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概要

この資料に WebEx コンタクトセンターのコール 記録物を設定しカスタマイズする方法を記述さ
れています。 コール記録は WebEx コンタクトセンターによって扱われるコールを記録すること
を許可されたユーザが可能にするオプションのサービスモジュールです。 この資料の目標は理解
するのを WebEx コンタクトセンターのコール 記録物および記録情報管理をイネーブルにして設
定する方法を助けることです。

前提条件

要件



Cisco は次のトピックのナレッジがあることを推奨します:

Cisco WebEx コンタクトセンター●

コール 記録物●

注: この資料はネットワークインフラストラクチャに WebEx コンタクトセンターを配置し
たパートナーおよび顧客の方に目標とされます。

コール記録借用者設定

WebEx コンタクトセンター記録機能性はさまざまな借用者レベル設定を使用して必要条件に基づ
いていましたカスタマイズすることができます。 これらの設定はコールを設計されているように
はたらかせます記録を同時発生で互いに行われる必要があります。 キー借用者レベル設定のリス
トは下記にあります:

記録情報管理

有効に なる記録情報管理が YES に設定 される場合、記録管理モジュールはエンタープライズの
ために有効に なります。



記録プルーニング戦略

この設定はエンタープライズのための記録プルーニング戦略を規定 します。 、エージェント分基
づいて、時間またはストレージによって基づくプルーニング戦略を選択できます。 ただし、基づ
く時間は唯一のサポートされた戦略です。 この設定への変更を行うとき、メールは設定を変更す



るために許可されるすべてのユーザに送信 されます。

プルーニング値

この設定は記録物を保つために日数を規定 します。 記録物は幾日の指定 番号の後で達します取
除かれます。 これらの設定は借用者にコール 記録物を有効に するとき選択されます。 



記録ストレージ

借用者レベル 設定の記録ストレージオプションは日数コール 記録物を保たれます規定 します。
デフォルトで、Cisco は 30 日間記録物を保ちます。 契約とより長い期間のための記録物を要望
に応じて保つオプションがあります。 この設定は借用者にコール 記録物を有効に するとき選択
されます。 

レグ 記録物

イネーブルになったレグ 記録物 オプションが YES に設定される場合、3 つのファイルは各々の
記録されたコールのために作成されます。 発信者およびエージェント両方のオーディオとの 1 つ
、ちょうど発信者オーディオとの 1、およびちょうどエージェント オーディオとの 1。 現在、こ
れはカスタム 設定です。



一時停止/再始動

一時停止/再始動 オプションが有効に なる場合、エージェントはコールの間に休止し、潜在的な
コール 記録物を再開するためにプライバシー シールド ボタンをクリックできます。 たとえば、
エージェントは潜在的なコール記録クレジットカード 番号か他の保護された情報を得る休止する
必要があるかもしれません。 プライバシー シールド ボタンは Agent Desktop でプライバシー シ
ールド機能が借用者サービス設定で有効に なるときだけ表示する。 Cisco TAC とチェックし、
借用者を確認して下さいプライバシー シールドが借用者のために有効に なる。 



一時停止期間

記録一時停止期間設定はエージェントがプライバシー シールド ボタンを離れて回転をクリックし
ない場合何秒をコール記録が休止するか規定 します。 この設定は借用者にプライバシー シール
ドを有効に するとき選択されます。 



すべてのコール を記録して下さい

レコードが YES にすべてのコール・オプション設定 される場合、借用者のためのすべての着信
発信 コールは記録されます。 記録スケジュールはこの場合適用されないです。 に設定 された場
合、コール 記録物はまだ各キューのまたはコール記録スケジュールの使用による設定に基づいて
有効に することができませんでした。



記録物にアクセスする割り当てエージェント

記録物 オプションにアクセスする割り当てエージェントが YES に設定 される場合、適切なエー
ジェント プロファイル権限のエージェントは過去 24 時間の内に扱ったコールの記録物にアクセ
スできます。



コール記録キュー設定

WebEx コンタクトセンター記録機能性はまたさまざまなキューによって基づく設定を使用して顧
客要件に基づいていましたカスタマイズすることができます。 これらの設定はそれを設計されて
いるようにはたらかせます同時発生で互いに行われる必要があります。 キー キュー水平な設定の
リストは下記にあります。

一時停止/再始動



特定のキューのための一時停止/再始動 オプションを設定できます。 エージェントがコールの間
にプライバシー シールド ボタンをクリックできるかどうか規定 するためにまたはいいえ『Yes』
を選択 しない で下さい。 これはエージェントが休止し、コール記録を再開するようにします。
一時停止/再始動 オプションが借用者レベルで有効に なる場合、水平なキューのこの設定は無視
されます。 これは借用者設定がキュー設定を置き換えるという理由によります。

プライバシー シールド ボタンは Agent Desktop でプライバシー シールド機能が WebEx コンタ
クトセンター サービス設定で有効に なるときだけ表示する。 Cisco TAC とチェックし、借用者
を確認して下さいプライバシー シールドが有効に なる



一時停止期間

水平なキューで記録一時停止期間を有効に することができます。 有効に なる 一時停止/再始動が
YES に設定 される場合、秒の記録一時停止期間を規定できます。 これはエージェントがプライ
バシー シールド ボタンを離れて回転を手動でクリックしない場合コール記録がどの位休止するか
規定 することを可能にします。 借用者レベルの一時停止/再始動 Enabled フィールドが YES に



設定 される場合、水平なキューの設定は無視されます。 これは借用者設定がキュー設定を置き換
えるという理由によります。

すべてのコールを記録して下さい



このキューのためのすべてのコールは記録されること水平なキューのすべてのコール・オプショ
ンを規定 するレコード。 レコードは水平なキューで借用者レベルで設定 するすべてのコール オ
プションを置き換えます

記録スケジュール設定



コール 記録物は記録物スケジュールで設定され、カスタマイズすることができます。 レコードが
借用者かキュー レベルですべてのコール・オプション有効に なる場合記録 Schedule オプション
が無視されることに注意して下さい。

記録スケジュール設定はコール記録モジュールを通して利用できます。 キュー ドロップダウン
リストからキューを選択できます。 

すべてはそのキューのための記録スケジュールを表示する呼出します。 

記録スケジュールで次のパラメータを設定できます:

詳細設定の下で、コールを記録するために平日およびタイムインターバルを規定できます ●

コールが転送されるとき停止されるために記録する転送されたコール・オプション割り当て
コールに記録することを止めて下さい。

●

エージェントにコール記録の間にプライバシー シールド アイコンにアクセスできてほしい場
合一時停止レジューム パラメータを有効に して下さい。 エージェントが休止し、記録を再
開できることこの場合。 この機能についてのエージェントに指示することを忘れないでいて
下さい。 プライバシー シールド アイコンは Agent Desktop でプライバシー シールド機能が
WebEx コンタクトセンター サービス設定で有効に なるときだけ表示する

●

記録スケジュールの一時停止レジューム オプションを有効に したらまた一時停止期間（秒で
）パラメータを規定できます。 エージェントがプライバシー シールド ボタンを離れて回転
を先にクリックしない場合秒数を停止するべき記録入力して下さい

●

パーセント フィールドは特定のキューへのすべてのコール音量のどんな%が記録する必要が
あるか、示します。 たとえば、この値が 50.0 にそして設定 されればその他すべてのコール
だけ記録されます

●

特定のサイト、チームおよびエージェントにコール 記録物を狭くするフィールド割り当てに
よるフィルタ

●



ユーザアクセス記録設定

許可されたユーザを有効に すること 

許可されたユーザはコール記録コンフィギュレーションを書き換える機能があります。 この機能
はユーザ プロファイルの下で許可することができます。  、記録したいと思うエージェントおよ
び何時に期間のサイトおよび並べたり、団結する許可されたユーザは選択できます。



記録物へのアクセス

この設定は記録物にアクセスする割り当てエージェントが借用者レベルで有効に なる場合その時
だけ現われます。

記録物 オプションへの Acces はエージェント プロファイル Configuration メニューを通したエー
ジェントのために設定することができます。 エージェントが過去 24 時間に処理した記録物にア
クセスできるかどうか規定 するためにまたはいいえ『Yes』 を選択 しない で下さい。

記録情報管理



記録管理モジュールはユーザ プロファイル Configuration メニューからのユーザ向けに有効に な
り、設定することができます。 このモジュールは許可されたユーザが記録物を検索し、すること
を可能にします。

次の権限は借用者管理者によってアクセスを記録管理モジュールに認めるときカスタマイズする
ことができます:

管理して下さい記録物-記録物を削除し、復元する割り当て許可されたユーザ
タグ-許可されたユーザをタグ タブに検索 基準として使用に音声ファイルに割り当てることがで
きるタグを表示し、作成し、編集するためにアクセスすることを許可します
カスタム属性-許可されたユーザをカスタム属性タブに値がのために検索される記録物 およびそ
れ以降と保存することができるカスタム属性を作成し、修正するためにアクセスすることを許可
します。
セキュリティキー-許可されたユーザをセキュリティキー タブに Security 鍵ペアを作成するため
のスケジュールを表示し、変更するためにアクセスすることを許可します

コール 記録物を検索する方法

記録管理モジュールのコール 記録物を捜すことができます。



キュー、サイト、チーム、エージェント、ラップアップ コードおよびタグに基づいてコール 記録
物をフィルタリングできます。



高度な 検索は CAD 変数、記録期間、カスタム属性およびコール属性に基づいて記録物をフィル
タリングすることを可能にします
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