであるこ
とを指定するには、このチェックボックス
をオンにします。このチェックボックスがオ
フの場合、ユーザのパスワードは、[設
定] > [セキュリティ設定] > [パスワード
期限] で指定された日数を経過した
後、期限切れになります。

Null いいえ

[ユーザ
はパス
ワードを
変更で
きない]

ユーザが自
分のパス
ワードを変
更できるか
どうかを示し
ます。

ユーザが自分のパスワードを変更でき
ないように指定するには、このチェック
ボックスをオンにします。このチェック
ボックスがオフの場合、ユーザは [設定]
> [パスワード変更] を使用して自分の
パスワードを変更できます。

Null いいえ

[次回ロ
グオン
時にパ
スワード
の変更
が必要]

このパスワー
ドがシングル
サインオンに
対してのみ
有効である
かどうかを
示します。

ユーザが次にログインするときにパス
ワードを変更するように強制するには、
このチェックボックスをオンにします。

Null いいえ
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フィール
ド 説明 エントリ デフォルト

必須か
どうか

[グループ] タブ
[グルー
プ]

このユーザを
グループに
追加、また
はこのユー
ザをグループ
から削除し
ます。

グループにユーザを追加するには、[グ
ループに追加]をクリックし、そのグループ
を含んでいるフォルダに移動し、グルー
プを選択し、[OK] をクリックします。
グループからユーザを削除するには、
ユーザを削除するグループの横にある

をクリックします。

Null いいえ

8.5 グループ

8.5.1 グループ マネージャについて

グループ マネージャを使用して、グループを作成および管理し、グルー
プが所有するフォルダ ロールやグローバル ロールを表示できます。

8.5.2 グループについて

Unified CCMP では、グループはリソースと同じように扱われます。つま
り、各グループは特定のフォルダ内に含める必要があり、そのフォルダ
に対して適切な権限を持つユーザはグループのプロパティを変更できま
す。

グループを含むフォルダは、そのグループの権限に対して影響を及ぼし
ません。

8.5.3 グループの管理

グループを管理するには、[ツール] > [グループ]をクリックします。こ
こでは、グループの作成、編集、削除を行えます。また、グループへの
ユーザやその他グループの追加、グループからのユーザやその他グルー
プの削除も実行できます。

特定のフォルダに対するグループの権限( フォルダ ロール) を変更する
には、[セキュリティマネージャ] を使用します。

8.5.4 グループの作成

グループを作成するには、次の手順に従います。

1. [ツール] > [グループ]を選択します。
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2. 左側のフォルダ ツリーから、新規グループを作成するフォルダを選
択します。

3. [新規]オプションをクリックします。[グループの新規作成]ページ
が開きます。

4. 次の詳細を入力します。

[名前]フィールドに、新規グループの名前を入力します。フォ
ルダが異なればグループに同じ名前を使用できます。

[説明]フィールドに、その権限の概要や、対象ユーザのカテゴ
リなど、グループの説明を入力します。

複数のグループを作成する場合、[続けて作成]チェックボック
スを選択すると、このグループを作成した後でも引き続き [グ
ループの新規作成] ページが表示されます。

5. [保存]をクリックします。

注

システム マネージャでグループを作成することもできます( [フォルダ
ツリー] パネルで、[システム]> [グループ]を選択します) 。

8.5.5 グループの詳細情報の編集

グループの詳細情報を編集するには、次の手順に従います。

1. [ツール] > [グループ]を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーから、編集するグループを含むフォルダを選
択します。

3. グループをクリックします。グループの詳細が表示されたページが
開きます。

4. 必要に応じて、詳細を編集します。グループのメンバーは、[メン
バー]タブを使用して追加または削除できます。グループ自体は、
[グループ]タブを使用して、他のグループへの追加および他のグ
ループからの削除を行うことができます。

注

システム マネージャの[項目] パネル( リスト表示) でグループをク
リックすることで、グループを編集することもできます。

8.5.6 グループの移動

グループを移動するには、次の手順に従います。

1. [ツール] > [グループ]を選択します。
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2. 左側のフォルダ ツリーから、移動するグループを含むフォルダを選
択します。

3. 移動するグループの横にあるチェックボックスをオンにします。

4. [移動]をクリックします。[グループの移動] ページが開きます。

5. グループの移動先となるフォルダに移動します。

6. [保存]をクリックします。

7. または、グループ名をクリックし、詳細ページから [移動]オプショ
ンをクリックします。

注

システム マネージャの[項目] パネル( リスト表示) でグループの横に
あるチェックボックスをオンにし、[移動]を選択することで、グループ
を移動することもできます。

8.5.7 グループの削除

グループを削除するには、次の手順に従います。

1. [ツール] > [グループ]を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーから、削除するグループを含むフォルダを選
択します。

3. グループのチェックボックスをオンにします。

4. [削除]オプションをクリックし、プロンプトが表示されたら削除を
確認します。

注

システム マネージャの [項目] パネル( リスト表示) でグループの横に
あるチェックボックスをオンにし、[削除]を選択することで、グループ
を削除することもできます。

8.5.8 グループ権限の表示

グループの権限( フォルダ ロールおよびグローバル ロール) を表示す
るには、次の手順に従います。

1. [ツール] > [グループ]を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーから、グループを含むフォルダを選択しま
す。

3. グループをクリックします。グループの詳細が表示されたページが
開きます。
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4. [アクセス]オプションをクリックします。このグループのメンバー
がアクセスできるフォルダ、メンバーが各フォルダで実行できる
ロール、およびユーザが持っているグローバル ロールが表示されま
す。

注

[アクセス] オプションでは、これらの権限がグループに直接割り当てら
れているか、または他のグループのメンバーシップにより継承されたか
は示されません。

リストのフォルダ ロールまたはグローバル ロールの横にアスタリスク
( *) が付いている場合、その権限は現在アクティブではありません。
次の場合もあります。

フォルダ ロールまたはグローバル ロールが有効になっていない。

権限を持っているより大きなグループのメンバーになることで、当
該のグループは権限を継承していても、この大きなグループが有効
になっていない。

グループが有効になっていない。

8.5.9 グループ権限の変更

特定のフォルダに対するグループ メンバーの権限( フォルダ ロール)
を変更するには、[セキュリティマネージャ] を使用します( 8.6.1 項"セ
キュリティ マネージャについて"を参照) 。

グループ メンバーのグローバル ロールを変更するには、グローバル
ロール マネージャを使用します( 8.2.1 項"グローバル ロール マネー
ジャについて"を参照) 。

8.5.10 グループ内のメンバーの変更

グループのメンバーを変更するには、次のように [メンバー]タブを使用
します。

1. [ツール] > [グループ]を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーから、グループを含むフォルダを選択しま
す。

3. グループをクリックします。グループの詳細が表示されたページが
開きます。

4. [メンバー]タブを選択します。

5. [メンバー]タブから、メンバーの名前の横にある [削除]( ) アイ
コンをクリックすることで、メンバーを削除できます。

6. [メンバー]タブから、次のようにメンバーを追加できます。
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[メンバーの追加]ボタンをクリックします。ポップアップが開
きます。

現在のグループに追加するユーザまたはグループを含むフォル
ダに移動します。上部のフィールドを使用すると、このビュー
をフィルタリングしてユーザだけまたはグループだけを示した
り、特定の名前を検索したりできます。

新規メンバーのチェック ボックスをオンにします。複数の
フォルダからユーザおよびグループを選択できます。

7. [閉じる]をクリックし、[保存]をクリックします。

注

システム マネージャの[項目] パネル( リスト表示) でグループをク
リックすることで、グループ内のメンバーを変更することもできます。

8.5.11 グループが属するグループの変更

グループが属するグループを変更するには、次のように [グループ]タブ
を使用します。

1. [ツール] > [グループ]を選択します。

2. 左側のフォルダ ツリーから、更新するグループを含むフォルダを選
択します。

3. グループをクリックします。グループの詳細が表示されたページが
開きます。

4. [グループ]タブを選択します。

5. [グループ]タブから、グループの横にある [削除]アイコン( )
をクリックすると、メンバーになっている他のグループからグルー
プを削除できます。

6. [グループ]タブから、次のようにしてグループを他のグループに追
加できます。

[グループに追加]ボタンをクリックします。ダイアログボック
スが開きます。

現在のグループの追加先となるグループが含まれているフォル
ダに移動します。

1 つ以上のグループのチェックボックスをオンにします。複数
のフォルダからグループを選択できます。

7. [閉じる]をクリックし、[保存]をクリックします。
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注

システム マネージャの[項目] パネル( リスト表示) でグループをク
リックすることで、グループが属するグループを変更することもできま
す。

8.5.12 グループフィールド

8.5.12.1 グループの作成時に使用可能なフィールド

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[名前] グループの一意の名前。 一意。最大 50
文字までの文
字、数字、およ
び下線文字の
み。文字または
数字で開始する
必要がありま
す。

Null はい

[説明] グループの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ

8.5.12.2 グループの編集時に使用可能なフィールド

フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[詳細] タブ
[名前] グループの一意の名前。 一意。最大 50

文字までの文
字、数字、およ
び下線文字の
み。文字または
数字で開始する
必要がありま
す。

Null はい

[説明] グループの説明。 最大 255文
字。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[有効] システムでこのグループが現在アクティ
ブであるかどうかを示します。

グループが現在
アクティブである
ことを指定する
には、この
チェックボックスを
オンにします。こ
のチェックボックス
がオフになってい
ると、このグルー
プからユーザに
付与されたすべ
てのアクセス権
限は使用できな
くなります。

オン いいえ

[メンバー] タブ
[メンバー] このグループにメンバーを追加する

か、このグループからメンバーを削除し
ます。

このグループに 1
人以上のメン
バーを追加する
には、[メンバー
の追加]をクリック
し、追加する
ユーザを含んで
いるフォルダに移
動してから、1人
以上のユーザを
選択し、[OK]
をクリックします。
このグループから
ユーザメンバー
を削除するに
は、グループから
削除するユーザ

の横にある
をクリックします。

Null いいえ
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フィールド 説明 エントリ デフォルト
必須か
どうか

[グループ]
[グループ] 別のグループにこのグループを追加す

るか、別のグループからこのグループを
削除します。

別のグループにこ
のグループを追
加するには、[グ
ループに追加]
をクリックし、この
グループの追加
先にするグルー
プを含んでいる
フォルダに移動
してから、グルー
プを選択し、
[OK] をクリックし
ます。
別のグループから
このグループを削
除するには、こ
のグループを削
除するグループ

の横にある
をクリックします。

Null いいえ

8.6 セキュリティマネージャ

8.6.1 セキュリティマネージャについて

セキュリティ マネージャ ツールを使用して、次を行えます。

特定のフォルダに対して、ユーザおよびグループに割り当てられた
フォルダ ロールを表示する。

特定のフォルダに対して、ユーザおよびグループにフォルダ ロール
を割り当てる。

フォルダに対するフォルダ ロールの継承を変更する。

フォルダ ロールで使用可能な権限を表示および編集する。

ユーザを表示および編集する。

グループを表示および編集する。

セキュリティ マネージャを起動するには、[ツール] >[セキュリティ]
をクリックします。
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注

セキュリティ マネージャを使用して、ユーザおよびグループにグロー
バル ロールを割り当てることはできません。グローバル ロールをユー
ザおよびグループに割り当てるには、グローバル ロール マネージャを
使用します。

8.6.2 フォルダに割り当てられたフォルダロールの表示

ユーザおよびグループが特定のフォルダに対して持つフォルダ ロールを
表示するには、左のフォルダ ツリーからフォルダを選択します。選択さ
れたフォルダに対してユーザまたはグループが持つすべてのフォルダ
ロールが、[権限]タブに表示されます。

8.6.3 ユーザおよびグループへのフォルダロールの割り当て

セキュリティ マネージャを使用してフォルダ ロールをユーザおよびグ
ループに割り当てるには、次の手順に従います。

1. セキュリティ マネージャで、フォルダ ロールの割り当て先にする
ユーザまたはグループを含んでいるフォルダ ツリー内のロケーショ
ンをクリックします。 次に、以下のいずれかを行います。

[ユーザ]タブをクリックして、そのフォルダ内のユーザを表示
します。

[グループ]タブをクリックして、そのフォルダ内のグループを
表示します。

2. 権限を編集するユーザまたはグループの横にあるチェックボックス
をオンにします( 複数選択可) 。

3. [権限の変更]をクリックして、選択したユーザまたはグループの
フォルダ ロールを変更します。

4. 現在のフォルダが権限を継承していることを示すメッセージが表示
された場合に、その継承を解除し、このフォルダに別の権限を設定
するには、[項目のセキュリティを編集]をクリックし、[OK]をク
リックしてアクションを確認します。継承を解除しない場合は、
[キャンセル]をクリックします。

5. フォルダ ロールの設定を続ける場合は、[フォルダの権限]ダイアロ
グボックスで、画面の左側にあるフォルダ ツリーからフォルダのロ
ケーションを選択し、画面の右側から 1 つ以上のフォルダ ロール
を選択します。

6. 変更済みの権限を、選択したフォルダのサブフォルダにもコピーす
る場合は、[サブフォルダの権限を変更]をオンにします。
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7. [保存]をクリックすると、変更されるフォルダ ロールの要約が表示
されます。

8. [確認]をクリックして、新しいフォルダ ロールを適用します。

注

フォルダ ロールを割り当てるときは、項目を変更するために、ユーザ
は項目自体を変更するための権限に加え、関連する項目への参照権限も
必要になる場合があることに注意してください。たとえば、エージェン
トまたはスキル グループ( あるいはその両方) の設定を変更するに
は、ユーザは自分が属する Peripheral を参照できる必要があります。

8.6.4 フォルダに対する継承の変更

フォルダの継承を変更するには、次の手順に従います。

1. セキュリティ マネージャの左側のツリーから、変更するフォルダを
選択します。

2. [権限]タブで、[親から継承した権限]チェックボックスをオフにし
て親との継承を解除します( または、それを選択して継承を再適用
します) 。

3. [OK]をクリックして確認します。

継承を解除すると、内部権限はフォルダ内に現在存在する権限
に設定されます。必要に応じて、これらは後で変更できます。

継承を再作成すると、フォルダのセキュリティ設定はその親
フォルダの設定によって置き換えられます。

8.6.5 フォルダロールの表示と編集

フォルダ ロールに含まれているフォルダ タスクを表示するには、次の
手順に従います。

1. セキュリティ マネージャで、フォルダ ツリーからフォルダを選択
し、[権限]タブをクリックして、選択したフォルダに適用するフォ
ルダ ロールを表示します。

2. 表示または編集するフォルダ ロールをクリックすると、そのフォル
ダ ロールに含まれる可能性のあるタスクのリストが表示されます。

3. システム ユーザがフォルダ ロールを使用できるようにするには、
[有効]チェックボックスをオンにします。

4. システム ユーザにフォルダ ロールが表示されないようにする場合
は、[非表示]チェックボックスをオンにします。
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5. フォルダ ロールに追加するタスクのチェックボックスをオンにし
て、フォルダ ロールから削除するタスクのチェックボックスをオフ
にします。

6. [保存]をクリックして変更内容を保存します。

注

ロール マネージャツールを使用して、フォルダ ロールに含まれるフォ
ルダ タスクを表示または編集することもできます( 8.3.6 項"フォルダ
ロールの編集"を参照してください) 。

8.6.6 ユーザの詳細情報の編集

[セキュリティ マネージャ] でユーザの詳細情報を編集するには、次の
手順に従います。

1. セキュリティ マネージャで、フォルダ ツリー内のロケーション
をクリックし、[ユーザ]タブをクリックしてそのフォルダのユーザ
を表示します。

2. 8.4.6 項"ユーザの詳細情報の編集"で説明されているように、ユー
ザの詳細情報を編集します。

3. [保存]をクリックします。

8.6.7 グループの詳細情報の編集

[セキュリティ マネージャ] でグループの詳細情報を編集するには、次
の手順に従います。

1. セキュリティ マネージャで、フォルダ ツリー内のロケーション
をクリックし、[グループ]タブをクリックしてそのフォルダのグ
ループを表示します。

2. 8.5.5 項"グループの詳細情報の編集"で説明されているように、グ
ループの詳細情報を編集します。

3. [保存]をクリックします。
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9 システム管理タスク

9.1 管理タスクについて

この項では、テナント管理者権限を持つユーザが Unified CCMP で実行す
る主なタスクを示します。タスクは次に示す順序で実行しなくてもかま
いません。ただし、この順序は特定のレコード タイプが、別のレコード
タイプの存在に依存する関係を反映した順序です。

注

システム管理者権限を持つユーザも、この項のすべてのタスクを実行で
きます。

9.2 エージェントおよびグループ関連タスク

次に示すタスクは、エージェント レコードの作成およびエージェントの
グループ化に関係するものです。
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タスク 説明 場所

エージェント デスクトップ
を作成する。

エージェント デスクトップでは、一連の権限または特性を特
定のエージェントに関連付けます。たとえば、これらのエー
ジェントへのコールがリダイレクトされる方法とタイミング、
エージェントがさまざまな作業状態に入る方法とタイミン
グ、およびエージェントが発信コールを実行できるかどうかな
どを扱います。
デフォルト デスクトップを作成できます。これは、(上書きさ
れない限り)すべての新しいエージェントに自動的に割り当
てられる一連の権限です。

[エー
ジェント
デスク
トップの
管理]
ページ

エージェントおよびエー
ジェント スーパーバイザ
を作成する。デスク設
定をエージェントに割り
当てる。

バックエンド システムを使用するには、すべてのエージェント
候補で、ログイン名およびパスワードを含むアカウントが最
初に必要です。特定のエージェントをスーパーバイザとして
指定し、そのエージェントを後でエージェント チームのスー
パーバイザとして指定できます。
エージェントのニーズに基づいて、異なるデスク設定を異な
るエージェントに割り当てることができ、ログイン権限を一時
停止したり、エージェント ステートのトレースをオンにして、
さまざまな準備状態からの遷移を追跡できます。

[エー
ジェント
の管理]
ページ

スキルグループを作成
して、エージェントをス
キルグループに割り当
てる。

スキルグループとは、一連の共通スキルを共有するエー
ジェントの集合です。スキル グループは、コール ルー
ティングのためのプライマリ デバイスの 1 つで
す。
エージェントは複数のスキルグループに関連付けることが
可能で、各スキルグループは、音声、チャット、または電
子メールなどの特定のメディアルーティングドメイン
( MRD)に関連付けられます。

[スキル
グループ
の管理]
ページ

エージェント チームを作
成する。エージェントお
よびスーパーバイザを
チームに割り当てる。

エージェント チームでは、エージェントのセットを特定のスー
パーバイザに関連付けることができます。この関連付けによ
り、Unified CCE は、エージェントのスーパーバイザアシスト
要求をルートするスーパーバイザを判断できます。

[エー
ジェント
チーム
の管理]
ページ

必要に応じて、エン
タープライズスキルグ
ループを作成する。ス
キルグループをエンター
プライズスキルグルー
プに割り当てる。

エンタープライズスキルグループはスキルグループの論理グ
ループで、異なるMRD のスキルグループを含めることが可
能です。
[スキルグループ] ページと異なり、[エンタープライズスキル
グループ] ページでは、すべてのMRD のスキルグループを
表示できます。

[エン
タープラ
イズス
キルグ
ループ
の管理]
ページ

9.3 コンタクトルーティングタスク

次に示すタスクは、コンタクト( 音声および音声以外の) ルーティング
設定に関係するものです。
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タスク 説明 場所

コールタ
イプを作
成する。

コールタイプとは、受信するルーティング可能なタスクを分類するカテ
ゴリです。特定のコールタイプがダイヤル番号と関連付けられます。こ
の関連付けでは、それぞれのコールタイプが持つスケジュールによっ
て、そのコールタイプに対してアクティブにするルーティングスクリプトが
時間ごとに決められています。各コールに対してどのルーティングスク
リプトを実行するかは、それぞれのコールタイプに基づいて決定される
ため、Unified CCE システムでのコール処理は、コールタイプごとに定
義されます。
コールタイプとダイヤル番号の関連付けには、音声と音声以外の 2
種類があります。

[コール
タイプの
管理]
ページ

ダイヤル
番号を
作成す
る。コー
ルタイプ
とダイヤ
ル番号
をマッピ
ングす
る。

ダイヤル番号リストを設定します。これは、顧客がダイヤルしてコン
タクトを開始できる、コンタクト センター内のすべての電話番号を特
定します。ダイヤル番号はコールタイプにマッピングされます。このマッ
ピングは、各コールに対する適切なルーティングスクリプトを特定する
ために使用します。
一般的なコールセンターでは、多数のダイヤル番号定義が必要で
す。ダイヤル番号は応答されたコール以外に、無応答時の呼び出
し、ダイヤル番号計画のエントリ、スーパーバイザアシスト コールおよ
び緊急アシスト コールを設定するためにも必要です。

[ダイヤ
ル番号
の管理]
ページ
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C

CCMP リソース

CCMP が作成し、管理するリソース。 これらのリソースは CCMP でローカルなものであ
り、リモート機器ではプロビジョニングされません。フォルダ、ユーザ、グループな
どがあります。 CCMP リソースは、テナントに関連付けられている場合と、そうでな
い場合があります。 「システム リソース」とも呼ばれます。 「リソース」も参照。
「リモート リソース」と比較。

Cisco Unified Communications Manager( Unified CM)

従来の構内交換機( PBX) から Voice over IP( VoIP) ゲートウェイなどのパケット デ
バイスまでの機能を提供するコンピュータ プラットフォーム。

Cisco Unified Contact Center Enterprise( Unified CCE)

シスコのコール ルーティング プラットフォーム。

Cisco Unified Customer Voice Portal( Unified CVP)

発信者がタッチトーン信号または発信者固有の音声を使用して、セルフサービス情報
を要求できる電話機システム。

CSV

「カンマ区切り値」を参照。

H

HCS

「Hosted Collaboration Solution」を参照。

Hosted Collaboration Solution

ホストされ、管理されているモデルを使用して Cisco コラボレーション テクノロ
ジーを提供するサービス プロバイダーおよびパートナー向けのユニファイド コミュ
ニケーションおよびコラボレーション プラットフォーム。

HTML

「ハイパーテキスト マークアップ言語」を参照。
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I

IP 電話

ネットワークに統合できる電話機。

IVR

「音声応答装置」を参照。

M

MRD

「メディア ルーティング ドメイン」を参照。

P

Peripheral

カスタマーの通話をコンタクト センターのスタッフにルーティングするデバイスまた
はスイッチ。 Peripheral という用語は、デバイスからのコールを受信する Contact
Center Enterprise の一部を示すときにも使用されます( 「Peripheral エージェン
ト」、「Peripheral サービス」、「Peripheral スキル グループ」も参照してくださ
い) 。

Peripheral Gateway( PG)

Unified CCE を ACD、IVR、PBX などの他のネットワーク デバイスと通信できるように
する、シスコで開発されたソフトウェア。

Peripheral サービス

同じ Peripheral デバイスからルーティングされたコールを受信し、テクニカル サ
ポートなど特定のカスタマー サービスを提供するコンタクト センター エージェント
のグループ。

Peripheral スキル グループ

「スキル グループ」を参照。

PG

「Peripheral Gateway」を参照。
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U

Unified CCE

「Cisco Unified Contact Center Enterprise」を参照。

Unified CM

「Cisco Unified Communications Manager」を参照。

Unified CVP

「Cisco Unified Customer Voice Portal」を参照。

X

XML

「拡張マークアップ言語」を参照。

エ

エージェント

カスタマーに対応するコンタクト センターのスタッフ。通常は、受信コールに応答し
ます。 各エージェントは Peripheral に関連付けられており、1 つ以上のスキル グ
ループのメンバーになることができます。

エージェント チーム

エージェントを機能的にグループ化したもの。 通常、エージェント チームは同じ
Peripheral を使用し、特定のテクニカル サポートの提供など、共通のビジネス上の目
的があります。

エージェント デスクトップ

エンタープライズまたは Unified CCE エージェント用の電話機設定。 エージェント
デスクトップは、各 Unified CCE エージェントまたは Unified CCE Peripheral と関連
付けることができます。
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エンタープライズ サービス

企業内でのエージェントの組織的なグループ化。一般的に複数のコンタクト センター
に分散し、異なる Peripheral を使用し、テクニカル サポートなどの特定のカスタ
マー サービスを提供します。

エンタープライズ スキル グループ

企業内でのコンタクト センター エージェントの組織的な集合。一般的に複数のコン
タクト センターに分散し、異なる Peripheral を使用します。 1 つのスキル グルー
プに属するエージェントは、技術的な能力や言語能力、または苦情の処理スキルな
ど、共通の技能を持っています。
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オ

音声応答装置( VRU)

一連の質問に対するカスタマーの応答を使用して、自動的にコールをルーティングす
る機能を持つデバイス。 VRU は直接カスタマーの音声に応答することも、発信者が入
力した番号に応答することもできます。 音声自動応答ユニット( IVR) とも呼ばれま
す。

音声自動応答( IVR)

「音声応答装置」を参照。

カ

カンマ区切り値( CSV)

テキスト ファイルを使用してスプレッドシートを表す方法。 値はカンマで切られ、
各レコードは改行で終了します。 カラム ヘッダーは最初のレコードに含まれます。

拡張マークアップ言語( XML)

個別の目的に応じたマークアップ言語を作成するために使用されるマークアップ言
語。 異なるシステム間、特にインターネット経由で接続しているシステム間でデータ
を共有できます。

拡張子( ファイル名)

ファイル名の終わりに付く文字で、そのファイルのデータ タイプと、ファイルにアク
セスできる 1 つまたは複数のプログラムを識別します。
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ク

グループ

同じセキュリティロールを共有する 1 人以上のユーザの集合。 「ロール」、「ユー
ザ」も参照。

グローバル ロール

ユーザまたはグループが実行できるグローバル タスクの集合。 特定のグローバル
ロールを持つユーザまたはグループは、そのグローバル ロールでタスクを実行するこ
とができます。 たとえば、「基本ユーザ」と呼ばれるグローバル ロールを定義する
ことができます。このロールによって、情報通知へのアクセスや、固有のユーザ設定
の変更などの基本的機能が使用できるようになります。 「基本ユーザ」グローバル
ロールを持つユーザまたはグループは、関連するフォルダに適切なフォルダ ロールが
ある場合、これらのタスクを実行することができます。 「ロール」、「フォルダ
ロール」、「タスク」も参照。

コ

コール タイプ

1 つ以上のダイヤル番号に関連する受信コールのカテゴリ。

キ

基本モード

スーパーバイザがエージェント チームとスキルを管理する単純なユーザ インター
フェイスを提供する CCMP 操作モード。 「詳細モード」と比較。

個人

コンタクト センター システムの物理的な個人を表現したもの。 1 つの個人は 1 つ
の CCMP ログイン名、および 1 人以上のエージェントにリンクできます。 「エージェ
ント」、「ログイン名」も参照。

シ

システム リソース

「CCMP リソース」を参照。
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システム管理者

管理システムにおける最高レベルのユーザ。 システム管理者は、ユーザの追加作成
と、ユーザ権限およびアクセス権限の付与を担当します。

詳細モード

ユーザがアクセスできるすべての CCMP 機能とツールへのアクセスを提供する CCMP 操
作モード。 「基本モード」と比較。

情報通知

コンタクト センターのスタッフに一般的な情報または新しい発表を知らせるために使
用される通知。

状態( リソース)

リソースのプロビジョニング ステータス。 「対応保留」、「エラー」、「待受
中」、「削除保留中」、「削除」の 5 つの状態があります。

ス

スーパーバイザ

エージェントのチームの責任者。 スーパーバイザは、エージェントを追加および削
除、監督するチームの統計の表示などを行うことができます。 スーパーバイザはエー
ジェントになることもできます。 「エージェント チーム」も参照。

スキル グループ

共通の技能( 技術的な能力や言語能力など) を共有するコンタクト センター エー
ジェントの組織的な集合。 スキル グループは特定の Peripheral に関連付けら
れ、Unified CCE は対応可能で最適なエージェントへのコールのルーティングを許可し
ます。 異なるコンタクト センターの複数のスキル グループは、異なる Peripheral
を使用し、1 つのエンタープライズ スキル グループに集合的に統合されることがあ
ります。

スクリプト

コールのルーティング先の決定など、繰り返される簡単な特定のタスクを実行するプ
ログラム。



ダイヤル番号

発信元がダイヤルした電話番号。
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タ

対応可

ログイン中のエージェントが新しいコールに対応できる状態にあること。 エージェン
トが対応可能でない限り、機器はコールをルーティングしません。 これは、チームが
常にコールに対応できる状態にあるために、スーパーバイザが監督する重要なメト
リックです。 人員が過剰になったり不足することなく、コールに対応する十分なエー
ジェントを常に確保するためには、適切なバランスが求められます。

タスク

ユーザに割り当てられたセキュリティ権限に応じて、ユーザが実行できる場合とそう
でない場合がある操作。 タスクには、グローバル タスク( セキュリティ マネージャ
ツールの実行、エージェントのプロビジョニングなど) と、フォルダに関連付けられ
ているタスク( 特定のフォルダでのユーザの作成、特定のフォルダでの情報通知の管
理など) があります。 タスクをまとめることで、ロールが作成されます。 「フォル
ダ ロール」、「グローバル ロール」、「ロール」も参照。

ツ

ツールバー

CCMP GUI で、機能またはオプションのリストを表示するパネルの上部にある 1 つ以上
のボタンの行。 これらのボタンは、ユーザが利用できるさまざまな機能とオプション
にアクセスするために使用されます。

テ

ディメンション

リソースに対する別の名前。

テナント

実世界の組織ユニットを CCMP に表現したものです。 テナントはコンタクト セン
ター リソースを個別にグループ化するために使用され、セキュリティ区分化メカニズ
ムをお客様に提供します。



テナント フォルダ

特定のテナント専用のフォルダ。 システム フォルダと同じですが、テナント フォル
ダはセキュリティ権限を親フォルダから継承しないスタンドアロンのエンティティで
す。 「フォルダ」と比較。
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転送

エージェントに転送されるコール。

ト

トップ メニュー

CCMP GUI で、すべてのページの右上に表示されるオプション。 これらのオプションに
は共通して、ホーム、ツール、ヘルプ、設定、ログアウトがあり、カスタマイズ可能
です。

トランク

単一の Peripheral に関連する電話回線の集合。通常は共通の目的に使用されます。

ドリルダウン、ドリルアップ

ツリーまたはデータ階層を移動すること。 ドリル ダウンは、子フォルダやより詳細
なデータを表示することであり、ドリル アップは、親フォルダや要約されたデータの
値を表示することです。

ナ

内線番号( 電話)

スイッチに対してローカルの電話番号、または PBX を装備する電話局のいずれか。

内部受信

エージェントが受信した内線( カスタマー以外の) コール。

内部発信

エージェントが発信した内線( カスタマー以外の) コール。



フ

フォルダ ロール

ユーザまたはグループが実行できるフォルダ ベースのセキュリティ タスクの集合。
特定のフォルダに対して固有のフォルダ ロールを持っているユーザまたはグループ
は、そのフォルダに対するフォルダ ロールですべてのタスクを実行することができま
す。 また、親フォルダからセキュリティ権限を継承したサブフォルダでも同じタスク
を実行することができます。 場合によっては、フォルダ ロール タスクへのアクセス
が、必要な機能へのアクセスが許可されているグローバル ロールタスクによって制御
されます。 たとえば、ユーザと情報通知の管理などのさまざまなスーパーバイザ タ
スクを許可するスーパーバイザ フォルダ ロールを定義できます。 スーパーバイザ
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ハ

ハイパーテキスト マークアップ言語( HTML)

Web ページや Web ブラウザで表示できるその他の情報を作成するために使用する
マークアップ言語。

フォルダ ロールがフォルダに割り当てられているユーザまたはグループは、その特定
のフォルダでこれらのタスクを実行することができます。 「ロール」、「グローバル
ロール」、「タスク」も参照。

ブレッドクラム トレール

フォルダ階層または一連の関連するページにおいて、ユーザの現在の位置を示すリ
ンクのトレール。 通常は、ブレッドクラム トレールのリンクをクリックすると、そ
の位置に直接移動します。

プレフィックス

インポートされたリソースを配置する場所を指定するためにフォルダに追加される文
字。

プレフィックス ルール

指定されたプレフィックスのインポート項目を検索する場所を指定するルール。

マ

マイクロアプリケーション

発信者へのメッセージの再生や、発信者がキーパッドに入力した番号の取得などの発
信者との通信を行うため、ネットワーク VRU スクリプトから起動できる VRU 機能。



メ

メディア ルーティング ドメイン( MRD)

音声や電子メールなど、特定の連絡メディアに関連付けられているスキル グループお
よびサービスの集合。

ユ

ユーザ

「ログイン名」で識別される CCMP ユーザ。
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待受中( エージェント状態)

エージェントがログインしていてコールを受信することができるエージェントの状
態。

待受中( リソース状態)

リソースがシステム内でアクティブとなり、適用される保留中の編集がない場合のリ
ソース状態。

待受停止

ログイン中のエージェントがコール アクティビティを行っておらず、コールに対応す
る準備もできていないコールの状態。

ヨ

予約済

エージェントが特定のコールを待機しているため、一般的な受信コールに対応できな
いコールの状態。

ラ

ラベル

コールのルーティングのために使用される特定の Peripheral ターゲットまたは特定の
ネットワーク ターゲットに関連付けられている識別子。通常は宛先番号です。



リ

リソース

カスタマーに属する資産を表現するエンティティ( ダイヤル番号、エージェント、
コール ルートなど) 。 リソースはフォルダに格納されます。 「リモート リソー
ス」または「CCMP リソース」も参照。

リモート テナント

リモート機器に存在するテナント。

リモート リソース

リモート機器に存在するリソース。 一部のリモート リソースは CCMP で作成または
編集でき、リモート システム上にプロビジョニングできます。 その他のリモート リ
ソースは CCMP からアクセスできますが、CCMP で作成、編集、およびプロビジョニン
グすることはできません。 リモート リソースは常にテナントに関連付けられます。
「リソース」、「CCMP リソース」も参照。

ロ

ロール

同じグループの個人によって共通に実行されるタスクの集合( たとえば、職制または
地位によって定義される) 。 ロールには、グローバル ロール( 一般タスクの集合を
定義する) とフォルダ ロール( フォルダに関連付けられている収集タスクを定義す
る) があります。 「フォルダ ロール」、「グローバル ロール」、「タスク」も参
照。

ログイン名

ユーザが CCMP にログオンする際に使用する名前。 「ユーザ名」と呼ばれることもあ
ります。
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レ

例外

設定パラメータから外れた値。 わかりやすくするために、例外は強調表示されること
があります。 「しきい値」を参照。
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