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概要

この技術情報 descrives WebEx コンタクトセンターの選挙事務所長設定。 それは音声キャンペー
ンがエンタープライズで設定されるかによって、開始しますアウトダイヤル キャンペーン コール
をあなた自身決まりますまたはシステム 開始はあなたのためのコールの外線番号にダイヤルしま
す。 プレビュー キャンペーンでは、IDLE 状態にあるとき WebEx コンタクトセンターからのア
ウトダイヤル連絡先カードを要求します。 連絡先カードを受け入れるとき、WebEx コンタクト
センターは送信呼び出しを送信します。 コンタクトセンターが問い合わせている人と以前に通信
したら、それらのコールの履歴は Agent Desktop の右のパネルに現われます。 進歩的なキャンペ
ーンでは、利用可能な状態にある、システムはあなたにアウトダイヤル コールを押します。 コン
タクトセンターが問い合わせている人と以前に通信したら、それらのコールの履歴は Agent
Desktop の右のパネルに現われます。

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:

WebEx コンタクトセンター エントリ ポイント設定。 ●

WebEx コンタクトセンターのキャンペーンは基本を管理します。●

送信キャンペーンの基本的な知識●

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。

プレビュー キャンペーンのための送信エントリ ポイント設定

正しく設定された送信エントリ ポイント（送信 EP）はプレビュー キャンペーンのための前提条
件です。 プレビュー キャンペーン設定に取り組む前に、エージェントが Agent Desktop アプリ
ケーション（ADA）で Dialpad を使用して簡単な送信呼び出しを作れることを確認して下さい。
エージェントがアウトダイヤル コール ADA をエージェントのコンフィギュレーションを確認す
るために送信できなかったらステップの下で正しいです参照して下さい。

ステップ 1.エージェントはのために ADA からの送信呼び出しを送信ことユーザアカウント送信
エントリ ポイント（送信 EP）を正しく設定したエージェント プロファイルに割り当てられる必
要がありますできましたら。



ステップ 2.送信 EP ルーティング戦略は OutdialEP 制御スクリプトで設定する必要があります。

ステップ 3.送信キュー ルーティング戦略は OutdialQ 制御スクリプトで設定する必要があります
。 

注: エントリ ポイントのカスタム コントロール スクリプトネームおよびキューは借用者の
異なる名前があるかもしれません。

注: どの新しいアウトダイヤル エントリ ポイントでもそれをはたらかせます Cisco TAC/SA
チームによって提供される必要があります。

設定プレビュー キャンペーン

ステップ 1： アウトダイヤル EP がエージェント プロファイルに設定され、割り当てられるよう
にして下さい。

ステップ 2. WebEx コンタクトセンター ポータルからの選挙事務所長モジュールを開いて下さい
。 



ステップ 3.移動システム→モード。 音声 モードを追加して下さい。 これは借用者のために前も
って構成されるかもしれません。



ステップ 4.移動システム→時間帯。 有効適切な時間時間帯。

ステップ 5.移動システム→設定 ビジネス 結果 グループ。 デフォルトで、WebEx コンタクトセン
ター プロビジョニング モジュールで定義される要約コードはビジネス 結果として選挙事務所長
に追加されます。 

下記に示されているようにビジネス 結果 アイコンをクリックして下さい。

ビジネス 結果 画面は開きます。



アクション カラムで『Edit』 をクリック し、結果 ウィザードにナビゲートするためにビジネス
結果 グループおよび親結果 Group ウィザードの Next ボタンをクリックして下さい。

ステップ 6.移動連絡先戦略→は追加します。 簡単ように型を保存して下さい。 以前に作成したモ
ードを選択して下さい。  テレフォニー 結果を設定 して下さい。



ステップ 7.移動キャンペーン→はキャンペーンを追加します。 キャンペーンを実行するために日
付/時間範囲を選択して下さい存続可能時間およびタイムゾーンを選択して下さい。

注: ビジネス 結果 グループは要約コードのグループです。 存続可能時間はキャンペーンの
連絡先が有効どの位であるかです。

ステップ 8.プレビューを『Mode』 を選択 し、チーム選択をして下さい。 チームはエージェント
のために設定する同じである必要があります。



ステップ 9.連絡先戦略を選択すればコールバック 戦略は、Default_Callback_Strategy 推奨されま
す。 の隣で作成しますキャンペーンをクリックして下さい。 

ステップ 10.グループ モジュールをナビゲートし、キャンペーン グループを有効に されます確認
すれば新しく作成されたキャンペーンはそれと関連付けられます。



ステップ 11.模索を『Edit』 をクリック し、連絡先パラメータを設定して下さい。

ステップ 12： チームをナビゲートし、エージェントのチームがキャンペーンと関連付けられる
ようにして下さい。

ステップ 13： サンプル連絡先ファイルを作成して下さい。



ステップ 14： リスト→からの正しいキャンペーンを編集します→連絡先リスト→を追加します連
絡先リスト→アップロード連絡先をナビゲートして下さい。 

ステップ 15： 正しいデリミタ 次を連絡先ファイル選択して下さい（、）。 ファイルを選択しま
した。

ステップ 16： キャンペーン仕様タイムゾーンとして ZoneName を選択して下さい。

ステップ 17： ホーム、オフィス、等のようなモービル モードか他の適当なモードにファイルか
ら Number フィールドを選択して下さい。

ステップ 18 『Refresh』 をクリック して下さい。 新しい連絡先リストは幾つかの秒に現われる
必要があります。



ステップ 19： Agent Desktop アプリケーションでアイドル状態になり、キャンペーン コール オ
プションをクリックするためにエージェントの状態を変更して下さい。 エージェントはプレビュ
ー モードのキャンペーン コールを開始します。

コールはエージェントに示されます。 コールを受け入れるか、またはスキップして下さい。

進歩的なキャンペーンのためのコールバック アウトダイヤル エ
ントリ ポイント設定



それは進歩的なキャンペーン作業を作るために音声 コールバック 機能性でアウトダイヤル エン
トリ ポイントを設定する前提条件です。

注: どの新しいアウトダイヤル エントリ ポイントでもそれをはたらかせます Cisco TAC/SA
チームによって提供される必要があります。

ステップ 1.アウトダイヤル EP を作成して下さい。

ステップ 2.送信 EP のための設定 ルーティング戦略。 WebCallbackEP を制御スクリプトとして
選択し、送信キューを選択して下さい。

ステップ 3.アウトダイヤル キュー ルーティング戦略を設定して下さい。 WebcallbackQ 制御ス
クリプトを選択して下さい。 進歩的なキャンペーン コールを扱う必要があるチームを追加して下
さい。 



注: PS 約束が WebCallbackEP.js および WebcallbackQ.js コールバック得るために制御スク
リプト必要となるかもしれません。

設定進歩論者キャンペーン

ステップ 1： アウトダイヤル EP が設定されるし、コールバック制御スクリプトとように正しく
機能して下さい。 
ステップ 2.選挙事務所長を開いて下さい。
ステップ 3.移動システム→モード。 音声 モードを追加して下さい。 これは借用者のために前も
って構成されるかもしれません。

ステップ 4.移動システム→時間帯。 有効適切な時間時間帯。



ステップ 5.移動システム→設定 ビジネス 結果 グループ。 デフォルトで、WebEx コンタクトセン
ター プロビジョニング モジュールで定義される要約コードはビジネス 結果として選挙事務所長
に追加されます。 ビジネス 結果 アイコンをクリックして下さい。 ビジネス 結果 画面は開きま
す。

アクション カラムで『Edit』 をクリック し、結果 ウィザードにナビゲートするためにビジネス
結果 グループおよび親結果 Group ウィザードの Next ボタンをクリックして下さい。



ステップ 6.移動連絡先戦略→は追加します。 簡単ように型を保存して下さい。 以前に作成したモ
ードを選択して下さい。  テレフォニー 結果を設定 して下さい。

ステップ 7.移動キャンペーン→はキャンペーンを追加します。 キャンペーンを実行するために日
付/時間範囲を選択して下さい。 存続可能時間およびタイムゾーンを選択して下さい。

注: ビジネス 結果 グループは要約コードのグループです。 存続可能時間はキャンペーンの
連絡先が有効どの位であるかです。



音声 チャネルおよび進歩的なペーシング モードを選択して下さい。 コールバック コントロール
スクリプトで以前に作成した送信エントリ ポイントを選択しました。 

連絡先戦略およびコールバック 戦略を選択して下さい。



ステップ 8.移動グループ。 キャンペーン グループが有効に なり、進歩的なキャンペーンがそれ
と関連付けられるようにして下さい。

連絡先パラメータを設定して下さい。

正しいタイムゾーンを選択して下さい

ステップ 9. NavigateTeams。 正しいチームとのキャンペーンをマップして下さい。



ステップ 10.サンプル連絡先ファイルを作成して下さい。

11. 移動キャンペーン→は→連絡先リスト→を追加します連絡先リスト→アップロード連絡先を編集
します。

正しいデリミタ 次を連絡先ファイル選択して下さい（、）。 ファイルを選択しました。



キャンペーン特定時時間帯として Zone name を選択して下さい

ホームである可能性があるモービル モードにファイルから Number フィールドをか他の適当なモ
ード オフィス、等選択して下さい。 

『Upload』 をクリック し、『Refresh』 をクリック して下さい。 新しい連絡先リストは幾つか
の秒に現われる必要があります。 

12. Agent Desktop アプリケーションを開き、利用可能にステータスを変更して下さい。 システ
ムは自動的に連絡先リストでアップロードした数を呼出し始めます。 
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