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変更履歴
変更内容

参照先

追加された新しい Finesse
Email レポート。

• すべてのフィールドの履歴レポー
ト, （1 ページ）を更新

日付
10.6(1) 向けドキュメント
の初期リリース

• クエリ デザインの履歴レポート, （
131 ページ） を更新

このマニュアルについて
『Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド』では、履歴レポートのすべてのフィー
ルドについて説明します。またこのガイドでは、履歴レポートのクエリデザインについても説明
します。
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はじめに
対象読者

対象読者
このマニュアルは、履歴レポートにアクセスする Unified CCX のユーザを対象としています。 「ク
エリ デザイン」の項は、カスタム レポートの開発者を対象としています。

関連資料
マニュアルまたはリソース

リンク

『Cisco Unified Contact Center Express
Documentation Guide』

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/
ps1846/products_documentation_roadmaps_list.html

Unified CCX マニュアルを参照できる cisco.com http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/
ps1846/tsd_products_support_series_home.html
サイト
Unified CCX に関するトラブルシューティング http://docwiki.cisco.com/wiki/Troubleshooting_
Unified_Contact_Center_Express
のヒント
Unified CCX の仮想化

http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization_for_
Cisco_Unified_Contact_Center_Express

Unified Intelligence Center マニュアルを参照でき http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/tsd_
products_support_series_home.html
る cisco.com サイト

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。http://www.cisco.com/
en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードを購読して、デスクトップの RSS リー
ダーに直接更新が送信されるようにすることもできます。 RSS フィードは無料のサービスです。
シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

マニュアルに関するフィードバック
このドキュメントのフィードバックをお寄せいただくには、次のアドレス宛に電子メールを送信
してください。
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com
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章

すべてのフィールドの履歴レポート
• チャット レポート, 1 ページ
• 電子メール レポート, 9 ページ
• Finesse Email レポート, 21 ページ
• インバウンド レポート, 29 ページ
• アウトバウンド レポート, 102 ページ
• システム レポート, 122 ページ

チャット レポート
チャット エージェント（詳細）レポート
チャット エージェント（詳細）レポートには、チャット エージェントが処理した各チャット コ
ンタクトに関する情報が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント別合計アク
ティブ時間、受諾時間
（Total Active, Accept Time
by Agent）

エージェントが、すべてのチャットコンタクトに費やしたアクティ
ブ時間と受諾時間を表示します。
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すべてのフィールドの履歴レポート
チャット エージェント（詳細）レポート

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

エージェント ID（Agent
ID）

エージェントのログイン ID。

チャット開始時間（Chat
Start Time）

エージェントがチャットを受諾した時刻。

チャット終了時刻（ChatEnd エージェントがチャットを終了した時刻。
Time）
時間（Duration）

チャット開始時刻からチャット終了時刻までの経過時間。

チャット発信元（Chat
Originator）

チャット コンタクトを識別する一意のコンタクト ID。

チャット ルーテッド CSQ
（Chat Routed CSQ）

チャット コンタクトをエージェントにルーティングしたコンタク
ト サービス キュー（CSQ）。

チャット スキル（Chat
Skills）

チャット コンタクトの処理に関してエージェントに関連付けられ
ているスキル。

アクティブ時間（Active
Time）

エージェントがチャットコンタクトとのチャットに費やした時間。

受諾時間（Accept Time）

デスクトップに割り当てられた後に、エージェントがチャット コ
ンタクトの受諾に費やした時間。

要約情報：この列でのレコードの合計。

要約情報：この列でのレコードの合計。
チャット タイプ（Chat
Type）

チャット コンタクトのタイプ。 存在するタイプは着信のみです。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
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すべてのフィールドの履歴レポート
チャット エージェント（要約）レポート

フィルタ パラメータ

結果

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。

チャット タイプ（Chat
Type）

指定された着信チャット タイプの情報を表示します。

グループ化条件
なし

チャット エージェント（要約）レポート
チャット エージェント（要約）レポートには、チャットやエージェント状態のアクティビティな
ど、チャット エージェントのアクティビティの要約が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェントの平均受諾時 エージェントがチャット コンタクト要求の受諾に費やした平均時
間およびアクティブ チャッ 間、およびエージェントがビジー状態で費やした平均時間を表示し
ト時間（Average Accept and ます。
Active Chat Time for Agents）
エージェント別のチャット エージェントに提供されたチャット コンタクトの数、およびエー
の合計提供数と処理数
ジェントにより処理されたチャットコンタクトの数を表示します。
（Total Presented vs Handled
Chats by Agent）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。
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すべてのフィールドの履歴レポート
チャット CSQ アクティビティ レポート

フィールド

説明

エージェント ID（Agent
ID）

エージェントのログイン ID。

提供総数（Total Presented） エージェントに提供されたチャットの数。
処理総数（Total Handled）

エージェントが受諾したチャットの数。

アクティブ時間 - 平均
（Active Time - Avg）

エージェントが処理したチャットの平均チャット時間。

アクティブ時間 - 最大
（Active Time - Max）

エージェントが処理したチャットの最長チャット時間。

受諾時間 - 平均（Accept
Time - Avg）

エージェントが受諾したチャットの平均受諾時間。

受諾時間 - 最大（Accept
Time - Max）

エージェントが受諾したチャットの最長受諾時間。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。

グループ化条件
なし

チャット CSQ アクティビティ レポート
チャット CSQ アクティビティ レポートには、提供チャット、処理チャット、放棄チャットの概要
がコンタクト サービス キュー（CSQ）ごとに表示されます。 また、処理およびキューイングされ
るチャットの平均時間と最大時間も表示されます。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
4

すべてのフィールドの履歴レポート
チャット CSQ アクティビティ レポート

チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

CSQ ごとの平均処理時間
（Average Handle Time by
CSQ）

CSQ で処理されるチャットの平均処理時間を表示します。

CSQ によって表示される
CSQ でキュー時間が最長のチャットを表示します。
チャットの最大キュー時間
（Max Queue Time for Chats
Presented by CSQ）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

CSQ の名前。

CSQ ID

CSQ の一意な ID。

ホスト チャット数（Chats
Presented）

エージェントがチャットを受諾するかどうかに関係なく、CSQ に
ルーティングされるチャットの数。

キュー時間：平均（Queue
Time - Avg）

CSQ にルーティングされるすべてのチャットの平均キュー時間。

キュー時間：最大（Queue
Time - Max）

CSQ にルーティングされるチャットの最長キュー時間。

処理チャット数（Chats
Handled）

この CSQ を経由してエージェントにルーティングされ、そのエー
ジェントにより受諾され、処理されるチャットの数。

処理時間：平均（Handle
Time - Avg）

CSQ が処理したすべてのチャットの平均処理時間。 処理時間はア
クティブなチャット時間です。

処理時間：最大（Handle
Time - Max）

CSQ が処理したチャットの最長処理時間。

放棄チャット数（Chats
Abandoned）

エージェントが受諾する前にチャットの提出者がチャットを終了し
たか、切断されたため、CSQ にルーティングされたが、エージェ
ントにより受諾されなかったチャットの数。
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すべてのフィールドの履歴レポート
チャット CSQ エージェント（要約）レポート

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

CSQ 名（CSQ Names）

指定の CSQ に関する情報を表示します。

グループ化条件
なし

チャット CSQ エージェント（要約）レポート
チャット CSQ エージェント（要約）レポートには、チャット コンタクト サービス（CSQ）で処
理されたチャットに関する情報が、チャット エージェントごとに表示されます。 エージェント
は、複数の CSQ のチャット コンタクトを処理できます。 レポートには、エージェントごとに、
処理されたチャットの平均チャット時間と平均受諾時間、受信したチャットの数、処理された
チャットの数、および無応答のチャットの数が含まれています。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

CSQ およびエージェントに CSQ ごとに各エージェントによって処理されたチャットの数を表
よって処理されたチャット 示します。
（Chats Handled by CSQ and
Agent）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

CSQ の名前。

CSQ ID

CSQ の一意な ID。

エージェント名（Agent
Name）

この CSQ のチャットを処理したエージェントの姓と名。

受信チャット数（Chat
Received）

この CSQ にキューイングされ、エージェントに割り当てられた
チャットの数。
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すべてのフィールドの履歴レポート
チャット トラフィック分析レポート

フィールド

説明

処理されたチャット（Chat
Handled）

この CSQ にキューイングされ、エージェントが応答したチャット
の数。

平均アクティブチャット時 このCSQでエージェントが処理したすべてのチャットの平均チャッ
間（Average Active Chat
ト時間。 チャット時間は、エージェントがチャットに応答してか
Time）
ら、チャットを終了させるまでの経過時間です。
平均チャット時間 = 合計チャット時間 / 処理されたチャット数
チャット応答なし（Chat No エージェントに接続されたが、応答されなかったチャットの数。
Answer）
平均許容時間（Average
Acceptance Time）

チャット アラートがデスクトップに表示されてから、チャットが
エージェントによって応答されるか、切断されるまでの経過時間。
チャットがいずれのエージェントにも提示されなかった場合、この
フィールドは空欄になります。

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

CSQ 名（CSQ Names）

指定の CSQ に関する情報を表示します。

グループ化条件
なし

チャット トラフィック分析レポート
チャット トラフィック分析レポートには、Unified CCX システムへの着信チャット コンタクトに
関する情報が表示されます。 この情報は毎日提供され、その日のピーク時間に関する情報も含ま
れています。
チャート
次のチャートを使用できます。
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すべてのフィールドの履歴レポート
チャット トラフィック分析レポート

チャート名

説明

日付別の平均チャット時間 その日の平均チャット時間を表示します。
（Average Chat Duration by
Date）
日付別のピーク チャット
（Peak Chats by Date）

1 日で最も多くのチャットを受信した時間を表示します。

日付別の合計着信チャット その日に Unified CCX が受信したチャットの数。
数（Total Incoming Chats by
Date）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

日付（Date）

情報が表示される日付。

合計着信チャット数（Total その日に Unified CCX が受信したチャット コンタクトの数。
Incoming Chats）
要約情報：この列でのレコードの合計。
平均チャット数（毎時）
（Avg Chats (per hour)）

受信したチャット コンタクトの 1 時間あたりの平均数。
要約情報：この列での最大値。

ピーク チャット数（毎時） ピーク時間中に受信したチャット コンタクトの数
（Peak Chats (per hour)）
要約情報：この列での最大値。
ピーク時間：開始（Peak
Hour Start）

ピーク時間（最大数のチャット コンタクトを受信した時間）の開
始時刻。

ピーク時間：終了（Peak
Hour End）

ピーク時間（最大数のチャット コンタクトを受信した時間）の終
了時刻。

チャット時間：平均（Chat
Duration - Avg）

その日の平均チャット時間。

チャット時間：最小（Chat
Duration - Min）

その日の最短チャットの時間。

チャット時間：最大（Chat
Duration - Max）

その日の最長チャットの時間。

要約情報：この列での最大値。

要約情報：この列での最小値。

要約情報：この列での最大値。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール レポート

フィルタ条件
なし
グループ化条件
なし

電子メール レポート
電子メール エージェント アクティビティ レポート
電子メール エージェント アクティビティ レポートには、電子メールが有効なエージェントの、
その日の電子メール統計情報が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント状態別の電子 エージェントがエージェント状態で費やした時間を表示します。
メール エージェント アク
ティビティ（Email Agent
Activity by Agent State）
電子メール別の電子メール エージェントの電子メール統計情報を表示します。
エージェント アクティビ
ティ（Email Agent Activity
by Email）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

電子メール メッセージのルーティング先であるエージェントの名
前。

日付（Date）

エージェントがログインした日付。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール エージェント アクティビティ レポート

フィールド

説明

ログイン時刻（Login Time） エージェントがログインした時刻。
要約情報：この列でのレコードの合計。
待受停止（Not Ready）

エージェントが電子メール受信不可状態で費やした合計時間。
要約情報：この列でのレコードの合計。

待受開始（Ready）

エージェントが電子メール受信可能状態で費やした合計時間。
要約情報：この列でのレコードの合計。

処理（Processing）

エージェントが電子メール処理中状態で費やした合計時間。
要約情報：この列でのレコードの合計。

取得（Retrieved）

エージェントが取得した電子メール メッセージの数。 電子メール
メッセージが間隔内に入るかどうかは、ルーティング日時によって
決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

再キューイング
（Requeued）

エージェントが再キューイングした電子メール メッセージの数。
電子メール メッセージが間隔内に入るかどうかは、再キューイン
グ日時によって決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

転送発信（Transfer Out）

エージェントが転送した電子メール メッセージの数。 電子メール
メッセージが間隔内に入るかどうかは、転送日時によって決まりま
す。
要約情報：この列でのレコードの合計。

送信（Sent）

エージェントが送信した応答電子メールメッセージの数。電子メー
ル メッセージが間隔内に入るかどうかは、送信日時によって決ま
ります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

削除（Deleted）

エージェントが削除した電子メール メッセージの数。 電子メール
メッセージが間隔内に入るかどうかは、削除日時によって決まりま
す。
要約情報：この列でのレコードの合計。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート

フィールド

説明

送信の処理時間（Sent In
Process）

電子メールに応答するために、エージェントが電子メール処理中状
態で費やした合計時間。 処理時間は、いずれの間隔に処理された
のかを問わずカウントされます。
要約情報：この列でのレコードの合計。

平均処理時間（Avg In
Process）

平均処理時間 = 合計処理時間 / 送信された電子メールの数

平均デスク時間（Avg On
Desk）

デスク滞留時間 = エージェントが電子メールを受信した時刻 - エー
ジェントが応答電子メールを送信した時刻。 デスク滞留時間は、
いずれの間隔に処理されたのかを問わずカウントされます。
平均デスク滞留時間 = 電子メール合計数（電子メール受信時刻 - 応
答送信時刻）

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

エージェント名（Agent
Name）

指定されたエージェントの情報を表示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

エージェント名（Agent
Name）

エージェント名でデータをソートします。

電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート
電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートには、選択した電子メール コン
タクト サービス キュー（CSQ）の日付ごとの電子メール アクティビティ統計情報が表示されま
す。
チャート
次のチャートを使用できます。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート

チャート名

説明

CSQ 別の電子メール コンタ CSQ のカテゴリごとの電子メール メッセージの数を表示します。
クト サービス キュー アク
ティビティ（Email Contact
Service Queue Activity By
CSQ）
日付別の電子メール コンタ 日付のカテゴリごとの電子メール メッセージの数を表示します。
クト サービス キュー アク
ティビティ（Email Contact
Service Queue Activity by
Date）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

電子メール メッセージのルーティングで経由した CSQ の名前。

日付（Date）

間隔に含まれる各日の日付。

ルーティング受信（Routed
In）

CSQ にルーティングされた電子メール メッセージの数。 電子メー
ルメッセージが間隔内に入るかどうかは、ルーティング日時によっ
て決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

転送受信（Transfer In）

CSQ に転送された電子メール メッセージの数。 電子メール メッ
セージが間隔内に入るかどうかは、転送日時によって決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

再キューイング
（Requeued）

CSQ に再キューイングされた電子メール メッセージの数。 電子
メール メッセージが間隔内に入るかどうかは、再キューイング日
時によって決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

転送発信（Transfer Out）

CSQ から転送された電子メール メッセージの数。 電子メール メッ
セージが間隔内に入るかどうかは、転送日時によって決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
12

すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート

フィールド

説明

送信（Sent）

CSQ から送信された応答電子メール メッセージの数。 電子メール
メッセージが間隔内に入るかどうかは、送信日時によって決まりま
す。
要約情報：この列でのレコードの合計。

削除（Deleted）

CSQ により削除された電子メール メッセージの数。 電子メール
メッセージが間隔内に入るかどうかは、削除日時によって決まりま
す。
要約情報：この列でのレコードの合計。

送信の処理時間（Sent In
Process）

送信されたすべての電子メールに応答するために、エージェントが
電子メール処理中状態で費やした合計時間。 処理時間は、いずれ
の間隔に処理されたのかを問わずカウントされます。

平均処理時間（Avg In
Process）

平均処理時間 = 合計処理時間 / 送信された電子メールの数

平均デスク時間（Avg On
Desk）

デスク滞留時間 = エージェントが電子メールを受信した時刻 - エー
ジェントが応答電子メールを送信した時刻。 デスク滞留時間は、
いずれの間隔に処理されたのかを問わずカウントされます。
平均デスク滞留時間 = 電子メール合計数（電子メール受信時刻 - 応
答送信時刻）

平均応答時間（Avg
Response）

応答時間 = 電子メールがコンタクト センターに到着した時刻 - エー
ジェントが応答電子メールを送信した時刻。 応答時間は、いずれ
の間隔に処理されたのかを問わずカウントされます。
平均応答時間 =（すべての電子メールのルーティング時刻 - すべて
の電子メールの送信時刻）/ 電子メール送信数

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

コンタクト サービス キュー 指定の CSQ に関する情報を表示します。
（Contact Service Queue）

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アクティビティ レポート

フィールド

結果

CSQ 名（CSQ Name）

CSQ 名でデータをソートします。

電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アクティビティ
レポート
電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アクティビティ レポートには、電子メール
コンタクト サービス キュー（CSQ）の日付ごとの電子メール アクティビティ統計情報が表示され
ます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント状態別の電子 カテゴリで処理された電子メール メッセージの数をエージェント
メール CSQ エージェント ア 別に表示します。
クティビティ（Email CSQ
Agent Activity by Agent
State）
CSQ 別の電子メール CSQ
エージェント アクティビ
ティ（Email CSQ Agent
Activity by CSQ）

カテゴリで処理された電子メール メッセージの数を CSQ 別に表示
します。

日付別の電子メール CSQ
エージェント アクティビ
ティ（Email CSQ Agent
Activity by Date）

カテゴリで処理されたその日の電子メール メッセージの数を表示
します。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

電子メール メッセージのルーティングで経由した CSQ の名前。

日付（Date）

間隔に含まれる各日の日付。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アクティビティ レポート

フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

電子メール メッセージのルーティング先であるエージェントの名
前。

処理（Processing）

間隔中に CSQ 経由でエージェントにルーティングされたすべての
電子メール メッセージの合計処理時間。

取得（Retrieved）

CSQ 経由でエージェントにルーティングされ、エージェントが取
得したすべての電子メール メッセージの数。 電子メール メッセー
ジが間隔内に入るかどうかは、取得日時によって決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

再キューイング
（Requeued）

エージェントに再キューイングされた電子メールメッセージの数。
電子メール メッセージが間隔内に入るかどうかは、再キューイン
グ日時によって決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

転送発信（Transfer Out）

エージェントが転送した電子メール メッセージの数。 電子メール
メッセージが間隔内に入るかどうかは、再キューイング日時によっ
て決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

送信（Sent）

エージェントが送信した応答電子メールメッセージの数。電子メー
ル メッセージが間隔内に入るかどうかは、送信日時によって決ま
ります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

削除（Deleted）

エージェントが削除した電子メール メッセージの数。 電子メール
メッセージが間隔内に入るかどうかは、削除日時によって決まりま
す。
要約情報：この列でのレコードの合計。

送信の処理時間（Sent In
Process）

送信されたすべての電子メールに応答するために、エージェントが
電子メール処理中状態で費やした合計時間。 処理時間は、いずれ
の間隔に処理されたのかを問わずカウントされます。

平均処理時間（Avg In
Process）

平均処理時間 = 合計処理時間 / 送信された電子メール メッセージ
の数
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール受信ボックス トラフィック分析レポート

フィールド

説明

平均デスク時間（Avg On
Desk）

デスク滞留時間 = エージェントが電子メールを受信した時刻 - エー
ジェントが応答電子メールを送信した時刻。 デスク滞留時間は、
いずれの間隔に処理されたのかを問わずカウントされます。
平均デスク滞留時間 = 電子メール合計数（電子メール受信時刻 - 応
答送信時刻）

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

コンタクト サービス キュー 指定の CSQ に関する情報を表示します。
（Contact Service Queue）

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

CSQ 名（CSQ Name）

CSQ 名でデータをソートします。

日付（Date）

CSQ 内の日付でデータをソートします。

電子メール受信ボックス トラフィック分析レポート
電子メール受信ボックストラフィック分析レポートには、選択した電子メールアドレスおよび毎
日の時間バケットでの期間で受信した電子メール メッセージの数が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

日付別の電子メール受信
その日に受信した電子メール メッセージの数を表示します。
ボックス トラフィック
（Email Inbox Traffic Analysis
by Date）
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール受信ボックス トラフィック分析レポート

チャート名

説明

電子メール アドレス別の電 エージェントが受信した電子メールメッセージの数を表示します。
子メール受信ボックス トラ
フィック（Email Inbox
Traffic Analysis by Email
Address）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

電子メール アドレス（Email 電子メール メッセージの送信先の電子メール アドレス。 電子メー
Address）
ル アドレスは、指定した時間間隔の最初の日に一度だけ表示され
ます。
着信（Incoming）

間隔に含まれる各日の日付。

電子メール カウント（Email その日に電子メール アドレスに送信された電子メール メッセージ
Count）
の数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

電子メール アドレス（Email 指定された電子メール アドレスの情報を表示します。
Address）

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

電子メール アドレス（Email 電子メール アドレスでデータをソートします。
Address）
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すべてのフィールドの履歴レポート
Eメール解決（詳細）レポート

Eメール解決（詳細）レポート
電子メール解決（詳細）レポートには、コンタクト サービス キュー（CSQ）で解決した電子メー
ル メッセージの統計情報が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント別の電子メー エージェントが解決した電子メール メッセージ数を表示します。
ル解決（詳細）（Email
Resolution Detail By Agent）
CSQ 別の電子メール応答
（詳細）（Email Response
Detail By CSQ）

CSQ で解決した電子メール メッセージの数を表示します。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

電子メール メッセージをエージェントにルーティングした CSQ の
名前。

解決日（Date Resolved）

エージェントが解決した電子メール メッセージを送信した日付。

解像度

電子メール メッセージに記載された解決方法。

エージェント名（Agent
Name）

解決電子メール メッセージを送信したエージェントの名前。

後処理データ（Wrap-up
Data）

エージェントにより入力されたラップアップ データ。

受信日（Date Received）

コンタクト センターが電子メール メッセージを受信した日付。

取得日（Date Retrieved）

エージェントが電子メール メッセージを取得した日付。

送信先アドレス（To
Address）

電子メールメッセージが送信されたコンタクトセンターの電子メー
ル アドレス。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール応答（詳細）レポート

フィールド

説明

送信元アドレス（From
Address）

電子メール メッセージを送信した顧客の電子メール アドレス。

電子メールの件名（Email
Subject）

受信した電子メール メッセージの件名。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

CSQ 名（CSQ Name）

指定の CSQ に関する情報を表示します。

エージェント名（Agent
Name）

指定されたエージェントの情報を表示します。

グループ化条件
なし

電子メール応答（詳細）レポート
電子メール応答（詳細）レポートには、顧客に送信された電子メール応答に関する情報が表示さ
れます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント別の電子メー エージェントが応答を送信した電子メール メッセージの数を表示
ル応答（詳細）（Email
します。
Response Detail By Agent）
CSQ 別の電子メール応答
（詳細）（Email Response
Detail By CSQ）

コンタクトサービスキュー（CSQ）から送信された応答の電子メー
ル メッセージの数を表示します。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール応答（詳細）レポート

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

電子メール メッセージをエージェントにルーティングした CSQ の
名前。

送信日（Sent Date）

エージェントが応答電子メール メッセージを送信した日時。

エージェント名（Agent
Name）

応答電子メール メッセージを送信したエージェントの名前。

受信日（Date Received）

コンタクト センターが電子メール メッセージを受信した日付。

取得日（Date Retrieved）

エージェントが電子メール メッセージを取得した日付。

送信先アドレス（To
Address）

電子メールメッセージが送信されたコンタクトセンターの電子メー
ル アドレス。

送信元アドレス（From
Address）

電子メール メッセージを送信した顧客の電子メール アドレス。

電子メールの件名（Email
Subject）

受信した電子メール メッセージの件名。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

CSQ 名（CSQ Name）

指定の CSQ に関する情報を表示します。

エージェント名（Agent
Name）

指定されたエージェントの情報を表示します。

グループ化条件
なし

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
20

すべてのフィールドの履歴レポート
Finesse Email レポート

Finesse Email レポート
電子メール エージェント アクティビティ レポート
電子メール エージェント アクティビティ レポートには、電子メールが有効なエージェントの、
その日の電子メール統計情報が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント状態別の電子 エージェントがエージェント状態で費やした時間を表示します。
メール エージェント アク
ティビティ（Email Agent
Activity by Agent State）
電子メール別の電子メール エージェントの電子メール統計情報を表示します。
エージェント アクティビ
ティ（Email Agent Activity
by Email）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

電子メール メッセージのルーティング先であるエージェントの名
前。

エージェント ID（Agent
ID）

エージェントのログイン ユーザ ID。

ログイン日付（Login Date） エージェントがログインした日付。
ログイン期間（Logged-In） エージェントがログインしている合計時間。
要約情報：この列でのレコードの合計。
待受停止（Not Ready）

エージェントが電子メール受信不可状態で費やした合計時間。
要約情報：この列でのレコードの合計。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール エージェント アクティビティ レポート

フィールド

説明

待受開始（Ready）

エージェントが電子メール受信可能状態で費やした合計時間。
要約情報：この列でのレコードの合計。

デスクで費やした時間
（Time Spent On Desk）

エージェントが電子メール処理中状態で費やした合計時間。
要約情報：この列でのレコードの合計。
（注）

提示（Presented）

これは非表示のフィールドで
す。

エージェントに提示された電子メール メッセージの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

再キューイング
（Requeued）

エージェントが再キューイングした電子メール メッセージの数。
電子メール メッセージが間隔内に入るかどうかは、再キューイン
グ日時によって決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

送信（Sent）

エージェントが送信した応答電子メールメッセージの数。電子メー
ル メッセージが間隔内に入るかどうかは、送信日時によって決ま
ります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

平均デスク時間（Avg On
Desk）

デスク滞留時間 = エージェントが電子メールを受信した時刻 - エー
ジェントが応答電子メールを送信した時刻。
平均デスク時間 = デスク滞留時間/送信および再キューイングされ
た電子メール数。

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

オフセット時間（Time
Offset）

タイムゾーンのリストを表示します。

エージェント名（Agent
Name）

指定されたエージェントの情報を表示します。

自分のタイムゾーンに一致するものを選択します。 複数の値が選
択された場合、最初の選択が有効になります。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール コンタクト詳細レポート

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

エージェント名（Agent
Name）

エージェント名でデータをソートします。

ログイン日付（Login Date） ログイン日付によって情報をグループ化します。

電子メール コンタクト詳細レポート
電子メールコンタクト詳細レポートは、エージェントによって処理される各電子メールコンタク
トに関する情報を提示します。
チャート
なし
フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

コンタクト ID（Contact ID） 電子メール コンタクトを識別する一意のソーシャル コンタクト
ID。
シーケンス No（Sequence
No）

システムが各コンタクト レッグに割り当てる数値。 シーケンス番
号は 0 から始まり、再キューイングなどのコンタクトの各レッグに
ついて 1 ずつ増加します。

CSQ 名（CSQ Name）

電子メール コンタクトをエージェントにルーティングしたコンタ
クト サービス キュー（CSQ）の名前。

エージェント名（Agent
Name）

電子メール メッセージに応答したエージェントの姓名。

受信（Received）

コンタクトセンターが電子メール コンタクトを受信した日時。

取得（Retrieved）

エージェントが電子メール コンタクトを取得した日時。

応答済み（Replied）

エージェントが電子メールに返信した日時。

送信元（From）

電子メール メッセージを送信した顧客の電子メール アドレス。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール CSQ アクティビティ レポート

フィールド

説明

返信先（Reply-To）

応答が送信されたカスタマーの電子メール アドレス。

送信先（To）

電子メールメッセージが送信されたコンタクトセンターの電子メー
ル アドレス。

件名（Subject）

受信した電子メール メッセージの件名。

コンタクト タイプ（Contact 電子メール コンタクトのコンタクト タイプ。
Type）
コンタクト タイプと説明のリストについては、Finesse Email のコ
ンタクト タイプ, （259 ページ） を参照してください。
コンタクト処理（Contact
Disposition）

電子メール コンタクトの処理。
コンタクト処理と説明のリストについては、Finesse Email のコンタ
クト処理, （259 ページ） を参照してください。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

CSQ 名（CSQ Name）

指定の CSQ に関する情報を表示します。

エージェント名（Agent
Name）

指定されたエージェントの情報を表示します。

件名（Subject）

指定された件名の情報または件名の一部を表示します。 このパラ
メータの大文字と小文字は区別されます。

グループ化条件
なし

電子メール CSQ アクティビティ レポート
電子メール CSQ アクティビティ レポートには、コンタクト サービス キュー（CSQ）でのエージェ
ントの電子メール アクティビティに関する統計情報が（日ごとに）表示されます。
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール CSQ アクティビティ レポート

（注）

システム エラーによって、エージェントに提示された電子メールの一部のコンテンツが表示
されない場合があります。 このような場合、エージェントは電子メール タブを閉じる必要が
あります。 これらのコンタクトについてはエージェントに責任はなく、レポート内で [取得
（Retrieved）]、[送信（Sent）]、および [再キューイング（Requeued）] 列で不一致が発生しま
す。

チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント状態別の電子 カテゴリで処理された電子メール メッセージの数をエージェント
メール CSQ エージェント ア 別に表示します。
クティビティ（Email CSQ
Agent Activity by Agent
State）
CSQ 別の電子メール CSQ
エージェント アクティビ
ティ（Email CSQ Agent
Activity by CSQ）

カテゴリで処理された電子メール メッセージの数を CSQ 別に表示
します。

日付別の電子メール CSQ
エージェント アクティビ
ティ（Email CSQ Agent
Activity by Date）

カテゴリで処理されたその日の電子メール メッセージの数を表示
します。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
• 表示可能なフィールド：これらのフィールドはレポートに表示されます。
• 非表示のフィールド：これらのフィールドは、レポートに表示されません。 これらのフィー
ルドを表示するようにレポートをカスタマイズできます。 詳細については、『Cisco Unified
Contact Center Express Report User Guide』を参照してください。このガイドは次の場所にあり
ます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-contact-center-express/
products-user-guide-list.html
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール CSQ アクティビティ レポート

表 1： チャット エージェント統計情報レポートの表示可能なフィールド

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

電子メール メッセージのルーティングで経由した CSQ の名前。

日付（Date）

間隔に含まれる各日の日付。

エージェント名（Agent
Name）

電子メール メッセージのルーティング先であるエージェントの名
前。

取得（Retrieved）

CSQ 経由でエージェントにルーティングされ、エージェントが取
得したすべての電子メール メッセージの数。 電子メール メッセー
ジが間隔内に入るかどうかは、取得日時によって決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

再キューイング
（Requeued）

エージェントに再キューイングされた電子メールメッセージの数。
電子メール メッセージが間隔内に入るかどうかは、再キューイン
グ日時によって決まります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

送信（Sent）

エージェントが送信した応答電子メールメッセージの数。電子メー
ル メッセージが間隔内に入るかどうかは、送信日時によって決ま
ります。
要約情報：この列でのレコードの合計。

平均デスク時間（Avg On
Desk）

デスク滞留時間 = エージェントが電子メールを受信した時刻 - エー
ジェントが応答電子メールを送信した時刻。 デスク滞留時間は、
いずれの間隔に処理されたのかを問わずカウントされます。
平均デスク滞留時間 = 電子メール合計数（電子メール受信時刻 - 応
答送信時刻）

表 2： チャット エージェント統計情報レポートの非表示のフィールド

フィールド

説明

デスクで費やした時間
（Time Spent On Desk）

送信されたすべての電子メールに応答するために、エージェントが
電子メール処理中状態で費やした合計時間。 処理時間は、いずれ
の間隔に処理されたのかを問わずカウントされます。
デスクで費やした時間 = ルーティング時間 - クロージャ時間
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール トラフィック分析レポート

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

オフセット時間（Time
Offset）

タイムゾーンのリストを表示します。
自分のタイムゾーンに一致するものを選択します。 複数の値が選
択された場合、最初の選択が有効になります。

コンタクト サービス キュー 指定の CSQ に関する情報を表示します。
（Contact Service Queue）

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

CSQ 名（CSQ Name）

CSQ 名でデータをソートします。

日付（Date）

CSQ 内の日付でデータをソートします。

電子メール トラフィック分析レポート
電子メール トラフィック分析レポートは、特定の日付または日付範囲に対して受信された電子
メール メッセージ数のカウントを提示します。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

日付別の電子メール受信
特定の日付、または日付範囲で受信された電子メール メッセージ
ボックス トラフィック分析 数を表示します。
（Email Inbox Traffic Analysis
by Date）チャート
電子メール アドレス別の電 電子メール アドレスが受信した電子メール メッセージ数を表示し
子メール受信ボックス トラ ます。
フィック（Email Inbox
Traffic Analysis by Email
Address）チャート
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すべてのフィールドの履歴レポート
電子メール トラフィック分析レポート

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

電子メール アドレス（Email 電子メール メッセージの送信先の電子メール アドレス。
Address）
受信日（Received Date）

電子メールを受信した日付。

電子メール カウント（Email ある電子メール アドレスが特定の日付または日付範囲で受信した
Count）
電子メール メッセージの数。

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

オフセット時間（Time
Offset）

タイムゾーンのリストを表示します。
時間帯を選択します。 複数の値を選択した場合、最初に選択した
値が有効になります。

電子メール アドレス（Email 有効な電子メール アドレスのリストを表示します。
Address）

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィルタ パラメータ

結果

電子メール アドレス（Email 電子メール アドレスでデータをグループ化します。
Address）
日付（Date）

日付によって情報を表示します。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
28

すべてのフィールドの履歴レポート
インバウンド レポート

インバウンド レポート
放棄コール アクティビティ（詳細）レポート
放棄コール アクティビティ（詳細）レポートには、放棄されたコールに関する情報が表示されま
す。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

最終コール優先度ごとの 1 その日の放棄コールの数およびこれらのコールの最終優先度を表示
日あたりの放棄コール数
します。
（Calls Abandoned Each Day
by Final Call Priority）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

コール開始時刻（Call Start
Time）

コール レッグの開始日時。

着信番号（Called Number） 発信者がダイヤルした電話番号。
コール ANI（Call ANI）

発信元の電話番号。 （ANI =Automatic Number Identification（自動
番号識別））

コールの初期優先度（Initial コールを受信したときに、Unified CCX ワークフローによってコー
Call Priority）
ルに割り当てられる優先度。
コール優先度と説明のリストについては、コールの優先度, （257
ページ） を参照してください。
コール ルーテッド CSQ
（Call Routed CSQ）

コールのキューイング先のコンタクト サービス キュー（CSQ）。

エージェント名（Agent
Name）

放棄される前に、コールを提供したエージェント。
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すべてのフィールドの履歴レポート
中断・拒否コール（詳細）レポート

フィールド

説明

コール スキル（Call Skills） コールのルーティング先の CSQ と関連付けられたスキル。
最終コール優先度（Final
Call Priority）

放棄された時点でのコールの優先度。

コール放棄時刻（Call
Abandon Time）

コールが放棄された日時。

放棄時間（Time to
Abandon）

コールがシステムに到着した時刻から、放棄される時刻までの経過
時間。
要約情報：すべてのコールの平均放棄時間。

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

グループ化条件
なし

中断・拒否コール（詳細）レポート
中断・拒否コール（詳細）レポートには、システムによって中断または拒否されたコールに関す
る情報が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

コンタクト処理別のコール 中断および拒否されたコールの数を表示します。
総数（Total Calls by Contact
Disposition）
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すべてのフィールドの履歴レポート
中断・拒否コール（詳細）レポート

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

ノード ID - セッション ID - ノード ID は、システムがクラスタ内の各 Unified CCX サーバに割
シーケンス No（Node ID - り当てる、1 から始まる一意の数値 ID です。
Session ID - Sequence No） セッション ID は、システムがコールに割り当てる一意のセッショ
ン ID です。
セッション シーケンス No. は、システムが各コール レッグに割り
当てる番号です。 セッション シーケンス番号は、コールのレッグ
ごとに 1 増分されます。
これら 3 つの値をまとめることで、システムが処理する自動着信呼
分配（ACD）コールが一意に識別されます。
コール開始時刻（Call Start
Time）

コールの開始日時。

コール終了時刻（Call End
Time）

コールが切断、転送、またはリダイレクトされた日時。

コンタクト タイプ（Contact コールのコンタクト タイプ。
Type）
コンタクト タイプと説明のリストについては、コンタクト タイプ
（Contact Type）, （259 ページ） を参照してください。
コンタクト処理（Contact
Disposition）

コールの処理。

中断・拒否の理由
（Abort/Reject Reason）

コールが中断または拒否された理由。

コンタクト処理と説明のリストについては、コンタクト処理
（Contact Disposition）, （259 ページ） を参照してください。
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すべてのフィールドの履歴レポート
中断・拒否コール（詳細）レポート

フィールド

説明

発信元DN（ディレクトリ番 発信元ディレクトリ番号。 この番号は発信番号と同じです。 発信
号）（Originator DN
元タイプはエージェント、デバイス、不明のいずれかです。
(Directory Number)）
• 発信元タイプがエージェントの場合、このフィールドはエー
ジェントの Unified CCX 内線を示します。 コールが非 IPCC
内線宛の場合、非 IPCC 内線が表示されます。 コールが非
IPCC 内線から発信される場合、非 IPCC 内線が表示されます。
• 発信元タイプがデバイスの場合、このフィールドは CTI ポー
ト番号を示します。
• 発信元タイプが不明の場合（ゲートウェイ経由かモニタ対象
外デバイス）、このフィールドは発信者の電話番号を示しま
す。
発信元番号と説明のリストについては、発信元の電話番号/発信元
DN および発信元タイプ, （260 ページ） を参照してください。
着信先 DN（Destination
DN）

着信先ディレクトリ番号。 着信元タイプはエージェント、デバイ
ス、不明のいずれかです。
• 着信先タイプがエージェントの場合、このフィールドはエー
ジェントの Unified CCX 内線を示します。
• 着信先タイプがデバイスの場合、このフィールドは CTI ポー
ト番号を示します。
• 着信先タイプが不明な場合（ゲートウェイ経由かモニタ対象
外デバイス）、このフィールドは発信先の電話番号を示しま
す。
着信先番号と説明のリストについては、宛先電話番号/宛先 DN お
よび宛先タイプ, （259 ページ） を参照してください。

着信番号（Called Number） 発信者がダイヤルした元の番号。 コールが転送の場合、コールの
転送先の番号が表示されます。
元の着信番号（Original
Called Number）

発信者がダイヤルした元の番号。ルート ポイント番号またはエー
ジェントの内線のいずれか。

アプリケーション名
（Application Name）

ルート ポイントと関連付けられている Unified CCX または Unified
IP IVR アプリケーション。

コール ルーテッド CSQ
（Call Routed CSQ）

コールのルーティング先のコンタクト サービス キュー（CSQ）。
いずれの CSQ にもルーティングされないうちにコールが中断また
は拒否された場合、このフィールドは空欄になります。
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すべてのフィールドの履歴レポート
エージェント コール（要約）レポート

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

コンタクト処理（Contact
Disposition）

指定されたコンタクト処理の情報を表示します。

グループ化条件
なし

エージェント コール（要約）レポート
エージェント コール（要約）レポートには、エージェントがダイヤルした各コールおよび受信し
た各コールの要約情報が表示されます。
• 着信 Unified CCX コールの場合、エージェントが通話状態と作業状態で費やした平均時間、
および保留状態で費やした時間が表示されます。
• Unified CCX 以外のコールの場合、エージェントの平均通話時間と最大通話時間が表示され
ます。
• 発信コールの場合、エージェントの平均コール時間と最大コール時間が表示されます。
このレポートには、エージェントに転送されたコールの数とエージェントによって転送されたコー
ルの数、およびエージェントが参加した電話会議の数も表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

着信 ACD の通話、保留、作 エージェントが通話状態と後処理状態で費やした平均時間、および
業時間の平均（Average Talk, 保留状態で費やした時間を表示します。
Hold, Work Time for Inbound
ACD）
発信 IPCC コールの平均、最 エージェントがダイヤルしたコールに費やした平均時間と最大時間
大コール時間（Avg, Max
を表示します。 時間には、ダイヤル、応答待ち、通話に費やした
Call Time for Outbound on
時間が含まれます。
IPCC Calls）
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すべてのフィールドの履歴レポート
エージェント コール（要約）レポート

チャート名

説明

エージェント別着信、発信 エージェントがダイヤルしたコール数と受信したコール数を表示し
コールの総数（Total
ます。
Inbound, Outbound Calls by
Agent）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

Agent_ID

エージェントのログイン ID。

内線 IPCC（Extension
IPCC）

Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた、最
後のアクティブ Unified CCX 内線。

内線非 IPCC（Extension Non Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた、最
IPCC）
後のアクティブ非 Unified CCX 内線。 非 Unified CCX 内線との間に
コールがない場合、このフィールドは空欄になります。
着信総数（Total Inbound）

エージェントが受信したコールの総数。
着信総数 = 自動着信呼分配（ACD）コール数 + 着信非 ACD コール
数。

着信 ACD - 合計（Inbound
ACD - Total）

エージェントが受信した Unified CCX コールの数。

着信 ACD - 平均通話時間
（Inbound ACD - Avg Talk
Time）

受信した Unified CCX コールで、エージェントが通話状態で費やし
た平均時間。

着信 ACD - 平均保留時間
（Inbound ACD - Avg Hold
Time）

受信した Unified CCX コールを、エージェントが保留状態にした平
均時間。

着信 ACD - 平均作業時間
（Inbound ACD - Avg Work
Time）

受信した Unified CCX コールで、エージェントが作業状態で費やし
た平均時間。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
34

すべてのフィールドの履歴レポート
エージェント コール（要約）レポート

フィールド

説明

IPCC 上の着信非 ACD - 合計 Unified CCX 内線でエージェントが受信した非 Unified CCX コール
（Inbound Non - ACD On
の数。この数には、他のエージェントや外部の関係者によるコール
IPCC—Total）
が含まれます。
IPCC 上の着信非 ACD - 平均 Unified CCX 内線で受信した非 Unified CCX コールで、エージェン
通話時間（Inbound Non トが通話状態で費やした平均時間。
ACD On IPCC—Avg Talk
Time）
IPCC 上の着信非 ACD - 最大 Unified CCX 内線で受信した非 Unified CCX コールで、エージェン
通話時間（Inbound Non トが通話状態で費やした最大時間。
ACD On IPCC - Max Talk
Time）
非 IPCC 上の着信非 ACD - 非 Unified CCX 内線でエージェントが受信した非 Unified CCX コー
合計（Inbound Non - ACD On ルの数。この数には、他のエージェントや外部の関係者によるコー
Non-IPCC - Total）
ルが含まれます。
非 IPCC 上の着信非 ACD - 非 Unified CCX 内線で受信した非 Unified CCX コールで、エージェ
平均通話時間（Inbound Non ントが通話状態で費やした平均時間。
- ACD On Non-IPCC - Avg
Talk Time）
非 IPCC 上の着信非 ACD - 非 Unified CCX 内線で受信した非 Unified CCX コールで、エージェ
最大通話時間（Inbound Non ントが通話状態で費やした最大時間。
- ACD On Non-IPCC - Max
Talk Time）
IPCC 上の発信 - 合計
（Outbound On IPCC Total）

Unified CCX 内線でエージェントがダイヤルしたコールの数。この
数には、接続されたコールと試行されたコールの両方が含まれま
す。

IPCC 上の発信 - 平均コール Unified CCX 内線での発信コールの平均コール時間。
時間（Outbound On IPCC Avg Call Time）
IPCC 上の発信 - 最大コール Unified CCX 内線での発信コールで、エージェントが通話状態で費
時間（Outbound On IPCC - やした最大時間。
Max Call Time）
非 IPCC 上の発信 - 合計
（Outbound On Non-IPCC Total）

非 Unified CCX 内線でエージェントがダイヤルしたコールの数。こ
の数には、接続されたコールと試行されたコールの両方が含まれま
す。
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すべてのフィールドの履歴レポート
エージェント コール（要約）レポート

フィールド

説明

非 IPCC 上の発信 - 平均コー 非 Unified CCX 内線での発信コールで費やした平均コール時間と最
ル時間（Outbound On
大コール時間。
Non-IPCC - Avg Call Time）
非 IPCC 上の発信 - 最大コー 非 Unified CCX 内線での発信コールで、エージェントが通話状態で
ル時間（Outbound On
費やした最大時間。
Non-IPCC - Max Call Time）

（注）

ACD - 転送受信（ACD Transfer In）

エージェントに転送された Unified CCX コールの数。

ACD - 転送発信（ACD Transfer Out）

エージェントが転送発信した Unified CCX コールの数。

ACD - 電話会議（ACD Conference）

エージェントが参加した着信 Unified CCX 会議コールの数。

コール時間は、エージェントがコールに対してオフフック状態になった時点で開始され、コー
ルが終了した時点で終了します。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

リソース グループ名
（Resource Group Names）

指定されたリソース グループに属しているエージェントの情報を
表示します。

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。

グループ化条件
なし
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すべてのフィールドの履歴レポート
エージェント（詳細）レポート

エージェント（詳細）レポート
エージェント（詳細）レポートには、エージェントが処理した自動着信呼分配（ACD）コールと
非 ACD コール、およびエージェントがダイヤルした ACD コールと非 ACD コールに関する情報
が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント（詳細）レ
ポート

エージェントが通話状態と作業状態で費やした平均時間、および保
留状態で費やした時間を表示します。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

エージェント ID（Agent
ID）

エージェントのログイン ID。

内線（Extension）

Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた Unified
CCX 内線。

コール開始時刻（Call Start
Time）

エージェントの内線でコール レッグが呼び出された日時。

コール終了時刻（Call End
Time）

コール レッグが切断または転送された日時。

時間（Duration）

コール開始時刻からコール終了時刻までの経過時間。
要約情報：この列での値の合計。

着信番号（Called Number） 発信者がダイヤルした電話番号。
コール ANI（Call ANI）

発信元の電話番号。 （ANI =Automatic Number Identification（自動
番号識別））
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すべてのフィールドの履歴レポート
エージェント（詳細）レポート

フィールド

説明

コール ルーテッド CSQ
（Call Routed CSQ）

コールを処理したコンタクト サービス キュー（CSQ）。 コール
は、この CSQ にキューイングされている間に、発信者がエージェ
ントに接続された時点で処理されたと見なされます。

その他の CSQ（Other
CSQs）

コールが複数のCSQにキューイングされる場合は、コールがキュー
イングされたいずれかの CSQ の名前が表示されます。
「…」を表示して、コールがキューイングされた CSQ がさらにあ
ることを示します。

コール スキル（Call Skills） コールを処理した CSQ と関連付けられているスキル。
通話時間（Talk Time）

• Unified CCX コールの場合、エージェントがコールに接続した
時刻からコールが切断または転送された時刻までの経過時間
で、保留時間を含みません。
• 非 Unified CCX コールの場合、エージェントがコールに接続
した時刻からコールが切断または転送された時刻までの経過
時間です。
要約情報：この列での値の合計。

保留時間（Hold Time）

エージェントがコールを保留した合計時間。 非 Unified CCX コー
ルには適用されません。
要約情報：この列での値の合計。

作業時間（Work Time）

コールの後にエージェントが作業状態で費やした時間。 非 Unified
CCX コールには適用されません。
要約情報：この列での値の合計。

コール タイプ

コールのタイプ。
コール タイプと説明のリストについては、コール タイプ, （258
ページ） を参照してください。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

リソース グループ名
（Resource Group Name）

指定されたリソース グループに属しているエージェントの情報を
表示します。
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すべてのフィールドの履歴レポート
エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポート

フィルタ パラメータ

結果

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。

コール タイプ

指定されたコール タイプの情報を表示します。

グループ化条件
なし

エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポート
エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポートには、レポート期間中のログイン
セッションごとの、各エージェントのログインとログアウトの日時、およびエージェントがログ
アウト時に入力した理由コードが表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェントのログイン/ロ エージェントごとの合計ログイン時間を表示します。
グアウト アクティビティ レ
ポート

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

エージェント ID（Agent
ID）

エージェントのログイン ID。

内線（Extension）

Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた、最
後のアクティブ Unified CCX 内線。
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すべてのフィールドの履歴レポート
エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポート

フィールド

説明

エージェントのログイン詳 小なり記号（<）は、エージェントはレポート期間以前にログイン
細 — LBLT（Agent Login
していたことを示します。 （LBLT = Logged In Before Login Time
Details—LBLT）
（ログイン時刻以前のログイン））
エージェントのログイン詳 エージェントがログインした日時。
細 — ログイン時刻（Agent
Login Details—Login Time）
エージェントのログアウト 大なり記号（>）は、レポートが生成された時点でエージェントが
詳細 — LOALT（Agent
引き続きログインしていたことを示します。 （LOALT = Logged
Logout Details—LOALT）
Out After Logout Time（ログアウト時刻以降のログアウト））
エージェントのログアウト エージェントがログアウトした日時。
詳細 — ログアウト時刻
（Agent Logout
Details—Logout Time）
ログアウト理由コード
（Logout Reason Code）

デスクトップからログアウトする際にエージェントが入力する数値
理由コード。 ゼロは、ログアウト理由コードが設定されていない
か、エージェントが理由コードを入力できなかったことを示しま
す。
理由コードと説明のリストについては、定義済みの理由コード, （
261 ページ） を参照してください。

ログイン期間（Logged-In
Duration）

ログイン時刻からログアウト時刻までの経過時間。
要約情報：この列での値の合計。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。
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グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

エージェント名（Agent
Name）

エージェント名でデータをソートします。

エージェント受信不可の理由コード（要約）レポート
エージェント待受停止の理由コード（要約）レポートには、各エージェントがログイン状態で費
やした時間が表示されます。 理由コード（RC）ごとに、エージェントが待受停止状態で費やした
時間を表示します。 デフォルトでは、最大 8 個の定義済みの理由コードが表示され、その他の情
報は「その他の理由コード」として分類されます。
このレポートでは、レポート期間内の 30 分間または 60 分間ごとの情報を表示できます。
このレポートでは、これらのユーザ定義の理由コードでフィルタリングする場合、ユーザ定義の
理由コードには列ヘッダーを表示しません。 フィルタで選択した理由コードに関する統計情報
は、実際に計算されてレポートに表示されますが、これらの統計情報は、システム定義の理由コー
ドの列ヘッダーの下に表示されます。この動作は、レポートのフィルタパラメータに基づいて、
レポート ヘッダーが動的に変更される、履歴レポート クライアントの動作とは異なります。
この問題を解決するには、エージェント待受停止の理由コード（要約）レポートでカスタム グ
リッド ビューを作成し、デフォルトの列ヘッダーを、ユーザ定義の理由コードのわかりやすい名
前に変更します。 その後、フィルタに入力した理由コードの値リストから、一致する理由コード
を選択します。 ユーザ定義の理由コードを理由コードの値リストに表示するには、AgentStateDetail
テーブルにその理由コードが存在していることが必要です。
ヘッダーと、フィルタで選択された理由コードの間には、マッピングが存在していないことに注
意してください。 その結果、ビュー内でヘッダーが定義されているのと同じ順序で、理由コード
をフィルタで選択する必要があります。 また、レポートですべての理由コードにヘッダーが存在
する場合、それらすべてをフィルタで選択する必要があります。すべてを選択しないと、選択し
た理由コードでの時刻が、グリッド内の左から右に向かって埋められて、間違った列に表示され
ます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント受信不可の理 理由コードごとに、エージェントが待受停止状態で費やした時間を
由コード（要約）レポート 表示します。 最大 8 個の理由コードが表示され、その他の理由コー
ドは、[その他の理由コード（Other Reason Codes）] の下に表示さ
れます。
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フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

エージェント ID（Agent
ID）

エージェントのログイン ID。

内線（Extension）

Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた、最
後のアクティブ Unified CCX 内線。

間隔開始時刻

30 分間または 60 分間の各間隔の開始日時、またはレポート範囲の
開始日時。

間隔終了時刻（Interval End 30 分間または 60 分間の各間隔の終了日時、またはレポート範囲の
Time）
終了日時。
合計ログイン時間（Total
Logged-in）

エージェントが Unified CCX にログインしている合計時間。

合計待受停止時間（Total
Not Ready）

エージェントが待受停止状態で費やした合計時間。

RC n1 の時間（Time in RC
n1）

システム定義の RC n1 により、エージェントが待受停止状態で費
やした時間。

要約情報：この列での値の合計。

要約情報：この列での値の合計。

要約情報：この列での値の合計。
RC n2 の時間（Time in RC
n2）

システム定義の RC n2 により、エージェントが待受停止状態で費
やした時間。
要約情報：この列での値の合計。

RC n3 の時間（Time in RC
n3）

システム定義の RC n3 により、エージェントが待受停止状態で費
やした時間。
要約情報：この列での値の合計。

RC n4 の時間（Time in RC
n4）

システム定義の RC n4 により、エージェントが待受停止状態で費
やした時間。
要約情報：この列での値の合計。
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フィールド

説明

RC n5 の時間（Time in RC
n5）

システム定義の RC n5 により、エージェントが待受停止状態で費
やした時間。
要約情報：この列での値の合計。

RC n6 の時間（Time in RC
n6）

システム定義の RC n6 により、エージェントが待受停止状態で費
やした時間。
要約情報：この列での値の合計。

RC n7 の時間（Time in RC
n7）

システム定義の RC n7 により、エージェントが待受停止状態で費
やした時間。
要約情報：この列での値の合計。

RC n8 の時間（Time in RC
n8）

システム定義の RC n8 により、エージェントが待受停止状態で費
やした時間。
要約情報：この列での値の合計。

その他の RC の時間（Time
in Other RCs）

前の 8 個の列に示されていない理由により、エージェントが待受停
止状態で費やした時間。
要約情報：この列での値の合計。
理由コードと説明のリストについては、定義済みの理由コード, （
261 ページ） を参照してください。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
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フィルタ パラメータ

結果

間隔の長さ（Interval
Length）

次のオプションを使用できます。
• レポート範囲全体（Entire report range）：レポート開始時刻か
らレポート終了時刻までの情報を表示しますが、レポート期
間内の個々の間隔の情報は表示しません。
• 30 分間（Thirty (30) minutes）：レポート期間内の 30 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 30 分後に始まるという具合で
す。
• 60 分間（Sixty (60) minutes）：レポート期間内の 60 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 60 分後に始まるという具合で
す。
（注）

リソース グループ名
（Resource Group Names）

[30 分間（Thirty (30) minutes）]または [60 分間（Sixty (60)
minutes）] のいずれかのオプションを選択する場合、レ
ポートが結果を表示するのに、[レポート範囲全体（Entire
report range）] のオプションよりも、さらに時間がかかる
場合があります。 処理時間を短縮するには、クエリ間隔
を短くしてレポートを生成します。

指定されたリソース グループに属しているエージェントの情報を
表示します。

エージェント リスト（Agent 指定されたエージェントの情報を表示します。
List）
スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。

理由コード

最大 16 個の選択した理由コードの情報を表示します。 その他の理
由コードは、[その他の RC の時間（Time in Other RCs）] の下に表
示されます。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

エージェント名（Agent
Name）

エージェント名でデータをソートします。
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エージェントの状態（詳細）レポート
エージェントの状態（詳細）レポートには、エージェントの状態の変化に関連する情報が表示さ
れます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェントの状態（詳
細）レポート

エージェントが各エージェント状態で費やした時間を表示します。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

エージェント ID（Agent
ID）

エージェントのログイン ID。

内線（Extension）

Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた、最
後のアクティブ Unified CCX 内線。

状態遷移時刻（State
Transition Time）

エージェントがある状態に移行した日時。

エージェント状態（Agent
State）

エージェントの状態：ログイン、ログアウト、待受停止、待受、予
約済み、通話、または作業。

理由コード（Reason Code） ログアウト状態または待受停止状態に移行するエージェントに対す
る理由コード。 ゼロは、ログアウト理由コードが設定されていな
いか、エージェントが理由コードを入力できなかったことを示しま
す。 その他の状態に対してもゼロになります。
理由コードと説明のリストについては、定義済みの理由コード, （
261 ページ） を参照してください。
時間（Duration）

エージェントがある状態で費やした時間。
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フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

リソース グループ名
（Resource Group Names）

指定されたリソース グループに属しているエージェントの情報を
表示します。

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。

グループ化条件
なし

エージェントの状態（エージェント別、要約）レポート
エージェントの状態（エージェント別、要約）レポートには、エージェントがすべての状態で費
やした時間の長さと割合が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント別エージェン エージェントが各エージェント状態で費やした時間を表示します。
ト状態別経過時間（Time
Spent in Agent State by
Agent）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。
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フィールド

説明

エージェント ID（Agent
ID）

エージェントのログイン ID。

内線（Extension）

Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた、最
後のアクティブ Unified CCX 内線。

間隔開始時刻

30 分間または 60 分間の各間隔の開始日時、またはレポート範囲の
開始日時。

間隔終了時刻（Interval End 30 分間または 60 分間の各間隔の終了日時、またはレポート範囲の
Time）
終了日時。
合計ログイン時間（Total
Logged-in Time）

エージェントが Unified CCX にログインしている合計時間。

待受停止時間：待受停止
（Not Ready Time - Not
Ready）

エージェントが待受停止状態で費やした時間。

要約情報：この列での値の合計。

要約情報：この列での値の合計。

待受停止時間：% 待受停止 エージェントが待受停止状態で費やした時間の割合。
（Not Ready Time - % Not
要約情報：全体的な割合。
Ready）
待受時間：待受（Ready
Time - Ready）

エージェントが待受状態で費やした時間。

待受時間：% 待受（Ready
Time - % Ready）

エージェントが待受状態で費やした時間の割合。

要約情報：この列での値の合計。

要約情報：全体的な割合。

予約済み時間：予約済み
エージェントが予約済み状態で費やした時間。
（Reserved Time - Reserved）
要約情報：この列での値の合計。
予約済み時間：% 予約済み エージェントが予約済み状態で費やした時間の割合。
（Reserved Time - %
要約情報：全体的な割合。
Reserved）
通話時間：通話（Talk Time エージェントが通話状態で費やした時間。
- Talking）
要約情報：この列での値の合計。
通話時間：% 通話（Talk
Time - % Talking）

エージェントが通話状態で費やした時間の割合。
要約情報：全体的な割合。
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フィールド

説明

作業時間：作業（Work Time エージェントが作業状態で費やした時間。
- Work）
要約情報：この列での値の合計。
作業時間：% 作業（Work
Time - % Work）

エージェントが作業状態で費やした時間の割合。
要約情報：全体的な割合。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

間隔の長さ（Interval
Length）

次のオプションを使用できます。
• レポート範囲全体（Entire report range）：レポート開始時刻か
らレポート終了時刻までの情報を表示しますが、レポート期
間内の個々の間隔の情報は表示しません。
• 30 分間（Thirty (30) minutes）：レポート期間内の 30 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 30 分後に始まるという具合で
す。
• 60 分間（Sixty (60) minutes）：レポート期間内の 60 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 60 分後に始まるという具合で
す。
（注）

リソース グループ名
（Resource Group Names）

[30 分間（Thirty (30) minutes）] または [60 分間（Sixty (60)
minutes）] のいずれかのオプションを選択する場合、レ
ポートが結果を表示するのに、[レポート範囲全体（Entire
report range）] のオプションよりも、さらに時間がかかる
場合があります。 処理時間を短縮するには、クエリ間隔
を短くしてレポートを生成します。

指定されたリソース グループに属しているエージェントの情報を
表示します。
• ログイン時間とアイドル時間では、エージェントが選択され
たいずれかのリソースグループに属していた時間に限定して、
エージェントの情報を表示します。
• その他のすべてのレポート パラメータでは、エージェントが
選択されたいずれかのリソース グループに属していた時間を
考慮せずに、エージェントの情報を表示します。
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フィルタ パラメータ

結果

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。
• ログイン時間とアイドル時間の場合、このレポートはエージェ
ントが選択されたいずれかのスキルと関連付けられていた時
間に限定して、エージェントの情報を表示します。
• その他のすべてのレポート パラメータでは、エージェントが
選択されたいずれかのスキルと関連付けられていた時間を考
慮せずに、エージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。
• ログイン時間とアイドル時間では、エージェントが選択され
たいずれかのチームに属していた時間に限定して、エージェ
ントの情報を表示します。
• その他のすべてのレポート パラメータでは、エージェントが
選択されたいずれかのチームに属していた時間を考慮せずに、
エージェントの情報を表示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

エージェント名（Agent
Name）

エージェント名でデータをソートします。

エージェント状態（間隔別、要約）レポート
エージェントの状態（間隔別、要約）レポートには、エージェントが各エージェント状態で費や
した時間と割合が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
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チャート名

説明

間隔別エージェント状態別 エージェントが各エージェント状態で費やした時間を表示します。
経過時間（Time Spent in
Agent State by Interval）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

Agent_ID

エージェントのログイン ID。

内線（Extension）

Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた、最
後のアクティブ Unified CCX 内線。

間隔開始時刻

30 分間または 60 分間の各間隔の開始日時、またはレポート範囲の
開始日時。

間隔終了時刻（Interval End 30 分間または 60 分間の各間隔の終了日時、またはレポート範囲の
Time）
終了日時。
合計ログイン時間（Total
Logged-in）

エージェントが Unified CCX にログインしている合計時間。

待受停止時間：時間（Not
Ready Time - Time）

エージェントが待受停止状態で費やした時間。

待受停止時間：%（Not
Ready Time - %）

エージェントが待受停止状態で費やした時間の割合。

待受時間：時間（Ready
Time - Time）

エージェントが待受状態で費やした時間。

要約情報：この列での値の合計。

要約情報：この列での値の合計。

要約情報：全体的な割合。

要約情報：この列での値の合計。

待受時間：%（Ready Time - エージェントが待受状態で費やした時間の割合。
%）
要約情報：全体的な割合。
予約済み時間：時間
（Reserved Time - Time）

エージェントが予約済み状態で費やした時間。
要約情報：この列での値の合計。
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エージェント状態（間隔別、要約）レポート

フィールド

説明

予約済み時間：%（Reserved エージェントが予約済み状態で費やした時間の割合。
Time - %）
要約情報：全体的な割合。
通話時間：時間（Talk Time エージェントが通話状態で費やした時間。
- Time）
要約情報：この列での値の合計。
通話時間：%（Talk Time %）

エージェントが通話状態で費やした時間の割合。
要約情報：全体的な割合。

作業時間：時間（Work Time エージェントが作業状態で費やした時間。
- Time）
要約情報：この列での値の合計。
作業時間：%（Work Time %）

エージェントが作業状態で費やした時間の割合。
要約情報：全体的な割合。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

間隔の長さ（Interval
Length）

次のオプションを使用できます。
• レポート範囲全体（Entire report range）：レポート開始時刻か
らレポート終了時刻までの情報を表示しますが、レポート期
間内の個々の間隔の情報は表示しません。
• 30 分間（Thirty (30) minutes）：レポート期間内の 30 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 30 分後に始まるという具合で
す。
• 60 分間（Sixty (60) minutes）：レポート期間内の 60 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 60 分後に始まるという具合で
す。
（注）

[30 分間（Thirty (30) minutes）] または [60 分間（Sixty (60)
minutes）] のいずれかのオプションを選択する場合、レ
ポートが結果を表示するのに、[レポート範囲全体（Entire
report range）] のオプションよりも、さらに時間がかかる
場合があります。 処理時間を短縮するには、クエリ間隔
を短くしてレポートを生成します。
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すべてのフィールドの履歴レポート
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フィルタ パラメータ

結果

リソース グループ名
（Resource Group Names）

指定されたリソース グループに属しているエージェントの情報を
表示します。このレポートでは、エージェントが選択されたリソー
ス グループの一部であった時間に限定した情報を表示します。

エージェント名（Agent
Names）

選択されたエージェントの情報を表示します。

スキル名（Skill Names）

選択されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。 この
レポートでは、エージェントが選択されたスキルを持っていた時間
に限定した情報を表示します。

チーム名（Team Names）

選択したチームに属しているエージェントの情報を表示します。
このレポートでは、エージェントが選択されたチームの一部であっ
た時間に限定した情報を表示します。

グループ化条件
なし

エージェント（要約）レポート
エージェント（要約）レポートには、コールやエージェント状態のアクティビティなど、エージェ
ント アクティビティの要約情報が表示されます。

（注）

平均通話時間、最大通話時間、保留時間などは、エージェントが受信する自動着信呼分配
（ACD）コールのみを対象としています。 着信コールごとにこれらの値は増えますが、発信
コールの場合、フィールドの値は増えません。 その値は 0 です。

チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェント別平均通話時 エージェントが通話状態と作業状態で費やした平均時間、および保
間、保留時間、作業時間
留状態で費やした時間を表示します。
（Average Talk Time, Hold
Time & Work Time by
Agent）
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エージェント（要約）レポート

チャート名

説明

エージェント別コール処理 エージェントにより処理されたコールの数を、そのエージェントに
比（Call Handle Ratio by
ルーティングされたコールの数で割った値を表示します。
Agent）
エージェント別処理コール エージェントにより処理されたコールの数を表示します。
総数（Total Calls Handled by
Agent）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

エージェント ID（Agent
ID）

エージェントのログイン ID。

内線（Extension）

Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた、最
後のアクティブ Unified CCX 内線。

平均ログイン時間（Average 平均ログイン時間 = エージェントのログイン時間 / エージェントの
Logged in Time）
ログイン セッションの数
処理済コール

エージェントに接続されたコール数。
• エージェントが別のエージェントとの会議を開催した場合、
この開催相手のエージェントに対するこの値は 1 つ加算され
ます。
• エージェントがコールを転送し、そのコールがこのエージェ
ントに転送して戻された場合、この値は 2 つ加算されます。
要約情報：この列での値の合計。

受信コール（Calls
Presented）

エージェントがコールをピックアップしたかどうかに関係なく、
エージェントに送信されたコール数。
コールがエージェントに接続され、別のエージェントに転送されて
から元のエージェントに転送し直された場合、元のエージェントに
対するこの値は 2 つ加算されます（コールが提供されるたびに 1 つ
加算）。
要約情報：この列での値の合計。
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フィールド

説明

処理比（Handle Ratio）

処理比率 = エージェントが処理したコール数 / エージェントにルー
ティングされたコール数
要約情報：全体的な割合。

処理時間：平均（Handle
Time - Avg）

エージェントが処理したすべてのコールの平均処理時間。

処理時間：最大（Handle
Time - Max）

エージェントが任意のコールを処理するために要した最長処理時
間。

処理時間 = 通話時間 + 保留時間 + 作業時間

通話時間：平均（Talk Time エージェントが処理したコールの平均通話時間。
- Avg）
エージェントがコールに接続してからコールが切断または転送され
るまでに経過した時間です。保留時間は含まれません。
通話時間：最大（Talk Time エージェントが任意のコールを処理するために要した最長通話時
- Max）
間。
保留時間：平均（Hold Time エージェントが処理したコールの平均保留時間。
- Avg）
保留時間：最大（Hold Time エージェントが任意のコールを処理するために要した最長保留時
- Max）
間。
作業時間：平均（Work Time コール後にエージェントが作業状態で費やした平均時間。
- Avg）
作業時間：最大（Work Time コール後にエージェントが作業状態で費やした最長時間。
- Max）
アイドル時間：平均（Idle
Time - Avg）

エージェントが待受停止状態で費やした平均時間。

アイドル時間：最大（Idle
Time - Max）

エージェントが待受停止状態で費やした最長時間。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
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（注）

上位 N および下位 N のパラメータに、エージェントの数（N）を指定します。 たとえば、処
理コール/提供コール率の上位 N（Top N Calls Handled/Presented Ratio）パラメータに 3 を指定
した場合、レポートには、率の大きい上位 3 人のエージェントが表示されます。 上位または
下位からの順位が等しい値であるエージェントが n 人を超える場合（n は指定した数）、レ
ポートには、アルファベット順で最初の n 人のエージェントが表示されます。
フィルタ パラメータ

結果

リソース グループ名
（Resource Group Names）

指定されたリソース グループに属しているエージェントの情報を
表示します。
• ログイン時間とアイドル時間では、エージェントが選択され
たいずれかのリソースグループに属していた時間に限定して、
エージェントの情報を表示します。
• その他のすべてのレポート パラメータでは、エージェントが
選択されたいずれかのリソース グループに属していた時間を
除外して、エージェントの情報を表示します。

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。
• ログイン時間とアイドル時間では、エージェントが選択され
たいずれかのスキルと関連付けられていた時間に限定して、
エージェントの情報を表示します。
• その他のすべてのレポート パラメータでは、エージェントが
選択されたいずれかのスキルと関連付けられていた時間を除
外して、エージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。
• ログイン時間とアイドル時間では、エージェントが選択され
たいずれかのチームに属していた時間に限定して、エージェ
ントの情報を表示します。
• その他のすべてのレポート パラメータでは、エージェントが
選択されたいずれかのチームに属していた時間を除外して、
エージェントの情報を表示します。

処理コール/提供コール率の ルーティングされたコール数に対する処理コール数の比率の大きい
上位 N（Top N Calls Handled ほうから n 人のエージェントの情報を表示します。
/ Presented Ratio）
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フィルタ パラメータ

結果

処理コール/提供コール率の ルーティングされたコール数に対する処理コール数の比率の小さい
下位 N（Bottom N Calls
ほうから n 人のエージェントの情報を表示します。
Handled / Presented Ratio）
平均保留時間の上位 N（Top 平均保留時間が長いほうから n 人のエージェントの情報を表示しま
N Avg Hold Time）
す。
平均保留時間の下位 N
平均保留時間が短いほうから n 人のエージェントの情報を表示しま
（Bottom N Avg Hold Time） す。
平均通話時間の上位 N（Top 平均通話時間が長いほうから n 人のエージェントの情報を表示しま
N Avg Talk Time）
す。
平均通話時間の下位 N
平均通話時間が短いほうから n 人のエージェントの情報を表示しま
（Bottom N Avg Talk Time） す。
平均作業時間の上位 N（Top 平均作業時間が長いほうから n 人のエージェントの情報を表示しま
N Avg Work Time）
す。
平均作業時間の下位 N
平均作業時間が短いほうから n 人のエージェントの情報を表示しま
（Bottom N Avg Work Time） す。
平均処理時間の上位 N（Top 平均処理時間が長いほうから n 人のエージェントの情報を表示しま
N Avg Handle Time）
す。
平均処理時間の下位 N
（Bottom N Avg Handle
Time）

平均処理時間が短いほうから n 人のエージェントの情報を表示しま
す。

グループ化条件
なし

エージェント ラップアップ データ（要約）レポート
エージェント ラップアップ データ（要約）レポートには、ラップアップ データに関する情報が
表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
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チャート名

説明

ラップアップ データごとの ラップアップ データについて、エージェントが処理したコールの
ACD コールの合計（Total
数を表示します。
ACD Calls by Wrap-up Data）
ラップアップ データごとの ラップアップデータについて、エージェントが費やした処理時間、
平均処理、通話、作業時間 通話時間、作業時間を表示します。
（Avg Handle, Talk, Work
Time by Wrap-up Data）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

後処理データ

作業状態にあるエージェントが入力した後処理データ。

ACD コールの合計（Total
ACD Calls）

ラップアップデータに関連付けられている自動着信呼分配（ACD）
コールの合計数。
要約情報：この列での値の合計。

合計処理（Total Handle）

ラップアップ データに関連付けられている ACD コールの合計処理
時間。
処理時間 = 通話時間 + 保留時間 + 作業時間
要約情報：この列での値の合計。

平均処理（Average Handle） 平均処理時間 = 合計処理時間 / このラップアップ データに関する
ACD コールの合計
要約情報：全体的な割合。
最大処理（Max Handle）

ラップアップ データに関連付けられている ACD コールの最大処理
時間。
要約情報：この列での最大値。

合計通話（Total Talk）

エージェントが通話状態で費やした合計時間。
要約情報：この列での値の合計。

平均通話時間（Avg Talk）

平均通話時間 = 合計通話時間 / このラップアップ データに関する
ACD コールの合計
要約情報：全体的な割合。
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フィールド

説明

最大通話（Max Talk）

エージェントが通話状態で費やした最大時間。
要約情報：この列での最大値。

% 通話 / 処理（% Talk /
Handle）

% 通話時間 = 合計通話時間 / このラップアップ データに関する合
計処理時間。 この合計は、パーセント形式に変換されています。
要約情報：全体的な割合。

合計作業（Total Work）

ラップアップ データに関連付けられているすべての ACD コールに
ついて、エージェントが作業状態で費やした合計時間。
要約情報：この列での値の合計。

平均作業（Avg Work）

平均作業時間 = 合計作業時間 / このラップアップ データに関する
ACD コールの合計
要約情報：全体的な割合。

最大作業（Max Work）

ラップアップ データに関連付けられているすべての ACD コールに
ついて、エージェントが作業状態で費やした最大時間。
要約情報：この列での最大値。

% 作業 / 処理（% Work /
Handle）

% 作業時間 = 合計作業時間 / このラップアップ データに関する合
計処理時間。 この合計は、パーセント形式に変換されています。
要約情報：全体的な割合。

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

ラップアップ データ リスト 指定したラップアップ データの統計を表示します。
（Wrap Up Data List）

グループ化条件
なし

エージェント ラップアップ データ（詳細）レポート
エージェント ラップアップ データ（詳細）レポートには、自動着信呼分配（ACD）コールの参加
後に、エージェントが作業理状態を入力する際での詳細が表示されます。ラップアップデータ機
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能を使用すると、エージェントは作業状態を入力して、コールに関連付けられているデータを更
新できます。 このレポートには、着信 ACD コールとプレビュー発信コールに関する情報が表示
されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

エージェントおよびラップ ラップアップ データについて、エージェントが処理したコールの
アップ データごとのコール 数を表示します。
の総数（Total Calls by Agent
and Wrap-up Data）

フィールド
このレポートには、次の情報を表示している表があります。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

エージェント ID（Agent
ID）

エージェントのログイン ID。

内線（Extension）

Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた Unified
CCX 内線。

ノード ID - セッション ID シーケンス No.
（NodeID-SessionID-Seq
Number）

ノード ID は、システムがクラスタ内の各 Unified CCX サーバに割
り当てる、1 から始まる一意の数値 ID です。
セッション ID は、システムがコールに割り当てる一意のセッショ
ン ID です。
セッション シーケンス No. は、システムが各コール レッグに割り
当てる番号です。 セッション シーケンス番号は、コールのレッグ
ごとに 1 増分されます。
これら 3 つの値をまとめることで、システムが処理する ACD コー
ルが一意に識別されます。

コール開始時刻（Call Start
Time）

エージェントがコールに接続される日時。

コール終了時刻（Call End
Time）

コールがエージェントにより切断される日時。
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フィールド

説明

コール ANI（Call ANI）

発信関係者の電話番号。 （ANI =Automatic Number Identification（自
動番号識別））

着信番号（Called Number） 発信関係者がダイヤルした電話番号。
コール ルーテッド CSQ
（Call Routed CSQ）

コールのルーティング先および処理先のコンタクトサービスキュー
（CSQ）。 1 つのコールを複数の CSQ にキューイングできます。

スキル

コールを処理した CSQ と関連付けられているスキル。

通話時間（Talk Time）

エージェントが通話状態で費やした時間。
要約情報：この列での値の合計。

保留時間（Hold Time）

エージェントがコールを保留状態にした時間。
要約情報：この列での値の合計。

作業時間（Work Time）

コールの後にエージェントが作業状態で費やした時間。
要約情報：この列での値の合計。

後処理データ（Wrap-up
Data）

エージェントが作業状態で入力したラップアップ データ。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

リソース グループ名
（Resource Group Names）

指定されたリソース グループに属しているエージェントの情報を
表示します。

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
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フィールド

結果

エージェント名（Agent
Name）

エージェント名でデータをソートします。

コール カスタム変数レポート
コール カスタム変数レポートには、Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプリ
ケーションがこのコールと関連付けたワークフローにおいて、セッション情報の設定手順により
設定されるカスタム変数に関する情報が表示されます。
チャート
なし
フィールド
このレポートには、次の情報を表示している表があります。
フィールド

説明

ノード ID - セッション ID - ノード ID は、システムがクラスタ内の各 Unified CCX サーバに割
シーケンス No（Node ID – り当てる、1 から始まる一意の数値 ID です。
Session ID – Sequence No） セッション ID は、システムがコールに割り当てる一意のセッショ
ン ID です。
セッション シーケンス No. は、システムが各コール レッグに割り
当てる番号です。 セッション シーケンス番号は、コールのレッグ
ごとに 1 増分されます。
これら 3 つの値をまとめることで、システムが処理する自動着信呼
分配（ACD）コールが一意に識別されます。
開始時刻（Start Time）

コールの開始日時。

終了時間（End Time）

コールが切断、転送、またはリダイレクトされた日時。

コンタクト処理（Contact
Disposition）

コールの処理。

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

アプリケーション名
（Application Name）

ルート ポイントと関連付けられている Unified CCX または Unified
IP IVR アプリケーション。

コンタクト処理と説明のリストについては、コンタクト処理
（Contact Disposition）, （259 ページ） を参照してください。
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フィールド

説明

カスタム変数 1（Custom
Variable 1）

変数 _ccdrVar1 の内容。 このコールまたはこのレッグと関連付けら
れている Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプ
リケーションが起動したワークフローにおいて、セッション情報の
設定手順で変数が設定される場合、この値が表示されます。

カスタム変数 2（Custom
Variable 2）

変数 _ccdrVar2 の内容。 このコールまたはこのレッグと関連付けら
れている Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプ
リケーションが起動したワークフローにおいて、セッション情報の
設定手順で変数が設定される場合、この値が表示されます。

カスタム変数 3（Custom
Variable 3）

変数 _ccdrVar3 の内容。 このコールまたはこのレッグと関連付けら
れている Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプ
リケーションが起動したワークフローにおいて、セッション情報の
設定手順で変数が設定される場合、この値が表示されます。

カスタム変数 4（Custom
Variable 4）

変数 _ccdrVar4 の内容。 このコールまたはこのレッグと関連付けら
れている Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプ
リケーションが起動したワークフローにおいて、セッション情報の
設定手順で変数が設定される場合、この値が表示されます。

カスタム変数 5（Custom
Variable 5）

変数 _ccdrVar5 の内容。 このコールまたはこのレッグと関連付けら
れている Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプ
リケーションが起動したワークフローにおいて、セッション情報の
設定手順で変数が設定される場合、この値が表示されます。

カスタム変数 6（Custom
Variable 6）

変数 _ccdrVar6 の内容。 このコールまたはこのレッグと関連付けら
れている Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプ
リケーションが起動したワークフローにおいて、セッション情報の
設定手順で変数が設定される場合、この値が表示されます。

カスタム変数 7（Custom
Variable 7）

変数 _ccdrVar7 の内容。 このコールまたはこのレッグと関連付けら
れている Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプ
リケーションが起動したワークフローにおいて、セッション情報の
設定手順で変数が設定される場合、この値が表示されます。

カスタム変数 8（Custom
Variable 8）

変数 _ccdrVar8 の内容。 このコールまたはこのレッグと関連付けら
れている Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプ
リケーションが起動したワークフローにおいて、セッション情報の
設定手順で変数が設定される場合、この値が表示されます。

カスタム変数 9（Custom
Variable 9）

変数 _ccdrVar9 の内容。 このコールまたはこのレッグと関連付けら
れている Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプ
リケーションが起動したワークフローにおいて、セッション情報の
設定手順で変数が設定される場合、この値が表示されます。
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フィールド

説明

カスタム変数 10（Custom
Variable 10）

変数 _ccdrVar10 の内容。 このコールまたはこのレッグと関連付け
られている Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR ア
プリケーションが起動したワークフローにおいて、セッション情報
の設定手順で変数が設定される場合、この値が表示されます。

フィルタ条件

（注）

カスタム変数パラメータの場合、検索する文字列の全体または一部を入力し、文字列が複数あ
る場合はコンマで区切ります。
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

元の着信番号（Original
Called Number）

指定された元の着信番号の情報を表示します。

着信番号（Called Number） 指定された着信番号の情報を表示します。
発信者番号（Calling
Number）

指定された発信者番号の情報を表示します。 発信番号は、発信元
DN と同じです。

アプリケーション名
（Application Name）

指定されたアプリケーションの情報を表示します。

コンタクト タイプ（Contact 指定されたコンタクト タイプの情報を表示します。
Type）
コンタクト タイプと説明のリストについては、コンタクト タイプ
（Contact Type）, （259 ページ） を参照してください。
発信元タイプ（Originator
Type）

指定された発信元タイプの情報を表示します。

接続先タイプ（Destination
Type）

指定された着信先タイプの情報を表示します。

T 秒以上の時間（Duration
Greater Than Equal to T
seconds）

T で指定した秒数以上の時間のコールを表示します。

発信元番号と説明のリストについては、発信元の電話番号/発信元
DN および発信元タイプ, （260 ページ） を参照してください。

着信先番号と説明のリストについては、宛先電話番号/宛先 DN お
よび宛先タイプ, （259 ページ） を参照してください。
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フィルタ パラメータ

結果

T 秒以下の時間（Duration
Less Than Equal to T
seconds）

T で指定した秒数以下の時間のコールを表示します。

カスタム変数 1（Custom
Variable 1）

カスタム変数 1 に文字列または文字列の一部が含まれるコールを表
示します。

カスタム変数 2（Custom
Variable 2）

カスタム変数 2 に文字列または文字列の一部が含まれるコールを表
示します。

カスタム変数 3（Custom
Variable 3）

カスタム変数 3 に文字列または文字列の一部が含まれるコールを表
示します。

カスタム変数 4（Custom
Variable 4）

カスタム変数 4 に文字列または文字列の一部が含まれるコールを表
示します。

カスタム変数 5（Custom
Variable 5）

カスタム変数 5 に文字列または文字列の一部が含まれるコールを表
示します。

カスタム変数 6（Custom
Variable 6）

カスタム変数 6 に文字列または文字列の一部が含まれるコールを表
示します。

カスタム変数 7（Custom
Variable 7）

カスタム変数 7 に文字列または文字列の一部が含まれるコールを表
示します。

カスタム変数 8（Custom
Variable 8）

カスタム変数 8 に文字列または文字列の一部が含まれるコールを表
示します。

カスタム変数 9（Custom
Variable 9）

カスタム変数 9 に文字列または文字列の一部が含まれるコールを表
示します。

カスタム変数 10（Custom
Variable 10）

カスタム変数 10 に文字列または文字列の一部が含まれるコールを
表示します。

任意のカスタム変数（Any
Custom Variable）

10 個のいずれかのカスタム変数に文字列または文字列の一部が含
まれるコールを表示します。

グループ化条件
なし

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
64

すべてのフィールドの履歴レポート
着信番号のアクティビティ（要約）レポート

着信番号のアクティビティ（要約）レポート
着信番号のアクティビティ（要約）レポートには、内部または外部の発信者がダイヤルしたすべ
ての番号に関する情報が表示されます。 このレポートは、Unified CCX アプリケーションと Unified
IP IVR アプリケーションへのコールおよびエージェントへのコールの情報を含みます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

着信番号別平均コール時間 ダイヤルされた番号の平均コール時間を表示します。
（Average Call Duration by
Called Number）
着信番号別コール総数
（Total Calls by Called
Number）

アプリケーションとエージェントへのコールを含む、各番号への
コールの数を表示します。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

着信番号（Called Number） アプリケーションまたは着信先エージェントの内線に関連付けられ
ているルートポイント番号。
コール タイプ

アプリケーションへのコールまたはエージェントへのコール。
コール タイプと説明のリストについては、コール タイプ, （258
ページ） を参照してください。

コールの総数（Total Calls） 各番号へのコールの数。
要約情報：この列での値の合計。
平均コール数（1日あたり） 1 日あたりのコールの平均数。
（Avg Calls (per day)）
平均コール時間（Avg Call
Duration）

各電話番号へのコールの平均時間。
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フィルタ条件
なし
グループ化条件
なし

共通スキル CSQ アクティビティ レポート
共通スキル CSQ アクティビティ レポートには、コンタクト サービス キュー（CSQ）のグループ
ごとに、提供コール数、処理コール数、および放棄コール数に関する要約情報が表示されます。
CSQ グループは、同じスキルまたは異なるコンピテンシー レベルで設定された CSQ で構成され
ます。 （そのようなグループは、同じスキルまたは異なるコンピテンシー レベルで設定された
CSQ で構成されます。）
このレポートは、論理 CSQ が設定されている顧客向けに設計されています。 論理 CSQ は、スキ
ルが同じでも、別のコンピテンシー レベルで設定された CSQ のグループです。 コールは、“論理
CSQ” のアプローチを使用するスクリプトに着信すると、最初にスキル レベルが最も低い CSQ に
転送されます。待機時間が定義済みしきい値を超えると、コールは次に高いスキルレベルに転送
されます。 そのため、同じ着信コールは、同じ CSQ グループ内を流れることができます。
このレポートでは、レポート期間内の 30 分間または 60 分間ごとの情報を表示します。 これは、
特に論理 CSQ で役立ちます。 論理 CSQ が設定されていない場合は、別の CSQ レポート（コンタ
クト サービス キュー アクティビティ レポート、コンタクト サービス キュー アクティビティ レ
ポート（間隔別または CSQ 別））を使用できます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

共通スキル CSQ アクティビ 1 日の処理コール数および放棄コール数を表示します。
ティ レポート

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

スキル

コールのルーティング先の CSQ と関連付けられたスキル。

間隔開始時刻

30 分間または 60 分間の各間隔の開始日時、またはレポート範囲の
開始日時。
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フィールド

説明

間隔終了時刻（Interval End 30 分間または 60 分間の各間隔の終了日時、またはレポート範囲の
Time）
終了日時。
CSQ 名（CSQ Name）

コールをエージェントにルーティングした CSQ の名前。

提供コール：合計（Calls
Presented - Total）

エージェントがコールに応答したかどうかに関わらず、グループ内
の各 CSQ に提供されたコールの数。
要約情報：この列での値の合計。

提供コール：平均キュー時 CSQ にルーティングされたコールの平均キュー時間。
間（Calls Presented - Avg
Queue Time）
提供コール：最大キュー時 CSQ にルーティングされたすべてのコール（放棄、処理、中断、
間（Calls Presented - Max
または拒否）の最長キュー。
Queue Time）
処理コール：合計（Calls
Handled - Total）

CSQ によって処理されたコールの数。 コールは、この CSQ 用に
キューイングされている間に発信者がエージェントに接続すると処
理されます。
要約情報：この列での値の合計。

処理コール：平均処理時間 CSQ が処理したすべてのコールの平均処理時間。
（Calls Handled - Avg Handle 処理時間 = 通話時間 + 保留時間 + 作業時間
Time）
要約情報：全体の平均処理時間 = 合計処理時間 / 合計処理コール数
処理コール：最大処理時間 CSQ が処理した任意のコールの最長処理時間。
（Calls Handled - Max Handle
要約情報：この列での最大値。
Time）
放棄コール：合計（Calls
Abandoned - Total）

CSQ にルーティングされたが、発信者が受話器を置いたか、また
は切断したために、エージェントに応答されなかったコールの数。
要約情報：この列での値の合計。

放棄コール：平均キュー時 放棄されるまでにコールがキュー内に存在した平均時間。
間（Calls Abandoned - Avg
Queue Time）
放棄コール：最大キュー時 放棄されるまでにコールがキュー内に存在した最大時間。
間（Calls Abandoned - Max
Queue Time）
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フィールド

説明

サービス レベル：SL が満た （サービス レベル内で処理されたコールの数 / 提供されたコール
した %（Service Level の数）* 100%
Percentage SL Met）
要約情報：全体的な割合。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

間隔の長さ（Interval
Length）

次のオプションを使用できます。
• レポート範囲全体（Entire report range）：レポート開始時刻か
らレポート終了時刻までの情報を表示しますが、レポート期
間内の個々の間隔の情報は表示しません。
• 30 分間（Thirty (30) minutes）：レポート期間内の 30 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 30 分後に始まるという具合で
す。
• 60 分間（Sixty (60) minutes）：レポート期間内の 60 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 60 分後に始まるという具合で
す。
（注）

CSQ 名（CSQ Names）

[30 分間（Thirty (30) minutes）] または [60 分間（Sixty (60)
minutes）] のいずれかのオプションを選択する場合、レ
ポートが結果を表示するのに、[レポート範囲全体（Entire
report range）] のオプションよりも、さらに時間がかかる
場合があります。 処理時間を短縮するには、クエリ間隔
を短くしてレポートを生成します。

指定の CSQ に関する情報を表示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

スキル

スキルでデータをソートします。
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コンタクト サービス キュー アクティビティ（CSQ 別）レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ（CSQ 別）レポートには、サービス レベルに関する
情報と、提供、処理、放棄、キュー解除されたコールの数と割合が表示されます。 このレポート
では、レポート期間内の 30 分間または 60 分間ごとの情報を表示します。

（注）

エージェントが既にコンタクト サービス キュー（CSQ）からコールを受信していて、その CSQ
のスキル レベルを変更した場合、このレポートには同じ CSQ について古い CSQ ID で 1 件、
新しい CSQ ID で 1 件のレコードが表示されます。

チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

CSQ ごとの処理、放棄、
CSQ ごとの処理コール、放棄コール、キュー解除コールの数を表
キュー解除のコール数
示します。
（Calls Handled, Abandoned,
and Dequeued by CSQ）
CSQ ごとのサービス レベル
を満たすコールの総数
（Total Calls That Met Service
Level by CSQ）

CSQ ごとの処理コールの数、および [サービス レベル（Service
Level）] フィールドに入力した時間内に処理されたコールの数を表
示します。 [サービス レベル（Service Level）] フィールドは、管理
者により設定されます。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

コールのキューイング先となる CSQ。

CSQ ID

CSQ の一意な ID。

コール スキル（Call Skills） コールのルーティング先の CSQ と関連付けられたスキル。
間隔開始時刻

30 分間または 60 分間の各間隔の開始日時、またはレポート範囲の
開始日時。

間隔終了時刻（Interval End 30 分間または 60 分間の各間隔の終了日時、またはレポート範囲の
Time）
終了日時。
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フィールド

説明

サービス レベル（秒）
（Service Level (sec)）

Unified CCX Administration で CSQ 設定したときに、[サービス レベ
ル（Service Level）] フィールドに入力した値。 レポート期間中に
サービス レベルが変更された場合、レポートには新旧のサービス
レベル値が表示されます。

サービスレベル未満の処理 [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
コール数（Calls Handled < に処理されたコールの数。コールが処理されたと見なされるのは、
Service Level）
エージェントによって応答されたときです。
要約情報：この列での値の合計。
サービスレベル未満の放棄 [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
コール数（Calls Abandoned に放棄されたコールの数。 コールは、エージェントに接続する前
< Service Level）
に切断される場合に、放棄されたと見なされます。
要約情報：この列での値の合計。
サービス レベルの達成率： [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
処理のみ
に処理されたコールの割合。この値は、次のように計算されます。
（サービス レベル内に処理されたコールの数 / 処理されたコール
の数）x 100%
要約情報：処理されたサービス レベルを満たす処理コール全体の
割合。
サービス レベルの達成率： [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
放棄されたコールを除外
に提供され（放棄されたコールを除く）処理されたコールのパーセ
ンテージ。 この値は、次のように計算されます。
（サービス レベル内に処理されたコールの数/（提供されたコール
の数 – サービス レベル内に放棄されたコールの数））x 100%
要約情報：処理されたサービス レベルを満たす提供コール全体の
割合（放棄されたサービス レベルを満たすコールを除く）。
サービス レベルの達成率： [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
放棄されたコール数を肯定 に処理または放棄された提供コールの割合。 この値では、[サービ
的にカウント
ス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内に放棄
されたコールは、そのサービス レベルを満たすものと見なされま
す。 この値は、次のように計算されます。
（（サービス レベル内に処理されたコールの数 + サービス レベル
内に放棄されたコールの数）/ 提供されたコールの数）x 100%
要約情報：処理または放棄されたサービスレベルを満たす提供コー
ル全体の割合。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ（CSQ 別）レポート

フィールド

説明

サービス レベルの達成率： [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
放棄されたコール数を否定 に処理された提供コールの割合。 この値では、[サービス レベル
的にカウント
（Service Level）] フィールドに表示された時間内に放棄されたコー
ルは、そのサービス レベルを満たさないものと見なされます。 こ
の値は、次のように計算されます。
（サービス レベル内に処理されたコールの数 / 提供されたコール
の数）x 100%
要約情報：処理されたサービス レベルを満たす提供コール全体の
割合。
受信コール（Calls
Presented）

エージェントがコールに応答したかどうかに関係なく、CSQにルー
ティングされたコールの数。
要約情報：この列での値の合計。

処理コール数：処理（Calls CSQ によって処理されたコールの数。
Handled - Handled）
要約情報：この列での値の合計。
処理コール数：%（Calls
Handled - %）

CSQ によって処理されたコールの割合。 割合は、次のように計算
されます。
（処理されたコールの数）/（提供されたコールの数）x 100%
要約情報：全体的な割合。

放棄コール数：放棄（Calls CSQ にルーティングされ、放棄されたコールの数。
Abandoned - Abandoned）
要約情報：この列での値の合計。
放棄コール数：%（Calls
Abandoned - %）

CSQ にルーティングされ、放棄されたコールの割合。 割合は、次
のように計算されます。
（放棄されたコールの数 / 提供されたコールの数）x 100%
要約情報：全体的な割合。

キュー解除コール数：
キューから取り出されたコールの数。
キュー解除（Calls Dequeued
要約情報：この列での値の合計。
- Dequeued）
キュー解除コール数：%
（Calls Dequeued - %）

キュー解除されたコールの割合。 割合は、次のように計算されま
す。
（キュー解除されたコールの数 / 提供されたコールの数）x 100%
要約情報：全体的な割合。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

間隔の長さ（Interval
Length）

次のオプションを使用できます。
• レポート範囲全体（Entire report range）：レポート開始時刻か
らレポート終了時刻までの情報を表示しますが、レポート期
間内の個々の間隔の情報は表示しません。
• 30 分間（Thirty (30) minutes）：レポート期間内の 30 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 30 分後に始まるという具合で
す。
• 60 分間（Sixty (60) minutes）：レポート期間内の 60 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 60 分後に始まるという具合で
す。
（注）

CSQ 名（CSQ Names）

[30 分間（Thirty (30) minutes）]または [60 分間（Sixty (60)
minutes）] のいずれかのオプションを選択する場合、レ
ポートが結果を表示するのに、[レポート範囲全体（Entire
report range）] のオプションよりも、さらに時間がかかる
場合があります。 処理時間を短縮するには、クエリ間隔
を短くしてレポートを生成します。

指定の CSQ に関する情報を表示します。

グループ化条件
なし

コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートには、各コンタクト サービス キュー（CSQ）
から提供、処理、放棄、キュー解除されたコールの概要が表示されます。 また、他の CSQ のワー
クフローにより処理されたコールと、処理、放棄、キュー解除されたコールの平均時間と最大時
間の情報も表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート

チャート名

説明

CSQ ごとの平均処理時間
（Average Handle Time by
CSQ）

CSQ ごとの処理されたコールの平均処理時間を表示します。

CSQ ごとの平均応答速度
（Average Speed of Answer
by CSQ）

CSQ ごとの処理されたコールの平均応答速度を表示します。

CSQ ごとの平均放棄時間
（Average Time to Abandon
by CSQ）

CSQ から放棄されるまでにコールがキュー内に存在した平均時間
を表示します。

CSQ ごとの平均キュー解除 CSQ からキュー解除されるまでにコールがキュー内に存在した平
時間（Average Time to
均時間を表示します。
Dequeue by CSQ）
CSQ ごとの提供されたコー コールが CSQ のキューで費やした最長キュー時間。
ルの最大キュー時間（Max
Queue Time For Call Presented
by CSQ）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

コールのキューイング先となる CSQ。

CSQ ID

CSQ の一意な ID。

スキル

コールのルーティング先の CSQ と関連付けられたスキル。

受信コール（Calls
Presented）

エージェントがコールに応答したかどうかに関係なく、CSQにルー
ティングされたコールの数。
要約情報：この列での値の合計。

平均キュー時間（Avg Queue CSQ にルーティングされたすべてのコールの平均キュー時間。
Time）
最大キュー時間（Max Queue CSQにルーティングされたいずれかのチャットの最長キュー時間。
Time）
要約情報：この列での最大値。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
73

すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート

フィールド

説明

処理済コール

この CSQ で処理されたコールの数。 コールは、この CSQ 用に
キューイングされている間に発信者がエージェントに接続すると処
理されます。
要約情報：この列での値の合計。

平均応答速度（Avg Speed of 平均応答時間 = 合計キュー時間 / 処理コール数
Answer）
平均処理時間（Avg Handle
Time）

CSQ が処理したすべてのコールの平均処理時間。

最大処理時間（Max Handle CSQ が処理したコールの最長処理時間。
Time）
処理時間 = 通話時間 + 保留時間 + 作業時間
要約情報：この列での最大値。
放棄コール数（Calls
Abandoned）

CSQ にルーティングされたが、発信者が受話器を置いたか、また
は切断したために、エージェントに応答されなかったコールの数。
要約情報：この列での値の合計。

平均放棄時間（Avg Time to 放棄されるまでにコールがキュー内に存在した平均時間。
Abandon）
最大放棄時間（Max Time to 放棄されるまでにいずれかのコールがキュー内に存在した最長時
Abandon）
間。
要約情報：この列での最大値。
1 日あたりの平均放棄時間
（Avg Abandon Per Day）

1 日あたり平均放棄コール数 = 放棄コールの数 / 日数

1 日あたりの最大放棄時間
（Max Abandon Per Day）

1 日に放棄されたコールの最大数。
要約情報：この列での最大値。

キュー解除コール数（Calls CSQ にキューイングされ、続いてワークフロー内のキュー解除手
Dequeued）
順によりキュー解除されたコールの数。
要約情報：この列での値の合計。
平均キュー解除時間（Avg
Time to Dequeue）

キュー解除されるまでにコールがキュー内に存在した平均時間。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート

フィールド

説明

最大キュー解除時間（Max
Time to Dequeue）

キュー解除されるまでにいずれかのコールがキュー内に存在した最
長時間。
要約情報：この列での最大値。

他の人によって処理された 次のコールの合計。
コール（Calls Handled by
• CSQ にキューイングされ、続いてワークフロー内のキュー解
Other）
除手順によりキュー解除され、さらにコンタクト情報の設定
手順で処理済みのマークが付けられたコールの数。
• 複数の CSQ にキューイングされ、続いて別の CSQ により処
理されたコールの数。
要約情報：この列での値の合計。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

CSQ 名（CSQ Names）

指定の CSQ に関する情報を表示します。

CSQ タイプ（CSQ Types）

次のオプションが含まれます。
• リソース グループ（Resource Group）：Unified CCX
Administration で [リソース プール選択モデル（Resource Pool
Selection Model）] が [リソース グループ（Resource Group）]
に設定された CSQ の情報を表示します。
• スキル グループ（Skill Group）：Unified CCX Administration
で [リソース プール選択モデル（Resource Pool Selection
Model）] が [リソース スキル（Resource Skills）] に設定され
た CSQ の情報を表示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

CSQ 名（CSQ Name）

CSQ 名でデータをソートします。

CSQ ID

CSQ 内の CSQ ID でデータをソートします。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポート

コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポートには、サービス レベルに関する
情報と、提供、処理、放棄、キュー解除されたコールの数と割合が表示されます。 このレポート
では、レポート期間内の 30 分間または 60 分間ごとの情報を表示します。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

間隔ごとの処理、放棄、
キュー解除のコール数
（Calls Handled, Abandoned
and Dequeued by Interval）

コンタクト サービス キュー（CSQ）ごとの処理コール、放棄コー
ル、キュー解除コールの数を表示します。

間隔ごとのサービス レベル
を満たすコールの総数
（Total Calls that met Service
Level by Interval）

CSQ ごとの処理コールの数、および [サービス レベル（Service
Level）] フィールドに入力した時間内に処理されたコールの数を表
示します。 [サービス レベル（Service Level）] は、管理者により設
定されます。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

間隔開始時刻

30 分間または 60 分間の各間隔の開始日時、またはレポート範囲の
開始日時。

間隔終了時刻（Interval End 30 分間または 60 分間の各間隔の終了日時、またはレポート範囲の
Time）
終了日時。
CSQ 名（CSQ Name）

コールのキューイング先となる CSQ。

スキル

コールのルーティング先の CSQ と関連付けられたスキル。

サービス レベル（秒）
（Service Level (sec)）

Unified CCX Administration で CSQ 設定したときに、[サービス レベ
ル（Service Level）] フィールドに入力した値。 レポート期間中に
サービス レベルが変更された場合、レポートには新旧のサービス
レベル値が表示されます。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポート

フィールド

説明

サービスレベル未満の処理 [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
コール数（Calls Handled < に処理されたコールの数。コールが処理されたと見なされるのは、
Service Level）
エージェントによって応答されたときです。
要約情報：この列での値の合計。
サービスレベル未満の放棄 [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
コール数（Calls Abandoned に放棄されたコールの数。 コールは、エージェントに接続する前
< Service Level）
に切断される場合に、放棄されたと見なされます。
要約情報：この列での値の合計。
サービス レベルの達成率： [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
処理のみ
に処理されたコールの割合。この値は、次のように計算されます。
（サービス レベル内に処理されたコールの数 / 処理されたコール
の数）x 100%
要約情報：処理されたサービス レベルを満たす処理コール全体の
割合。
サービス レベルの達成率： [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
放棄されたコールを除外
に処理された（放棄されたコールを除く）提供コールの割合。 こ
の値は、次のように計算されます。
（サービス レベル内で処理されたコールの数 /（提供されたコール
の数 – サービス レベル内で放棄されたコールの数））x 100%
要約情報：処理されたサービス レベルを満たす提供コール全体の
割合（放棄されたサービス レベルを満たすコールを除く）。
サービス レベルの達成率： [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
放棄されたコール数を肯定 に処理または放棄された提供コールの割合。 この値では、[サービ
的にカウント
ス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内に放棄
されたコールは、そのサービス レベルを満たすものと見なされま
す。 この値は、次のように計算されます。
（（サービス レベル内で処理されたコールの数 + サービス レベル
内で放棄されたコールの数）/ 提供されたコールの数）x 100%
要約情報：処理または放棄されたサービスレベルを満たす提供コー
ル全体の割合。
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フィールド

説明

サービス レベルの達成率： [サービス レベル（Service Level）] フィールドに表示された時間内
放棄されたコール数を否定 に処理された提供コールの割合。 この値では、[サービス レベル
的にカウント
（Service Level）] フィールドに表示された時間内に放棄されたコー
ルは、そのサービス レベルを満たさないものと見なされます。 こ
の値は、次のように計算されます。
（サービス レベル内に処理されたコールの数 / 提供されたコール
の数）x 100%
要約情報：処理されたサービス レベルを満たす提供コール全体の
割合。
受信コール（Calls
Presented）

エージェントがコールに応答したかどうかに関係なく、CSQにルー
ティングされたコールの数。
要約情報：このフィールドでの値の合計。

処理コール数：処理（Calls CSQ によって処理されたコールの数。
Handled - Handled）
要約情報：このフィールドでの値の合計。
処理コール数：%（Calls
Handled - %）

CSQ によって処理されたコールの割合。 割合は、次のように計算
されます。
（処理されたコールの数 / 提供されたコールの数）x 100%
要約情報：全体的な割合。

放棄コール数：放棄（Calls CSQ にルーティングされ、放棄されたコールの数。
Abandoned - Abandoned）
要約情報：このフィールドでの値の合計。
放棄コール数：%（Calls
Abandoned - %）

CSQ にルーティングされ、放棄されたコールの割合。 割合は、次
のように計算されます。
（放棄されたコールの数 / 提供されたコールの数）x 100%
要約情報：全体的な割合。

キュー解除コール数：
キューから取り出されたコールの数。
キュー解除（Calls Dequeued
要約情報：このフィールドでの値の合計。
- Dequeued）
キュー解除コール数：%
（Calls Dequeued - %）

キュー解除されたコールの割合。 割合は、次のように計算されま
す。
（キュー解除されたコールの数 / 提供されたコールの数）x 100%
要約情報：全体的な割合。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー コール分配（要約）

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

間隔の長さ（Interval
Length）

次のオプションを使用できます。
• レポート範囲全体（Entire report range）：レポート開始時刻か
らレポート終了時刻までの情報を表示しますが、レポート期
間内の個々の間隔の情報は表示しません。
• 30 分間（Thirty (30) minutes）：レポート期間内の 30 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 30 分後に始まるという具合で
す。
• 60 分間（Sixty (60) minutes）：レポート期間内の 60 分間の情
報を表示します。最初の間隔は、レポート開始時刻に始まり、
次の間隔はレポート開始時刻の 60 分後に始まるという具合で
す。
（注）

CSQ 名（CSQ Names）

[30 分間（Thirty (30) minutes）] または [60 分間（Sixty (60)
minutes）] のいずれかのオプションを選択する場合、レ
ポートが結果を表示するのに、[レポート範囲全体（Entire
report range）] のオプションよりも、さらに時間がかかる
場合があります。 処理時間を短縮するには、クエリ間隔
を短くしてレポートを生成します。

指定の CSQ に関する情報を表示します。

グループ化条件
なし

コンタクト サービス キュー コール分配（要約）
コンタクト サービス キュー コール分配（要約）レポートには、4 つの設定可能な時間間隔の中で
処理およびキュー解除されたコールの数と割合が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
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コンタクト サービス キュー コール分配（要約）

チャート名

説明

時間間隔および CSQ ごとの コンタクト サービス キュー（CSQ）ごとに、それぞれの時間間隔
合計放棄コール数（Total
で放棄されたコールの合計数を表示します。
Calls Abandoned by Time
Interval & CSQ）
時間間隔および CSQ ごとの CSQ ごとに、それぞれの時間間隔で処理されたコールの数を表示
合計処理コール数（Total
します。
Calls Handled by Time Interval
and CSQ）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

コールのキューイング先となる CSQ。

CSQ ID

CSQ の一意な ID。

コール スキル（Call Skills） コールのルーティング先の CSQ と関連付けられたスキル。
処理済コール

CSQ によって処理されたコールの数。 コールが処理されたと見な
されるのは、エージェントによって応答されたときです。
要約情報：この列での値の合計。

キュー時間が 0 ～ 15 秒で処 15 秒以下のキュー時間で処理されたコールの数。
理されたコールの合計と割
合（Total/Percentage Calls
Handled With Queue
Time—0–15 sec）
キュー時間が % 0 ～ 15 秒で 15 秒以下のキュー時間で処理されたコールの割合。
処理されたコールの合計と
割合（Total/Percentage Calls
Handled With Queue Time—%
0-15 sec）
キュー時間が 0 ～ 30 秒で処 30 秒以下のキュー時間で処理されたコールの数。
理されたコールの合計と割
合（Total/Percentage Calls
Handled With Queue
Time—0–30 sec）
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー コール分配（要約）

フィールド

説明

キュー時間が % 0 ～ 30 秒で 30 秒以下のキュー時間で処理されたコールの割合。
処理されたコールの合計と
割合（Total/Percentage Calls
Handled With Queue Time—%
0-30 sec）
キュー時間が 0 ～ 45 秒で処 45 秒以下のキュー時間で処理されたコールの数。
理されたコールの合計と割
合（Total/Percentage Calls
Handled With Queue
Time—0–45 sec）
キュー時間が % 0 ～ 45 秒で 45 秒以下のキュー時間で処理されたコールの割合。
処理されたコールの合計と
割合（Total/Percentage Calls
Handled With Queue Time—%
0-45 sec）
キュー時間が 0 ～ 60 秒で処 60 秒以下のキュー時間で処理されたコールの数。
理されたコールの合計と割
合（Total/Percentage Calls
Handled With Queue
Time—0–60 sec）
キュー時間が % 0 ～ 60 秒で 60 秒以下のキュー時間で処理されたコールの割合。
処理されたコールの合計と
割合（Total/Percentage Calls
Handled With Queue Time—%
0-60 sec）
放棄コール数（Calls
Abandoned）

CSQ から放棄されたコールの数 コールが放棄されたと見なされる
のは、CSQ にルーティングされ、受話器を置かれたか切断された
ために、エージェントによって応答されなかった場合です。
要約情報：この列での値の合計。

キュー時間が 0 ～ 15 秒で放 15 秒以下のキュー時間で放棄されたコールの数。
棄されたコールの合計と割
合（Total/Percentage Calls
Abandoned With Queue
Time—0–15 sec）

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
81

すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー コール分配（要約）

フィールド

説明

キュー時間が % 0 ～ 15 秒で 15 秒以下のキュー時間で放棄されたコールの割合。
放棄されたコールの合計と
割合（Total/Percentage Calls
Abandoned With Queue
Time—% 0–15 sec）
キュー時間が 0 ～ 30 秒で放 30 秒以下のキュー時間で放棄されたコールの数。
棄されたコールの合計と割
合（Total/Percentage Calls
Abandoned With Queue
Time—0–30 sec）
キュー時間が % 0 ～ 30 秒で 30 秒以下のキュー時間で放棄されたコールの割合。
放棄されたコールの合計と
割合（Total/Percentage Calls
Abandoned With Queue
Time—% 0-30 sec）
キュー時間が 0 ～ 45 秒で放 45 秒以下のキュー時間で放棄されたコールの数。
棄されたコールの合計と割
合（Total/Percentage Calls
Abandoned With Queue
Time—0–45 sec）
キュー時間が % 0 ～ 45 秒で 45 秒以下のキュー時間で放棄されたコールの割合。
放棄されたコールの合計と
割合（Total/Percentage Calls
Abandoned With Queue
Time—% 0-45 sec）
キュー時間が 0 ～ 60 秒で放 60 秒以下のキュー時間で放棄されたコールの数。
棄されたコールの合計と割
合（Total/Percentage Calls
Abandoned With Queue
Time—0–60 sec）
キュー時間が % 0 ～ 60 秒で 60 秒以下のキュー時間で放棄されたコールの割合。
放棄されたコールの合計と
割合（Total/Percentage Calls
Abandoned With Queue
Time—% 0-60 sec）
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー優先度（要約）

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

コンタクト サービス キュー 指定の CSQ に関する情報を表示します。
名（Contact Service Queue
Names）
秒単位の時間間隔（Time
Interval In Seconds）

秒数を指定します。 デフォルト値は 15 秒です。

グループ化条件
なし

コンタクト サービス キュー優先度（要約）
コンタクト サービス キュー優先度（要約）レポートには、各コンタクト サービス キュー（CSQ）
にルーティングされたコールの数が表示されます。 また、各 CSQ にルーティングされたコールの
数と 1 日あたりの平均コール数も優先度ごとに表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

CSQ およびコール優先度ご CSQ でコール優先度ごとにルーティングされたコールの数を表示
との提供されたコールの総 します。
数（Total Calls Presented by
CSQ and Call Priority）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。

（注）

コール優先度が該当なしの場合は、優先度が割り当てられる前にコールは放棄されています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

コールのキューイング先となる CSQ。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー優先度（要約）

フィールド

説明

CSQ ID

CSQ の一意な ID。

コール スキル（Call Skills） コールのルーティング先の CSQ と関連付けられたスキル。
提供コールの総数（Total
Calls Presented）

エージェントがコールに応答したかどうかに関係なく、CSQ に提
供されたコールの数。
要約情報：この列での値の合計。

優先度 1（低）：合計
（Priority 1 (Low) - Total）

この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの数。

優先度 1（低）：平均
（Priority 1 (Low) - Avg）

この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの平
均数。

要約情報：この列での値の合計。

優先度 2：合計（Priority 2 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの数。
Total）
要約情報：この列での値の合計。
優先度 2：平均（Priority 2 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの平
Avg）
均数。
優先度 3：合計（Priority 3 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの数。
Total）
要約情報：この列での値の合計。
優先度 3：平均（Priority 3 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの平
Avg）
均数。
優先度 4：合計（Priority 4 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの数。
Total）
要約情報：この列での値の合計。
優先度 4：平均（Priority 4 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの平
Avg）
均数。
優先度 5：合計（Priority 5 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの数。
Total）
要約情報：この列での値の合計。
優先度 5：平均（Priority 5 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの平
Avg）
均数。
優先度 6：合計（Priority 6 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの数。
Total）
要約情報：この列での値の合計。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー優先度（要約）

フィールド

説明

優先度 6：平均（Priority 6 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの平
Avg）
均数。
優先度 7：合計（Priority 7 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの数。
Total）
要約情報：この列での値の合計。
優先度 7：平均（Priority 7 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの平
Avg）
均数。
優先度 8：合計（Priority 8 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの数。
Total）
要約情報：この列での値の合計。
優先度 8：平均（Priority 8 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの平
Avg）
均数。
優先度 9：合計（Priority 9 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの数。
Total）
要約情報：この列での値の合計。
優先度 9：平均（Priority 9 - この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの平
Avg）
均数。
優先度 10（高）：合計
この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの数。
（Priority 10 (High) - Total）
要約情報：この列での値の合計。
優先度 10（高）：平均
（Priority 10 (High) - Avg）

この優先度により 1 日に各 CSQ にルーティングされるコールの平
均数。

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

コンタクト サービス キュー 指定の CSQ に関する情報を表示します。
名（Contact Service Queue
Name）

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポート

フィールド

結果

CSQ 名（CSQ Name）

CSQ 名でデータをソートします。

CSQ ID

CSQ 内の CSQ ID でデータをソートします。

コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポート
コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポートには、サービス レベル内で
処理されたコールの数と割合、およびコンタクト サービス キュー（CSQ）におけるサービス レベ
ル内で処理されたコール優先度ごとのコールの数と割合に関する情報が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

サービス レベルを満たす
CSQ において、[サービス レベル（Service Level）] フィールドに入
コールの割合（Percentage of 力した時間内に処理されたコールの割合表示します。
Calls That Met Service Level）
サービス レベルを満たす
コールの総数（Total Calls
That Met Service Level）

CSQ において、[サービス レベル（Service Level）] フィールドに入
力した時間内に処理されたコールの数を表示します。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。

（注）

コール優先度が該当なしの場合は、優先度が割り当てられる前にコールは放棄されています。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

コールのキューイング先となる CSQ。

CSQ ID

CSQ の一意な ID。

コール スキル（Call Skills） コールのルーティング先の CSQ と関連付けられたスキル。
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポート

フィールド

説明

サービス レベル（秒）
（Service Level (sec)）

Unified CCX Administration で CSQ 設定したときに、[サービス レベ
ル（Service Level）] フィールドに入力した値。 レポート期間中に
サービス レベルが変更された場合、レポートには新旧のサービス
レベル値が表示されます。

受信コール（Calls
Presented）

エージェントがコールに応答したかどうかに関係なく、CSQにルー
ティングされたコールの数。

満たされたサービス レベル Unified CCX Administration で [サービス レベル（Service Level）]
の総数（Total Service Level フィールドに設定された時間内に応答されたコールの数。
Met）
満たされたサービス レベル （サービス レベル内で処理されたコールの数 / 提供されたコール
の割合（% Service Level
の数）x 100%
Met）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の数。
数と割合：優先度 1（低）
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call
Priority—Priority 1 (Low)）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の割合。
数と割合：% 優先度 1
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call Priority—%
Priority 1）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の数。
数と割合：優先度 2
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call
Priority—Priority 2）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の割合。
数と割合：% 優先度 2
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call Priority—%
Priority 2）
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポート

フィールド

説明

コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の数。
数と割合：優先度 3
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call
Priority—Priority 3）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の割合。
数と割合：% 優先度 3
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call Priority—%
Priority 3）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の数。
数と割合：優先度 4
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call
Priority—Priority 4）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の割合。
数と割合：% 優先度 4
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call Priority—%
Priority 4）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の数。
数と割合：優先度 5
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call
Priority—Priority 5）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の割合。
数と割合：% 優先度 5
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call Priority—%
Priority 5）
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポート

フィールド

説明

コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の数。
数と割合：優先度 6
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call
Priority—Priority 6）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の割合。
数と割合：% 優先度 6
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call Priority—%
Priority 6）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の数。
数と割合：優先度 7
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call
Priority—Priority 7）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の割合。
数と割合：% 優先度 7
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call Priority—%
Priority 7）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の数。
数と割合：優先度 8
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call
Priority—Priority 8）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の割合。
数と割合：% 優先度 8
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call Priority—%
Priority 8）
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すべてのフィールドの履歴レポート
コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポート

フィールド

説明

コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の数。
数と割合：優先度 9
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call
Priority—Priority 9）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の割合。
数と割合：% 優先度 9
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call Priority—%
Priority 9）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の数。
数と割合：優先度 10（高）
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call
Priority—Priority 10 (High)）
コール優先度ごとのサービ サービス レベル時間内に応答された、このコール優先度のコール
ス レベルを満たすコールの の割合。
数と割合：% 優先度 10
（Number and % Of Calls Met
SL For Each Call Priority—%
Priority 10）

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

コンタクト サービス キュー 指定の CSQ に関する情報を表示します。
名（Contact Service Queue
Name）

グループ化条件
なし
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すべてのフィールドの履歴レポート
CSQ エージェント（要約）レポート

CSQ エージェント（要約）レポート
CSQ エージェント（要約）レポートには、各コンタクト サービス キュー（CSQ）で処理された
コールに関する情報が、エージェントごとに表示されます。 エージェントは、複数の CSQ のコー
ルを処理できます。 レポートには、エージェントごとの、処理コールの平均と合計通話時間、
コール後の平均と合計作業時間、ルーティングされたコールの合計呼び出し時間、保留されたコー
ルの数、保留されたコールの平均と合計保留時間、無応答コールの数が含まれています。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

CSQ およびエージェントご CSQ ごとに、エージェントにより処理されたコールの数を表示し
との処理コール数（Calls
ます。
Handled by CSQ and Agent）

フィールド
このレポートには、次の情報を表示している表があります。
フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name）

コールのキューイング先となる CSQ。

CSQ ID

CSQ の一意な ID。

エージェント名（Agent
Name）

この CSQ のコールを処理したエージェントの姓と名。

内線（Extension）

Unified Communications Manager がエージェントに割り当てた Unified
CCX 内線。

処理済コール

CSQ にキューイングされ、レポート期間中にこのエージェントに
より応答されたコールの数。

通話時間：平均（Talk Time この CSQ でエージェントが処理したすべてのコールの平均通話時
- Avg）
間。 通話時間は、エージェントがコールに応答してからコールが
切断または転送されるまでに経過した時間です。保留時間は含まれ
ません。
平均通話時間 = 合計通話時間 / 処理コール数
通話時間：合計（Talk Time この CSQ でエージェントが処理したすべてのコールの平均通話時
- Total）
間。
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フィールド

説明

作業時間：平均（Work Time コール後にエージェントが作業状態で費やした平均時間。
- Avg）
平均処理時間 = 合計処理時間 / 処理コール数
作業時間：合計（Work Time コール受信後にエージェントが作業状態で費やした合計時間。
- Total）
合計呼び出し時間（Total
Ring Time）

コールの呼び出しから、コールがエージェントにより応答される
か、別のエージェントに提示されるか、または切断されるまでの経
過時間。 コールがいずれのエージェントにも提示されなかった場
合、このフィールドは空欄になります。

保留コール（Calls On Hold） エージェントが保留したコールの数。
保留時間：平均（Hold Time エージェントが保留したすべてのコールの平均保留時間。 Unified
- Avg）
CCX 以外のコールには適用されません。
平均保留時間 = 合計保留時間 / 保留中のコール数
保留時間：合計（Hold Time コールが保留された合計時間。 Unified CCX 以外のコールには適用
- Total）
されません。
無応答（Ring No Answer）

エージェントにルーティングされたが、エージェントが応答しな
かったコールの数。

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

CSQ 名（CSQ Names）

指定の CSQ に関する情報を表示します。

グループ化条件
なし

コール（コール CCDR 別、詳細）レポート
コール（コール CCDR 別、詳細）レポートには、Unified CCX データベースに格納されている、
コンタクト コール詳細レコード（CCDR）に含まれるほとんどの情報が表示されます。 このレ
コードには、コンタクト ルーティング詳細レコードと、エージェント接続詳細レコードの情報も
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含まれています。このレポートの情報は、コールの各レッグに対するものです。（コールの転送
またはリダイレクトにより新しいレッグが開始されます）。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

コンタクト処理ごとのコー 処理、放棄、中断、拒否されたコールの割合を表示します。
ル数（Number of Calls by
Contact Disposition）
発信元タイプごとのコール エージェント、デバイス（テスト コールなど）、不明な発信者
数（Number of Calls by
（ゲートウェイを経由して受信したコールなど）により発信された
Originator Type）
コールの割合を表示します。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

ノード ID - セッション ID - ノード ID は、システムがクラスタ内の各 Unified CCX サーバに割
シーケンス No（Node ID - り当てる、1 から始まる一意の数値 ID です。
Session ID - Sequence No） セッション ID は、システムがコールに割り当てる一意のセッショ
ン ID です。
セッション シーケンス No. は、システムが各コール レッグに割り
当てる番号です。 セッション シーケンス番号は、コールのレッグ
ごとに 1 増分されます。
これら 3 つの値をまとめることで、システムが処理する自動着信呼
分配（ACD）コールが一意に識別されます。
コール開始時刻（Call Start
Time）

コールの開始日時。

コール終了時刻（Call End
Time）

コールが切断、転送、またはリダイレクトされた日時。

コンタクト タイプ（Contact コールのコンタクト タイプ。
Type）
コンタクト タイプと説明のリストについては、コンタクト タイプ
（Contact Type）, （259 ページ） を参照してください。
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フィールド

説明

コンタクト処理（Contact
Disposition）

コールの処理。

発信元タイプ（Originator
Type）

コールの発信元。

発信元 ID（Originator ID）

発信者タイプが 1 の場合、コールを発信したエージェントのログイ
ン ID。

コンタクト処理と説明のリストについては、コンタクト処理
（Contact Disposition）, （259 ページ） を参照してください。

発信元番号と説明のリストについては、発信元の電話番号/発信元
DN および発信元タイプ, （260 ページ） を参照してください。

発信元 DN（Originator DN） 発信元の電話番号。
接続先タイプ（Destination
Type）

コールの着信先。
着信先番号と説明のリストについては、宛先電話番号/宛先 DN お
よび宛先タイプ, （259 ページ） を参照してください。

着信先 ID（Destination ID） 発信者タイプが 1 の場合、コールを受信したエージェントのログイ
ン ID。
着信先 DN（Destination
DN）

着信先の電話番号。

着信番号（Called Number） コールが転送された場合、このフィールドはコールの転送先の番号
を表示します。 それ以外の場合、この情報は [元の着信番号
（Original Called No.）] と同じになります。
元の着信番号（Original
Called No.）

発信者がダイヤルした元の番号。ルート ポイント番号またはエー
ジェントの内線のいずれか。

アプリケーション名
（Application Name）

ルート ポイントと関連付けられている Unified CCX または Unified
IP IVR アプリケーション。

キュー時間（Queue Time）

コールがコンタクトサービスキュー（CSQ）を登録してから、コー
ルがエージェントにより応答されるか、切断されるまでの経過時
間。 その他のコールの場合、この値はゼロになります。
要約情報：この列での値の合計。

通話時間（Talk Time）

エージェントがコールに応答してから、コールが切断または転送さ
れるまでの経過時間。保留時間は含まれません。 その他のコール
の場合、この値はゼロになります。
要約情報：この列での値の合計。
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フィールド

説明

保留時間（Hold Time）

エージェントが最初にコールを保留してから、エージェントが最後
にコールの保留を解除するまでの経過時間。通話時間は含まれませ
ん。 その他のコールの場合、このフィールドは空欄になります。
要約情報：この列での値の合計。

作業時間（Work Time）

コール後にエージェントが作業状態で費やした時間。その他のコー
ルの場合、このフィールドは空欄になります。
要約情報：この列での値の合計。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

元の着信番号（Original
Called Number）

指定された元の着信番号の情報を表示します。

着信番号（Called Number） 指定された着信番号の情報を表示します。
発信者番号（Calling
Number）

指定された発信者番号の情報を表示します。 発信番号は、発信元
DN と同じです。

アプリケーション名
（Application Name）

指定されたアプリケーションの情報を表示します。

コンタクト タイプ（Contact 指定されたコンタクト タイプの情報を表示します。
Type）
発信元タイプ（Originator
Type）

指定された発信元タイプの情報を表示します。

接続先タイプ（Destination
Type）

指定された着信先タイプの情報を表示します。

T 秒以上の時間（Duration
Greater Than or Equal to T
seconds）

T で指定した秒数以上の時間のコールを表示します。

T 秒以下の時間（Duration
Less Than or Equal to T
seconds）

T で指定した秒数以下の時間のコールを表示します。
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グループ化条件
なし

コール CSQ エージェント（詳細）レポート
コール CSQ エージェント（詳細）レポートには、コールのルーティング先のコンタクト サービス
キュー（CSQ）と、コールを処理したエージェントに関するコール情報が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

着信番号別コール総数
（Total Calls by Called
Number）

着信番号ごとのコールの数を表示します。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

ノード ID - セッション ID - ノード ID は、システムがクラスタ内の各 Unified CCX サーバに割
シーケンス No（Node ID - り当てる、1 から始まる一意の数値 ID です。
Session ID - Sequence No） セッション ID は、システムがコールに割り当てる一意のセッショ
ン ID です。
セッション シーケンス No. は、システムが各コール レッグに割り
当てる番号です。 セッション シーケンス番号は、コールのレッグ
ごとに 1 増分されます。
これら 3 つの値をまとめることで、システムが処理する自動着信呼
分配（ACD）コールが一意に識別されます。
開始時刻（Start Time）

コールの開始日時。

終了時間（End Time）

コールが切断、転送、またはリダイレクトされた日時。

コンタクト処理（Contact
Disposition）

コールの処理。
コンタクト処理と説明のリストについては、コンタクト処理
（Contact Disposition）, （259 ページ） を参照してください。
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フィールド

説明

発信元 DN（発信番号）
（Originator DN (Calling
Number)）

発信元ディレクトリ番号。 この番号は発信番号と同じです。 発信
元タイプはエージェント、デバイス、不明のいずれかです。
• 発信元タイプがエージェントの場合、このフィールドはエー
ジェントの Unified CCX 内線を示します。 コールが非 IPCC
内線宛の場合、非 IPCC 内線が表示されます。 コールが非
IPCC 内線から発信される場合、非 IPCC 内線が表示されます。
• 発信元タイプがデバイスの場合、このフィールドは CTI ポー
ト番号を示します。
• 発信元タイプが不明の場合（ゲートウェイ経由かモニタ対象
外デバイス）、このフィールドは発信者の電話番号を示しま
す。
発信元番号と説明のリストについては、発信元の電話番号/発信元
DN および発信元タイプ, （260 ページ） を参照してください。

着信先 DN（Destination
DN）

着信先ディレクトリ番号。 着信元タイプはエージェント、デバイ
ス、不明のいずれかです。
• 着信先タイプがエージェントの場合、このフィールドはエー
ジェントの Unified CCX 内線を示します。
• 着信先タイプがデバイスの場合、このフィールドは CTI ポー
ト番号を示します。
• 着信先タイプが不明な場合（ゲートウェイ経由かモニタ対象
外デバイス）、このフィールドは発信先の電話番号を示しま
す。
着信先番号と説明のリストについては、宛先電話番号/宛先 DN お
よび宛先タイプ, （259 ページ） を参照してください。

着信番号（Called Number） 発信者がダイヤルした元の番号。 コールが転送の場合、コールの
転送先の番号が表示されます。
アプリケーション名
（Application Name）

ルート ポイントと関連付けられている Unified CCX または Unified
IP IVR アプリケーション。

CSQ 名（CSQ Names）

コールのルーティング先となる CSQ。

キュー時間（Queue Time）

コールが CSQ を登録してから、コールが CSQ に属するエージェン
トにより応答されるまでの経過時間。
要約情報：この列での値の合計。
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フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

呼び出し時間（Ring Time） コールの呼び出しから、コールがエージェントにより応答される
か、別のエージェントに提示されるか、または切断されるまでの経
過時間。 コールがいずれのエージェントにも提示されなかった場
合、このフィールドは空欄になります。
要約情報：この列での値の合計。
通話時間（Talk Time）

エージェントが通話状態で費やした時間。
要約情報：この列での値の合計。

作業時間（Work Time）

エージェントが作業状態で費やした時間。
要約情報：この列での値の合計。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

着信番号（Called Number） 指定された元の着信番号の情報を表示します。
発信者番号（Calling
Number）

指定された発信者番号の情報を表示します。 発信番号は、発信元
DN と同じです。

アプリケーション名
（Application Name）

指定されたアプリケーションの情報を表示します。

コンタクト タイプ（Contact 指定されたコンタクト タイプの情報を表示します。
Type）
コンタクト タイプと説明のリストについては、コンタクト タイプ
（Contact Type）, （259 ページ） を参照してください。
発信元タイプ（Originator
Type）

指定された発信元タイプの情報を表示します。

接続先タイプ（Destination
Type）

指定された着信先タイプの情報を表示します。

エージェント名（Agent
Name）

指定されたエージェントの情報を表示します。
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フィルタ パラメータ

結果

CSQ 名（CSQ Name）

指定の CSQ に関する情報を表示します。

T 秒以上の時間（Duration
Greater Than or Equal to T
seconds）

T で指定した秒数以上の時間のコールを表示します。

T 秒以下の時間（Duration
Less Than or Equal to T
seconds）

T で指定した秒数以下の時間のコールを表示します。

グループ化条件
なし

優先度のアクティビティ（要約）レポート
優先度のアクティビティ（要約）レポートには、コール優先度ごとのコール情報が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

コール優先度ごとのコール 割り当てられた優先度ごとに、その優先度が設定されたコールの割
の総数（Total Calls by Call 合を表示します。
Priority）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。

（注）

複数のコール優先度がある場合、すべてのコール優先度についてデータが繰り返されます。
フィールド

説明

コールの優先度

コールの受信時に Unified CCX ワークフローによってコールに割り
当てられる最終的な優先度。
コール優先度と説明のリストについては、コールの優先度, （257
ページ） を参照してください。
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フィールド

説明

コールの総数（Total Calls） 最終的な優先度として特定の優先度を割り当てられたコールの数。
平均コール数（1日あたり） 最終的な優先度として特定の優先度を割り当てられたコールの 1 日
（Avg Calls (per day)）
あたりの平均数。
複数優先度のコール総数
コールの受信時に割り当てられた優先度とは異なる優先度で終了し
（Total Multi Priority Calls） たコールの数。
優先度の平均変更数（Avg
Priority Changes）

コールの受信時に割り当てられた優先度とは異なる優先度で終了し
たコールの 1 日あたりの平均数。

優先度の最大変更数（Max
Priority Changes）

コールの受信時に割り当てられた優先度と、コールの終了時に設定
された優先度の最大の差。

複数優先度のコール平均数 コールの受信時に割り当てられた優先度と、コールの終了時に設定
（Avg Multi Priority Calls） された優先度の差の平均。

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

コールの優先度レベル（Call 最終的な優先度が割り当てられたコールの情報を表示します。 優
Priority Levels）
先度の範囲は 1（最低）～ 10（最高）です。

グループ化条件
なし

トラフィック分析レポート
トラフィック分析レポートには、Unified CCX システムへの着信コールに関する情報が表示されま
す。 レポート範囲内のそれぞれの日の情報が提供され、日ごとのピーク時間に関する情報も含ま
れています。
チャート
次のチャートを使用できます。
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チャート名

説明

日ごとの平均コール時間
（Average Call Duration by
Date）

1 日のコールの平均の長さを表示します。

日ごとのピーク コール
（Peak Calls by Date）

1 日のピーク時間に受信したコールの数を表示します。

日ごとの合計着信コール
（Total Incoming Calls by
Date）

Unified CCX システムで 1 日に受信されたコールの総数を表示しま
す。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

日付（Date）

情報が提供される日付。

合計着信コール（Total
Incoming Calls）

その日に Cisco Unified CCX システムが受信したコールの総数。

平均コール（時間ごと）
（Avg Calls (per hour)）

その日の時間ごとに受信したコールの平均数。

要約情報：この列での値の合計。

要約情報：この列での最大値。

ピーク コール（時間ごと） ピーク時間中に受信したコールの数。
（Peak Calls (per hour)）
要約情報：この列での最大値。
ピーク時間：開始（Peak
Hour - Start）

1 日のうち、最も多くのコールを受信した時間帯の開始時刻。

ピーク時間：終了（Peak
Hour - End）

1 日のうち、最も多くのコールを受信した時間帯の終了時刻。

コール時間：平均（Call
Duration - Avg）

その日のコールの長さの平均。

コール時間：最小（Call
Duration - Min）

その日の最も短いコールの長さ。

コール時間：最大（Call
Duration - Max）

その日の最も長いコールの長さ。

要約情報：この列での最大値。

要約情報：この列での最小値。

要約情報：この列での最大値。
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フィルタ条件
なし
グループ化条件
なし

アウトバウンド レポート
エージェントのアウトバウンド キャンペーン（要約）レポート
エージェント アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートには、エージェント ベースの、プ
ログレッシブ アウトバウンド キャンペーンとプレディクティブ アウトバウンド キャンペーンに
関するコールの統計情報が表示されます。

（注）

このレポートは、選択した時間範囲で、少なくとも 1 つのコンタクトがダイヤルしたキャン
ペーンのみのデータを表示します。

チャート
なし
フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

キャンペーン（Campaign） エージェント アウトバウンド キャンペーンの名前。
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フィールド

説明

コンタクト：総計（Contacts キャンペーン用にインポートされているコンタクトの総数。 コン
- Total）
タクトの数には、レポート生成時にインポートされたすべてのコン
タクトが含まれ、レポート生成時に選択する終了日には影響されま
せん。
接続：合計 = ダイヤル アウトされる予定のキャンペーン内のイン
ポート コンタクト数（再試行またはコールバックがマークされて
いるコンタクトを含む） + 開始日から削除されたコンタクト + 開
始日の 1 日前からシステムによってクローズされたコンタクト（コ
ンタクトのダイヤル アウトに成功した、またはコンタクトのダイ
ヤル試行の最大数に到達した）
要約情報：この列でのレコードの合計。
コンタクト：試行（Contacts 試行した発信コンタクトの数。
- Attempted）
要約情報：この列でのレコードの合計。
コンタクト：残り（Contacts 再試行、コールバックがマークされたコンタクトを含む、ダイヤル
- Remaining）
アウトが予定されるコンタクトの数、およびインポート後にキャン
ペーンから削除されるためダイヤル アウトされないコンタクト。
コンタクトには、レポートが生成されるまでの時間のデータが含ま
れ、レポート生成時に選択される終了日から影響を受けません。
再試行またはコールバックされるコンタクトがない場合、合計コン
タクト数 = 試行コンタクト数 + 残りのコンタクト数。
要約情報：この列でのレコードの合計。
コンタクト：% 試行
（Contacts - % Attempted）

試行した発信コールの割合。
試行 % =（試行数 / 合計コンタクト数）* 100
要約情報：全体的な試行割合。

コール：音声（Calls Voice）

生の音声として検知され、IVR トリガーに接続された発信コールの
数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

コール：留守番電話（Calls 留守番電話に到達した発信コールの数。
- Answering Machine）
要約情報：この列でのレコードの合計。
コール：無効（Calls Invalid）

無効な番号に到達した発信コールの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。
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フィールド

説明

コール：ファックス/モデム ファックスまたはモデムに到達した発信コールの数。
（Calls - Fax/Modem）
要約情報：この列でのレコードの合計。
コール：無応答（Calls - No 応答されなかった発信コールの数。
Answer）
要約情報：この列でのレコードの合計。
コール：ビジー（Calls Busy）

ビジー信号を受けた発信コールの数。

コール：失敗（Calls Failed）

失敗した発信コールの数。

要約情報：この列でのレコードの合計。

要約情報：この列でのレコードの合計。

コール：顧客/エージェント Unified CCX Application Administration の Web インターフェイスで
による放棄（Customer/Agent 設定された放棄コール待機時間内に、コールが顧客またはエージェ
Abandoned）
ントのいずれかにより切断されたため、放棄とみなされる発信コー
ルの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。
コール：システムによる放 システムによって破棄された発信コールの数。
棄（Calls - System
要約情報：この列でのレコードの合計。
Abandoned）
コール：要求されたコール コールバックのマークが付けられたコールの数。
バック（Calls - Requested
（注）
エージェントにより受諾され、コールバックのマークが
Callback）
付けられ、後に別のエージェントにルーティングされて
受諾され（コールバック時）、そしてもう一度コールバッ
クのマークが付けられるコールは、コールバック コール
の数に対して 2 回カウントされます。
要約情報：この列でのレコードの合計。
通話時間：平均（Talk Time エージェントが発信コールで通話に費やした、HH:MM:SS 形式で
- Avg）
の平均時間。 エージェントが受諾し、音声として分類される、す
べてのコールの時間。
通話時間：最大（Talk Time エージェントがキャンペーンの発信コールで通話に費やした、
- Max）
HH:MM:SS 形式での最長時間。 エージェントが受諾し、音声とし
て分類される、すべてのコールの時間。
要約情報：この列での最大値。
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フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

キャンペーン リスト
（Campaign List）

エージェント ベースのアウトバウンド キャンペーンのリストを表
示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

キャンペーン（Campaign） キャンペーン名でデータをソートします。

エージェント アウトバウンド CCDR レポート
エージェント アウトバウンド CCDR レポートには、Unified CCX データベースに格納されている、
プログレッシブとプレディクティブのエージェント発信コールに関連する情報が表示されます。
このレポートの情報は、コールの各レッグに対するものです。
チャート
なし
フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

ノード ID - セッション ID - ノード ID は、システムがクラスタ内の各 Unified CCX サーバに割
シーケンス No.（Node
り当てる、1 から始まる一意の数値 ID です。
ID-Session ID-Sequence
セッション ID は、システムがコールに割り当てる一意のセッショ
Number）
ン ID です。
セッション シーケンス No. は、システムが各コール レッグに割り
当てる番号です。 セッション シーケンス番号は、コールのレッグ
ごとに 1 増分されます。
これら 3 つの値をまとめることで、システムが処理する自動着信呼
分配（ACD）コールが一意に識別されます。
開始時刻（Start Time）

コールの開始日時。
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フィールド

説明

終了時間（End Time）

コールが切断または転送された日時。

コンタクト処理（Contact
Disposition）

コールの処理。

発信元タイプ（Originator Type）

コールの発信元。

コンタクト処理と説明のリストについては、コンタクト処理
（Contact Disposition）, （259 ページ） を参照してください。

発信元番号と説明のリストについては、発信元の電話番号/発信元
DN および発信元タイプ, （260 ページ） を参照してください。

発信元 ID（Originator - ID） エージェントのログイン ID。 このフィールドは、発信元タイプが
1 の場合にのみ入力されます。 このフィールドは、コールがスクリ
プトからエージェントに転送される場合にのみ入力されます。
発信元ディレクトリ番号
（Originator - Directory
Number）

発信元の電話番号。

着信先タイプ（Destination - コールの着信先。
Type）
着信先番号と説明のリストについては、宛先電話番号/宛先 DN お
よび宛先タイプ, （259 ページ） を参照してください。
着信先 ID（Destination - ID） エージェントのログイン ID。 このフィールドは、着信元タイプが
1 の場合にのみ入力されます。このフィールドは、エージェントが
ログインしている内線以外へのコールである場合、空欄になりま
す。
着信先ディレクトリ番号
（Destination - Directory
Number）

着信先の電話番号。

コールの状態（Call Status） 発信コールにダイヤルアウトするためにインポートされたコンタク
トの状態。 コールの状態の値は、コンタクトの最新の状態で更新
されます。
コールの状態と説明のリストについては、コールの状態（Call
Status）, （258 ページ） を参照してください。
コールの結果

発信コールのコールの結果の値。 コールの結果の値は、発信コン
タクトに対して行われたコールごとに更新されます。
コールの結果と説明のリストについては、コールの結果, （257 ペー
ジ） を参照してください。
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フィールド

説明

キャンペーン名（Campaign エージェント アウトバウンド キャンペーンの名前。
Name）

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

キャンペーン リスト
（Campaign List）

エージェント ベースのアウトバウンド キャンペーンのリストを表
示します。

グループ化条件
なし

エージェントアウトバウンド（30分ごと）レポート
エージェントアウトバウンド（30分ごと）レポートには、プログレッシブとプレディクティブの
エージェント発信コールに関する情報が、キャンペーンがアクティブな時間範囲で30分ごとに表
示されます。

（注）

キャンペーンは、指定された終了時刻後に数秒間停止する場合があります。 したがって、レ
ポートには、さらに 30 分間隔の情報が表示される場合があります。 この 30 分間隔には、キャ
ンペーン終了時刻以前にダイヤルアウトされた発信コールに関する情報、キャンペーン終了時
刻以降に受信した応答に関する情報があります。

チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

キャンペーンごとの試行
キャンペーンごとの試行コール数、放棄コール数、音声コール数。
コール、放棄コール、音声
コールの総数（Total
Attempted, Abandoned, Voice
Calls by Campaign）
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フィールド
このレポートには、次の情報を表示している表があります。
フィールド

説明

キャンペーン名（Campaign データが記録されるエージェント アウトバウンド キャンペーンの
Name）
名前。
開始時刻（Start Time）

期間の開始日時。

終了時間（End Time）

期間の終了日時。

試行コール総数（Total
Attempted Calls）

試行コールの数。

ライブ音声コール総数
（Total Live Voice Calls）

音声コールの数。

放棄コール総数（Total
Abandoned Calls）

システム放棄コールの数。

要約情報：この列でのレコードの合計。

要約情報：この列でのレコードの合計。

要約情報：この列でのレコードの合計。

エージェントあたりの回線 30 分間隔の終わりにキャンペーンの LPA（エージェントあたりの
数（Lines Per Agent）
回線数）値を表示します。 プログレッシブ キャンペーンの場合、
LPA 値は Unified CCX Application Administration の Web インター
フェイスで設定されます。プレディクティブキャンペーンの場合、
LPA 値は予測アルゴリズムにより計算されます。
放棄率（Abandoned Rate）

統計情報を最後にリセットしてからのコール放棄率。
放棄率 =（放棄 / 音声 + 放棄）x 100

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

キャンペーン名（Campaign 指定されたプレディクティブまたはプログレッシブ キャンペーン
Name）
の 30 分ごとの情報を表示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
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フィールド

結果

キャンペーン（Campaign） キャンペーン名でデータをソートします。

IVR アウトバウンド キャンペーン（要約）レポート
IVRアウトバウンドキャンペーン（要約）レポートには、アウトバウンド音声自動応答装置（IVR）
キャンペーンごとのコールの統計情報が表示されます。このレポートには、プレディクティブア
ウトバウンド キャンペーンとプログレッシブ アウトバウンド キャンペーンのコールの要約が表
示されます。

（注）

このレポートは、選択した時間範囲で、少なくとも 1 つのコンタクトがダイヤルしたキャン
ペーンのみのデータを表示します。

チャート
なし
フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

キャンペーン（Campaign） アウトバウンド IVR キャンペーンの名前。
コンタクト：総計（Contacts キャンペーン用にインポートされているコンタクトの総数。 コン
- Total）
タクトの数には、レポート生成時にインポートされたすべてのコン
タクトが含まれ、レポート生成時に選択する終了日には影響されま
せん。
接続：合計 = ダイヤル アウトされる予定のキャンペーン内のイン
ポート コンタクト数（再試行またはコールバックがマークされて
いるコンタクトを含む） + 開始日から削除されたコンタクト + 開
始日の 1 日前からシステムによってクローズされたコンタクト（コ
ンタクトのダイヤル アウトに成功した、またはコンタクトのダイ
ヤル試行の最大数に到達した）
要約情報：この列でのレコードの合計。
コンタクト：試行（Contacts 試行したアウトバウンド IVR コンタクトの数。
- Attempted）
要約情報：この列でのレコードの合計。
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フィールド

説明

コンタクト：残り（Contacts 再試行、コールバックがマークされたコンタクトを含む、ダイヤル
- Remaining）
アウトが予定されるコンタクトの数、およびインポート後にキャン
ペーンから削除されるためダイヤル アウトされないコンタクト。
コンタクトには、レポートが生成されるまでの時間のデータが含ま
れ、レポート生成時に選択される終了日から影響を受けません。
再試行またはコールバックされるコンタクトがない場合、合計コン
タクト数 = 試行コンタクト数 + 残りのコンタクト数。
要約情報：この列でのレコードの合計。
コンタクト：% 試行
（Contacts - % Attempted）

試行したアウトバウンド IVR コールの割合。
試行 % =（試行数 / 合計コンタクト数）* 100
要約情報：全体的な試行割合。

コール：音声（Calls Voice）

生の音声として検知され、IVR トリガーに接続された発信コールの
数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

コール：留守番電話（Calls 留守番電話に到達したアウトバウンド IVR コールの数。
- Answering Machine）
要約情報：この列でのレコードの合計。
コール：無効（Calls Invalid）

無効な番号に到達したアウトバウンド IVR コールの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

コール：ファックス/モデム ファックスまたはモデムに到達したアウトバウンド IVR コールの
（Calls - Fax/Modem）
数。
要約情報：この列でのレコードの合計。
コール：無応答（Calls - No 応答されなかったアウトバウンド IVR コールの数。
Answer）
要約情報：この列でのレコードの合計。
コール：ビジー（Calls Busy）

ビジー信号を受けたアウトバウンド IVR コールの数。

コール：失敗（Calls Failed）

失敗したアウトバウンド IVR コールの数。

コール：顧客による放棄
（Calls - Customer
Abandoned）

顧客によって放棄されたアウトバウンド IVR コールの数。

要約情報：この列でのレコードの合計。

要約情報：この列でのレコードの合計。

要約情報：この列でのレコードの合計。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
110

すべてのフィールドの履歴レポート
IVR アウトバウンド CCDR レポート

フィールド

説明

コール：システムによる放 システムによって放棄されたアウトバウンド IVR コールの数。
棄（Calls - System
要約情報：この列でのレコードの合計。
Abandoned）

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

キャンペーン リスト
（Campaign List）

指定されたアウトバウンド IVR キャンペーンの情報を表示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

キャンペーン（Campaign） キャンペーン名でデータをソートします。

IVR アウトバウンド CCDR レポート
IVR アウトバウンド CCDR レポートには、Unified CCX データベースに格納されている、音声自
動応答装置（IVR）コールに関連する情報が表示されます。 このレポートの情報は、コールの各
レッグに対するものです。
チャート
なし
フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
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フィールド

説明

ノード ID - セッション ID - ノード ID は、システムがクラスタ内の各 Unified CCX サーバに割
シーケンス No.（Node
り当てる、1 から始まる一意の数値 ID です。
ID-Session ID-Sequence
セッション ID は、システムがコールに割り当てる一意のセッショ
Number）
ン ID です。
セッション シーケンス No. は、システムが各コール レッグに割り
当てる番号です。 セッション シーケンス番号は、コールのレッグ
ごとに 1 増分されます。
これら 3 つの値をまとめることで、システムが処理する自動着信呼
分配（ACD）コールが一意に識別されます。
開始時刻（Start Time）

コールの開始日時。

終了時間（End Time）

コールが切断または転送された日時。

コンタクト処理（Contact
Disposition）

コールの処理。

発信元タイプ（Originator Type）

コールの発信元。

コンタクト処理と説明のリストについては、コンタクト処理
（Contact Disposition）, （259 ページ） を参照してください。

発信元番号と説明のリストについては、発信元の電話番号/発信元
DN および発信元タイプ, （260 ページ） を参照してください。

発信元 ID（Originator - ID） エージェントのログイン ID。 このフィールドは、発信元タイプが
1 の場合にのみ入力されます。 このフィールドは、コールがスクリ
プトからエージェントに転送される場合にのみ入力されます。
発信元ディレクトリ番号
（Originator Directory
Number）

発信元の電話番号。

着信先タイプ（Destination - コールの着信先。
Type）
着信先番号と説明のリストについては、宛先電話番号/宛先 DN お
よび宛先タイプ, （259 ページ） を参照してください。
着信先 ID（Destination - ID） エージェントのログイン ID。 このフィールドは、着信先タイプが
1 の場合にのみ入力されます。 このフィールドは、エージェントが
ログインしている内線以外へのコールである場合、空欄になりま
す。
着信先ディレクトリ番号
（Destination - Directory
Number）

着信先の電話番号。
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IVR アウトバウンド（30 分ごと）レポート

フィールド

説明

トリガー ディレクトリ番号 アウトバウンド IVR ダイヤラによってダイヤルされた番号。 ルー
（Trigger Directory Number） トポイント番号か、ダイヤルした電話番号のいずれかになります。
アプリケーション名
（Application Name）

ルート ポイントと関連付けられている Unified CCX または Unified
IP IVR アプリケーション。

コールの状態（Call Status） 発信コールにダイヤルアウトするためにインポートされたコンタク
トの状態。 コールの状態の値は、コンタクトの最新の状態で更新
されます。
コールの状態と説明のリストについては、コールの状態（Call
Status）, （258 ページ） を参照してください。
コールの結果

発信コールのコールの結果の値。 コールの結果の値は、発信コン
タクトに対して行われたコールごとに更新されます。
コールの結果と説明のリストについては、コールの結果, （257 ペー
ジ） を参照してください。

キャンペーン名（Campaign IVR アウトバウンド キャンペーンの名前。
Name）

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

キャンペーン リスト
（Campaign List）

IVR ベースのアウトバウンド キャンペーンのリストを表示します。

グループ化条件
なし

IVR アウトバウンド（30 分ごと）レポート
IVR アウトバウンド（30 分ごと）レポートには、プログレッシブとプレディクティブのアウトバ
ウンド音声自動応答装置（IVR）コールに関する情報が、キャンペーンがアクティブな時間範囲
で 30 分ごとに表示されます。
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IVR アウトバウンド（30 分ごと）レポート

（注）

キャンペーンは、指定された終了時刻後に数秒間停止する場合があります。 したがって、レ
ポートには、さらに 30 分間隔の情報が表示される場合があります。 この 30 分間隔には、キャ
ンペーン終了時刻以前にダイヤルアウトされた発信コールに関する情報、キャンペーン終了時
刻以降に受信した応答に関する情報があります。

チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

キャンペーンごとの試行
キャンペーンごとの試行コール数、放棄コール数、音声コール数。
コール、放棄コール、音声
コールの総数（Total
Attempted, Abandoned, Voice
Calls by Campaign）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

キャンペーン名（Campaign データが記録される IVR アウトバウンド キャンペーンの名前。
Name）
開始時刻（Start Time）

期間の開始日時。

終了時間（End Time）

期間の終了日時。

試行コール総数（Total
Attempted Calls）

試行コールの数。

ライブ音声コール総数
（Total Live Voice Calls）

音声コールの数。

放棄コール総数（Total
Abandoned Calls）

放棄コールの数。

要約情報：この列でのレコードの合計。

要約情報：この列でのレコードの合計。

要約情報：この列でのレコードの合計。
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アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）レポート

フィールド

説明

ポートあたりの回線（Lines 30 分間隔の終わりにキャンペーンの LPP（ポートあたりの回線数）
Per Port）
値を表示します。 プログレッシブ キャンペーンの場合、LPP 値は
Unified CCX Application Administration の Web インターフェイスで
設定されます。 プレディクティブ キャンペーンの場合、LPP 値は
予測アルゴリズムにより計算されます。
放棄率（Abandoned Rate）

統計情報を最後にリセットしてからのコール放棄率。
放棄率 =（放棄 / 音声 + 放棄）x 100

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

キャンペーン名（Campaign 指定されたプレディクティブまたはプログレッシブ キャンペーン
Name）
の 30 分ごとの情報を表示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

キャンペーン（Campaign） キャンペーン名でデータをソートします。

アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）レポート
アウトバウンドエージェントパフォーマンス（詳細）レポートには、キャンペーンごとに各エー
ジェントの詳細な統計情報が表示されます（プログレッシブとプレディクティブ）。 このレポー
トには、合計コールの詳細、エージェントごとのキャンペーン コールの詳細の他に、エージェン
ト ベースのプログレッシブとプレディクティブの全キャンペーンに対して、エージェントごとの
コール詳細を示す要約行も表示されます。 このレポートは、アウトバウンド機能とともに使用で
きます。
チャート
次のチャートを使用できます。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
115

すべてのフィールドの履歴レポート
アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）レポート

チャート名

説明

キャンペーンおよびエー
キャンペーンで各エージェントにより転送されたコールの数を表示
ジェントごとの、転送コー します。
ル数（Calls Transferred By
Campaign And Agent）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

キャンペーン（Campaign） キャンペーンの名前。
無応答（RNA）

エージェントが応答しなかった発信コールの数。無応答（RNA）。
要約情報：この列でのレコードの合計。

転送

別のエージェントから転送された発信コールの数。 別のエージェ
ントは発信コールをダイヤルして、このエージェントに転送しま
す。
要約情報：この列でのレコードの合計。

通話時間：平均（Talk Time エージェントが発信コールで通話に費やした、HH:MM:SS 形式で
- Avg）
の平均時間。 エージェントが受諾し、音声として分類される、す
べてのコールの時間。
通話時間：最大（Talk Time エージェントがキャンペーンの発信コールで通話に費やした、
- Max）
HH:MM:SS 形式での最長時間。 エージェントが受諾し、音声とし
て分類されるコールは考慮されます。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。
フィルタ パラメータ

結果

キャンペーン名（Campaign 指定されたキャンペーンの情報を表示します。
Names）
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アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レポート

フィルタ パラメータ

結果

エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

リソース グループ名
（Resource Group Names）

指定されたリソース グループに属しているエージェントの情報を
表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

エージェント名（Agent
Name）

エージェント名でデータをソートします。

アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レ
ポート
アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レポートには、キャンペーン
ごとに各エージェントの詳細な統計情報が表示されます。 このレポートには、合計コールの詳
細、エージェントごとのキャンペーン コールの詳細の他に、全プレビュー アウトバウンド キャ
ンペーンに対して、エージェントごとのコール詳細を示す要約行も表示されます。 このレポート
は、アウトバウンド機能とともに使用できます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

キャンペーンおよびエー
キャンペーンで各エージェントに承認されたコールの数を表示しま
ジェントごとの、承認コー す。
ル数（Calls Accepted By
Campaign And Agent）
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アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レポート

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

エージェント名（Agent
Name）

エージェントの姓名。

キャンペーン（Campaign） キャンペーンの名前。
受信コンタクト（Offered） エージェントが受信した発信コールの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。
承認（Accepted）

エージェントが承認した発信コールの総数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

却下

エージェントが拒否した発信コールの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

終了（Closed）

エージェントがクローズした発信コンタクトの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

無応答（RNA）

エージェントが応答しなかった発信コールの数。無応答（RNA）。
要約情報：この列でのレコードの合計。

転送

別のエージェントから転送された発信コールの数。 このエージェ
ントは発信コールをダイヤルせず、代わりに他のエージェントが発
信コールをダイヤルしてこのエージェントに転送します。
要約情報：この列でのレコードの合計。

通話時間：平均（Talk Time エージェントが発信コールで通話に費やした、HH:MM:SS 形式で
- Avg）
の平均時間。 エージェントが受諾し、音声として分類される、す
べてのコールの時間。
通話時間：最大（Talk Time エージェントがキャンペーンの発信コールで通話に費やした、
- Max）
HH:MM:SS 形式での最長時間。 エージェントが受諾し、音声とし
て分類されるコールは考慮されます。

フィルタ条件
次のいずれかのパラメータでフィルタリングできます。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
118

すべてのフィールドの履歴レポート
アウトバウンド キャンペーン（要約）プレビュー レポート

フィルタ パラメータ

結果

キャンペーン名（Campaign 指定されたキャンペーンの情報を表示します。
Names）
エージェント名（Agent
Names）

指定されたエージェントの情報を表示します。

リソース グループ名
（Resource Group Names）

指定されたリソース グループに属しているエージェントの情報を
表示します。

スキル名（Skill Names）

指定されたスキルを持つエージェントの情報を表示します。

チーム名（Team Names）

指定されたチームに属しているエージェントの情報を表示します。

グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

エージェント名（Agent
Name）

エージェント名でデータをソートします。

アウトバウンド キャンペーン（要約）プレビュー レポート
アウトバウンドキャンペーン（要約）プレビューレポートには、キャンペーンごとのコール要約
の統計情報が表示されます。 このレポートは、Unified Outbound Preview Dialer（Outbound）機能
とともに使用できます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

キャンペーン別の承認コー キャンペーンで承認、拒否、クローズされたコールの数を表示しま
ル数、拒否コール数、ク
す。
ローズ コール数（Calls
Accepted, Rejected, Closed by
Campaign）
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アウトバウンド キャンペーン（要約）プレビュー レポート

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

キャンペーン（Campaign） キャンペーンの名前。
合計（Total）

キャンペーン用にインポートされているコンタクトの総数。 コン
タクトの数には、レポート生成時にインポートされたすべてのコン
タクトが含まれ、レポート生成時に選択する終了日には影響されま
せん。
接続：合計 = ダイヤル アウトされる予定のキャンペーン内のイン
ポート コンタクト数（再試行またはコールバックがマークされて
いるコンタクトを含む） + 開始日から削除されたコンタクト + 開
始日の 1 日前からシステムによってクローズされたコンタクト（コ
ンタクトのダイヤル アウトに成功した、またはコンタクトのダイ
ヤル試行の最大数に到達した）
要約情報：この列でのレコードの合計。

応対可

再試行、コールバックがマークされたコンタクトを含む、ダイヤル
アウトが予定されるコンタクトの数、およびインポート後にキャン
ペーンから削除されるためダイヤル アウトされないコンタクト。
コンタクトには、レポートが生成されるまでの時間のデータが含ま
れ、レポート生成時に選択される終了日から影響を受けません。
再試行またはコールバックされるコンタクトがない場合、合計コン
タクト数 = 試行コンタクト数 + 応対可コンタクト数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

試行（Attempt）

試行した発信コンタクト レコードの数。
元の試行が成功しなかった（留守番電話への着信、ビジー信号、顧
客の不在など）ために、コンタクトが再試行される場合、コンタク
トは一度のみカウントされます。
要約情報：この列でのレコードの合計。

% 試行（% Attempt）

試行した発信コールの割合。
% 試行 =（試行数 / 合計コンタクト数）x 100
要約情報：全体的な割合。

承認（Accepted）

承認された発信コールの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。
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アウトバウンド キャンペーン（要約）プレビュー レポート

フィールド

説明

却下

エージェントがスキップまたは拒否した発信コールの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

終了（Closed）

エージェントがクローズした発信コンタクトの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

音声

正常に終了した発信コールの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

留守番電話（Answering
Machine）

その日に留守番電話に分類された発信コールの数。 エージェント
は [承認（Accept）] をクリックし、このコンタクトに留守番電話の
分類を選択します。
要約情報：この列でのレコードの合計。

ファックス/モデム
（Fax/Modem）

ファックス/モデムに分類された発信コールの数。 エージェントは
[承認（Accept）] をクリックし、このコンタクトにファックス/モ
デムの分類を選択します。
要約情報：この列でのレコードの合計。

無効（Invalid）

その日に無効に分類された発信コールの数。 エージェントは [承認
（Accept）] をクリックし、このコンタクトに無効の分類を選択し
ます。
要約情報：この列でのレコードの合計。

要求されたコールバック
（Requested Callback）

コールバックのマークが付けられたコールの数。
（注）

エージェントにより受諾され、コールバックのマークが
付けられ、後に別のエージェントにルーティングされて
受諾され（コールバック時）、そしてもう一度コールバッ
クのマークが付けられるコールは、コールバック コール
の数に対して 2 回カウントされます。

要約情報：この列でのレコードの合計。
不在（Not Home）

電話に応答した相手が顧客でなかった発信コンタクトの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

誤番号（Wrong Number）

電話に応答した相手が顧客の所在地ではないと伝えてきた発信コン
タクトの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。
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システム レポート

フィールド

説明

禁止コール（Do Not Call）

電話に応答した相手がコールは不要だと伝えてきた発信コンタクト
の数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

ビジー

応答がビジー信号だった発信コールの数。
要約情報：この列でのレコードの合計。

通話時間：平均（Talk Time エージェントが発信コールで通話に費やした、HH:MM:SS 形式で
- Avg）
の平均時間。 エージェントが受諾し、音声として分類される、す
べてのコールの時間。
通話時間：最大（Talk Time エージェントがキャンペーンの発信コールで通話に費やした、
- Max）
HH:MM:SS 形式での最長時間。 エージェントが受諾し、音声とし
て分類される、すべてのコールの時間。
要約情報：この列での最大値。

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

キャンペーン名（Campaign 指定されたキャンペーンの情報を表示します。
Names）

グループ化条件
なし

システム レポート
アプリケーション パフォーマンス分析レポート
アプリケーション パフォーマンス分析レポートには、Unified CCX アプリケーションまたは Unified
IP IVR アプリケーションごとに、コールの統計情報が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
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アプリケーション パフォーマンス分析レポート

チャート名

説明

アプリケーション別平均
コール時間（Average Call
Duration by Application）

各アプリケーションの平均コール時間を表示します。

アプリケーション別処理
各アプリケーションで処理されたコールの数と放棄されたコールの
コール数対放棄コール数
数を表示します。
（Calls Handled vs Abandoned
by Application）
アプリケーション別提供
各アプリケーションで受信したコールの数を表示します。
コール数（Calls Presented by
Application）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

アプリケーション ID
（Application ID）

Unified CCX によりアプリケーションに割り当てられた ID 番号。

アプリケーション名
（Application Name）

Unified CCX または Unified IP IVR アプリケーションの名前。

受信コール（Calls
Presented）

内部コールも含め、アプリケーションにより受信されたコールの
数。 これには、アプリケーションにより処理されたコールと、ア
プリケーションで処理中に放棄されたコールが含まれます。 1 つの
コールは複数のアプリケーションを起動できるため、コールは各ア
プリケーションでカウントされる可能性があります。
要約情報：この列での値の合計。

処理済コール

内部コールも含め、アプリケーションにより処理されたコールの
数。
要約情報：この列での値の合計。

放棄コール数（Calls
Abandoned）

アプリケーションで処理中に放棄、中断、または拒否されたコール
の数。
要約情報：この列での値の合計。
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フィールド

説明

放棄率（1 時間あたり）
アプリケーションで処理中に放棄されたコールの 1 時間ごとの平均
（Abandon Rate (per hour)） 数。
要約情報：この列での最大値。
平均コール時間（Avg Call
Duration）

コールがこのワークフローに入ってから、発信者が電話を切るか
コールが別のワークフローに入った時点で、このワークフローを終
了するまでに経過した平均時間。
要約情報：この列での最大値。

フィルタ条件
なし
グループ化条件
なし

アプリケーション（要約）レポート
アプリケーション（要約）レポートには、Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR ア
プリケーションごとに、コールの統計情報が表示されます。 これには、提供、処理、放棄、フ
ローイン、フローアウトの各コールの情報が含まれます。 また、コールの通話時間、作業時間、
放棄時間に関する情報も含まれます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

アプリケーション別提供
各 Unified CCX アプリケーションまたは Unified IP IVR アプリケー
コール数（Calls Presented by ションが受信したコールの数を表示します。
Application）

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

アプリケーション名
（Application Name）

Unified CCX または Unified IP IVR アプリケーションの名前。
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フィールド

説明

着信番号（Called Number） Unified CCX ルート ポイントに転送され、アプリケーションにより
処理された発信コールの場合、元の発信コールを開始した発信者が
ダイヤルした電話番号。
アプリケーションにより処理された着信コールの場合：
• コールが Unified Communications Manager 電話から発呼された
場合、発信者がダイヤルした電話番号。
• VoIP ネットワークの外部（TDM PBX の PSTN など）からコー
ルが発呼された場合、VoIP ゲートウェイがコールのルーティ
ング先にした Unified Communications Manager ディレクトリ番
号。
受信コール（Calls
Presented）

内部コールも含め、アプリケーションにより受信されたコールの
数。この数は、アプリケーションにより処理されたコールの数に、
アプリケーションの処理中に放棄されたコールの数を加算した値と
等しくなります。
要約情報：この列での値の合計。

フローイン（Flow-In）

ワークフローを介して、別のアプリケーションからこのアプリケー
ションにリダイレクトされたコールの数。 別のエージェントから
のコールや、ボイス メッセージング システムなどの外部システム
からのコールは含まれません。
要約情報：この列での値の合計。

フローアウト（Flow-Out）

エージェントが処理せずに、このアプリケーションが別のアプリ
ケーションまたは外部の着信先に送信したコールの数。
要約情報：この列での値の合計。

処理済コール

内部コールも含め、アプリケーションにより処理されたコールの
数。
要約情報：この列での値の合計。

平均応答速度（Avg Speed of エージェントがコールに応答するまでの平均キュー時間。エージェ
Answer）
ントに接続しなかったコールは、この計算に含まれません。
平均キュー時間 = キュー時間 / コール数
平均通話時間（Avg Talk
Time）

エージェントが処理したすべてのコールの平均通話時間。 通話時
間は、エージェントがコールに接続してからコールを切断または転
送するまでに経過した時間です。保留時間は含みません。
平均通話時間 = 合計通話時間 / エージェントの処理コール数
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フィールド

説明

平均作業時間（Avg Work
Time）

コールを切断または転送した後に、エージェントが作業状態で費や
した平均時間。
平均作業時間 = 合計作業時間 / エージェントの処理コール数

放棄コール数（Calls
Abandoned）

アプリケーションにより放棄されたコールの数。
要約情報：この列での値の合計。

平均放棄時間（Avg Abandon コールが放棄されるまでの平均時間。
Time）

フィルタ条件
次のパラメータを使用してフィルタできます。
フィルタ パラメータ

結果

アプリケーション名
（Application Name）

指定されたアプリケーションの情報を表示します。

グループ化条件
なし

ライセンス使用状況（1 時間ごと）レポート
ライセンス使用状況（1時間ごと）レポートには、1時間ごとに履歴を集約したライセンス使用状
況の情報が表示されます。 クエリ間隔の 1 時間ごとに、レポートは次のパラメータの最大値を表
示します。
• システムでの着信ポートの数
• システムでの発信ポートの数
• システムで使用されるエージェント シートの数
チャート
次のチャートを使用できます。
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チャート名

説明

ライセンス使用状況（1 時 1 時間で使用される着信ポート、エージェント シート、発信ポート
間ごと）レポートの折れ線 の最大数を表示します。
グラフ（License Utilization
Hourly Report Line）

フィールド
このレポートには、次の情報を表示している表があります。
フィールド

説明

日付（Date）

集約されたライセンス情報が表示される日付。

時間（Hour）

集約されたライセンス情報が表示される時刻。

最大着信ポート数
指定された日時に使用されている着信ポートの最大数。 空欄の
（Maximum Inbound Ports） フィールドは、該当するデータがないことを示しています。
要約情報：この列での最大値。
最大着信シート数
指定された日時にエージェントとスーパーバイザのログインで使用
（Maximum Inbound Seats） されている着信シートの最大数。 空欄のフィールドは、該当する
データがないことを示しています。
（注）

Cisco Finesse デスクトップと、Cisco Agent Desktop また
は Cisco Supervisor Desktop には同時にログインしないで
ください。 そのような使い方は Unified CCX ではサポー
トされません。 両方にログインするとレポートは正しい
結果を表示しません。 着信シートをカウントするのは、
Cisco Agent Desktop または Cisco Supervisor Desktop にロ
グインしているエージェントとスーパーバイザのみです。

要約情報：この列での最大値。
最大発信ポート数
指定された日時に使用されている発信ポートの最大数。 空欄の
（Maximum Outbound Ports） フィールドは、該当するデータがないことを示しています。
要約情報：この列での最大値。

フィルタ条件
なし
グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
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フィールド

結果

日付（Date）

日付でデータをソートします。

リモート モニタリング（詳細）レポート
リモート モニタリング（詳細）レポートには、スーパーバイザのエージェント モニタリング ア
クティビティに関する情報が表示されます。
チャート
次のチャートを使用できます。
チャート名

説明

ユーザ ID ごとの平均待ち時 実際にモニタリングを開始するまで、スーパーバイザがモニタリン
間（Average Wait Time by
グセッションで待機した平均時間を表示します。モニタリングは、
User ID）
モニタリング対象のエージェントがコールを発信または受信したと
きに開始されます。
ユーザ ID ごとの合計時間 スーパーバイザがすべてのモニタリング セッションで費やした時
（Total Duration by User ID） 間を表示します。

フィールド
レポートには、以下の情報が記載された表が含まれています。
フィールド

説明

ユーザ ID

コールをモニタリングしたスーパーバイザの名前。 値 –1 は、ワー
クフロー内で有効なユーザ ID が設定されていないことを示しま
す。

開始時刻（Start Time）

モニタリング セッションが開始した時刻。

元のモニタリング対象者
スーパーバイザがモニタリング対象として選択した元のコンタクト
（Original Monitored Party） サービス キュー（CSQ）の名前またはエージェントの Unified CCX
内線。
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フィールド

説明

モニタリング対象内線
（Monitored Extension(s)）

セッション内の 1 人以上のモニタリング対象エージェントの内線。
スーパーバイザが最初に CSQ のモニタリングを選択した場合、こ
のフィールドには、その CSQ に属し、このセッションでモニタリ
ングされるエージェントの内線が表示されます。
スーパーバイザがエージェントのモニタリングを選択した場合、こ
のフィールドにはモニタリング対象エージェントの内線が表示され
ます。 フィールドに複数のエージェントの内線がある場合、複数
のエージェントが参加している電話会議や転送コールがモニタリン
グされていることを示します。

時間（Duration）

モニタリング セッションの開始時刻と終了時刻の間の経過時間。
要約情報：この列での値の合計。

待ち時間（Wait Time）

スーパーバイザがエージェントまたは CSQ のモニタリングを選択
してから、モニタリングが開始されるまでの経過時間。
要約情報：この列での値の合計。

状態（Status）

モニタリング セッションのステータス。
モニタリングのステータスと説明のリストについては、モニタリン
グ セッションの状態, （260 ページ） を参照してください。

フィルタ条件
なし
グループ化条件
データは次のフィールド別にグループ化されます。
フィールド

結果

ユーザ ID

ユーザでデータをソートします。
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第

2

章

クエリ デザインの履歴レポート
• この章で使用する表記法, 131 ページ
• チャット レポート, 133 ページ
• 電子メール レポート, 141 ページ
• Finesse Email レポート, 149 ページ
• インバウンド レポート, 155 ページ
• アウトバウンド レポート, 236 ページ
• システム レポート, 250 ページ

この章で使用する表記法
この章では、次の表記法を使用します。
• データベース テーブルの名前：この章のレポート フィールドの説明では、Unified CCX デー
タベースのさまざまなテーブルを参照しています。 一部の説明では、データベース テーブ
ルの名前を略称で使用する場合があります。 この章で使用する表記法, （131 ページ） には、
この章で参照するデータベース テーブルがリストされており、使用される略称を示していま
す。
Unified CCX データベース テーブルの詳細については、『Cisco Unified Contact Center Express
Database Schema』を参照してください。
表 3：データベース テーブル

データベース テーブルの名前

この章で使用される略称

AgentConnectionDetail

ACD

AgentStateDetail

ASD
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データベース テーブルの名前

この章で使用される略称

Campaign

—

ContactCallDetail

CCD

ContactQueueDetail

CQD

ContactRoutingDetail

CRD

ContactServiceQueue

CSQU

DialingList

—

MonitoredResourceDetail

MRD

RemoteMonitoringDetail

RMD

Resource

—

ResourceGroup

RG

ResourceSkillMapping

RSM

Skill

—

SkillGroup

SG

TextAgentConnectionDetail

TACD

TextAgentStateDetail

TASD

TextContactDetail

TCD

TextContactQueueDetail

TCQD

EEMContactEmailDetail

EEMCED

EEMQueueAgentDetail

EEMQAD

EEMEmailAgentStateDetail

EEMEASD

• データベース テーブル フィールド：この章の説明では、Cisco Unified CCX データベース テー
ブルのフィールドを、次のように指定します。
table.field
ここで、table はデータベース テーブルの名前または略称（上記参照）であり、field はフィー
ルドの名前です。 次に例を示します。
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• CSQU.skillGroupID は ContactServiceQueue テーブルの skillGroupID フィールドを示しま
す。
• Resource.resourceID は Resource テーブルの resourceID フィールドを示します。
• レポート フィールドの名前：レポート フィールドの説明では、太字のレポート フィールド
の名前は、同じレポートでのそのフィールドを示します。

チャット レポート
チャット エージェント（詳細）レポート
チャットエージェント（詳細）レポートには、すべてのチャットエージェントにより受信される
チャット コンタクトの詳細情報が表示されます。 レポートでは、各エージェントのチャット コ
ンタクトごとに 1 つの行を使用します。

（注）

チャット エージェント（詳細）レポートは、Unified CCX Premium ライセンス パッケージで使
用できます。
表 4：チャット エージェント（詳細）レポート, （134 ページ） では、チャット エージェント（詳
細）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
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表 4：チャット エージェント（詳細）レポート

フィールド

説明

エージェント名（エー 指定されたエージェントの場合、表 31：エージェント コール（要約）レポートのフィルタ パ
ジェント ID）（Agent ラメータ, （164 ページ） で説明されているように、Resource.resourceID と Resource.profileID
Name (Agent ID)）
を取得します。 [エージェント名（Agent Name）] は Resource.resourceName に保存されます。
（注）

エージェントの属性（内線やリソース グループなど）を変更する場合、エージェン
トは Resource テーブルに複数のエントリを持つことになります。 この場合、エント
リごとにリソース ID は異なるため、複数のリソース ID が 1 つのエージェントに属
することができ、Resource.resourceID はエージェントを一意に識別しないことにな
ります。 また、1 つのエージェントは異なるアプリケーション プロファイルに属す
る場合があり、異なる Resource.profileID エントリを持つことになります。 したがっ
て、Resource.resourceID と Resource.profileID の組み合わせだけでは、エージェント
を一意に識別するには不十分です。 エージェントを一意に識別するには、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID の組み合わせが使用されます。
異なるエージェントに同じ姓と名があり、リソース ログイン ID が異なる場合があ
るため、Resource.resourceName だけでは不十分です。 汎用のリソース ログイン ID
（supportagent003 など）がさまざまな時間に異なるエージェントに使用されるため、
Resource.resourceLoginID だけではエージェントを一意に識別しません。 2 つの組み
合わせでエージェントを一意に識別します。

チャット開始時間
（Chat Start Time）

エージェントにチャット コンタクトが申し込まれた時刻。 これは TACD テーブルの startdatetime
フィールドから取得されます。

チャット終了時刻
（Chat End Time）

エージェントがチャットを終了した時刻。 これは TACD テーブルの enddatetime フィールド
から取得されます。

時間（Duration）

次のように計算されるチャット時間。
チャット終了時刻 - チャット開始時刻
hh:mm:ss で表示されます。

チャット発信元（Chat チャット コンタクトを一意に識別するコンタクト ID。 これは TACD テーブルの Contactid
Originator）
フィールドから取得されます。
チャット ルーテッド
CSQ（Chat Routed
CSQ）

エージェントへのルーティングでチャット コンタクトが経由した CSQ。 これは
contactservicequeue テーブルの csqname フィールドから取得されます。

チャット スキル（Chat チャット コンタクトの処理に関してエージェントに関連付けられているスキル。 これは skill
Skills）
テーブルの skillname フィールドから取得されます。
アクティブ時間
（Active Time）

チャット エージェントの通話時間。 これは TACD テーブルの talk time フィールドから取得さ
れます。
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フィールド

説明

受諾時間（Accept
Time）

チャット コンタクトの受諾にエージェントが費やした時間。 これは TACD テーブルの
acceptTime フィールドから取得されます。

チャット タイプ（Chat チャット コンタクトのタイプ。 これは TCD テーブルの contactType フィールドから取得され
Type）
ます。

チャット エージェント（要約）レポート
チャットエージェント（要約）レポートには、チャットエージェントごとに要約行が表示されま
す。 エージェントにより割り当てられ、処理されたチャット数、アクティブ時間、受諾時間も表
示されます。

（注）

チャット エージェント（要約）レポートは、Unified CCX Premium ライセンス パッケージで使
用できます。
表 5：チャット エージェント（要約）レポート , （135 ページ） では、チャット エージェント（要
約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。

表 5：チャット エージェント（要約）レポート

フィールド

説明

エージェント名（エー 指定されたエージェントの場合、表 31：エージェント コール（要約）レポートのフィルタ パ
ジェント ID）（Agent ラメータ, （164 ページ） で説明されているように、Resource.resourceID と Resource.profileID
Name (Agent ID)）
を取得します。 [エージェント名（Agent Name）] は Resource.resourceName に保存されます。
（注）

エージェントの属性（内線やリソース グループなど）を変更する場合、エージェン
トは Resource テーブルに複数のエントリを持つことになります。 この場合、エント
リごとにリソース ID は異なるため、複数のリソース ID が 1 つのエージェントに属
することができ、Resource.resourceID はエージェントを一意に識別しないことにな
ります。 また、1 つのエージェントは異なるアプリケーション プロファイルに属す
る場合があり、異なる Resource.profileID エントリを持つことになります。 したがっ
て、Resource.resourceID と Resource.profileID の組み合わせだけでは、エージェント
を一意に識別するには不十分です。 エージェントを一意に識別するには、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID の組み合わせが使用されます。
異なるエージェントに同じ姓と名があり、リソース ログイン ID が異なる場合があ
るため、Resource.resourceName だけでは不十分です。 汎用のリソース ログイン ID
（supportagent003 など）がさまざまな時間に異なるエージェントに使用されるため、
Resource.resourceLoginID だけではエージェントを一意に識別しません。 2 つの組み
合わせでエージェントを一意に識別します。
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フィールド

説明

提供総数（Total
Presented）

エージェントに割り当てられたチャット数。 これは、mediatype = 1（chat_type）を条件に、
contactid と contactseqnum で TextContactDetail レコード（TCDR）と結合した後に、チャット
エージェントの TextAgentConnectionDetail レコード（TACDR）の数をカウントすることで計
算されます。

処理総数（Total
Handled）

エージェントが処理したチャット数。 これは、mediatype = 1（chat_type）かつ disposition = 2
（処理）を条件基に、contactid と contactseqnum で TCDR と結合した後に、エージェントの
talk time > 0 である TACDR の数をカウントすることで計算されます。

アクティブ時間 - 平均 チャット エージェントの平均通話時間。 これは、mediatype = 1（chat_type）を条件に、contactid
（Active Time - Avg） と contactseqnum で TCDR と結合した後に、エージェントのすべての TACDR の平均通話時間
を使用することで計算されます。
アクティブ時間 - 最大 チャット エージェントの最大通話時間。 これは、mediatype = 1（chat_type）を条件に、contactid
（Active Time - Max） と contactseqnum で TCDR と結合した後に、エージェントのすべての TACDR の最大通話時間
を使用することで計算されます。
受諾時間 - 平均
チャット コンタクトの受諾にエージェントが費やした平均時間。 これは、mediatype = 1
（Accept Time - Avg） （chat_type）を条件に、contactid と contactseqnum で TCDR と結合した後に、エージェントの
すべての TACDR の平均受諾時間を使用することで計算されます。
受諾時間 - 最大
チャット コンタクトの受諾にエージェントが費やした最大時間。 これは、mediatype = 1
（Accept Time - Max） （chat_type）を条件に、contactid と contactseqnum で TCDR と結合した後に、エージェントの
すべての TACDR の最大受諾時間を使用することで計算されます。

チャット コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート
チャット コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートには、Unified CCX で設定されて
いる CSQ ごとに 1 つの行が表示されます。 CSQ はリソース スキルに基づき設定できます。
表 6：チャット コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのクエリ デザイン, （137
ページ） では、チャット コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートに表示される情報
の取得方法や計算方法を示します。
表 7：チャット コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ , （
138 ページ） では、チャット コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パ
ラメータがデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
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表 6：チャット コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） CSQ.recordID は CSQ を一意に識別します。 表 7：チャット コンタクト サービス キュー アク
ティビティ レポートのフィルタ パラメータ , （138 ページ） で説明されているように、この
値を取得します。 CSQ 名は CSQ.csqName に保存されます。
ホスト チャット数
（Chats Presented）

ホスト チャット数は、処理チャット数と放棄チャット数の合計を使用して計算されます。

平均キュー時間（Avg （TCQD.queueTime の合計）/（TCQD.queueTime がゼロよりも大きい TCQD レコードの合計
Queue Time）
数）で計算されます。
最大キュー時間（Max contactId、contactseqnum、nodeID で TCD と TCQD を結合して、レポート期間中の TCQD レ
Queue Time）
コードを見つけます。 （これらのレコードの場合、該当する TCD.startdatetime の値はレポー
ト期間内にあります。）CSQ ごとに、TCQD.queueTime に保存されている最大値を確定しま
す。
処理チャット数
（Chats Handled）

TCQD.disposition が 2（処理）、TACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、contactId、
contactseqnum、qindex、nodeID で TCQD と TACD を結合します。 このプロセスにより、エー
ジェントにより処理されたチャット数がわかります。
CSQ ごとに、TCQD レコードの数をカウントして、CSQ により処理されたチャットの数を確
定します。

平均処理時間（Avg
Handle Time）

TCQD.disposition が 2（処理）、TACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、contactId、
contactseqnum、qindex、nodeID で TCQD と TACD を結合します。 このプロセスにより、エー
ジェントにより処理されたチャット数がわかります。
CSQ ごとに、TACD.talkTime の平均を計算して、CSQ によるチャットの平均処理時間を確定
します。
Chats Handled がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

最大処理時間（Max
Handle Time）

TCQD.disposition が 2（処理）、TACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、contactId、
contactseqnum、qindex、nodeID で TCQD と TACD を結合します。 このプロセスにより、エー
ジェントにより処理されたチャット数がわかります。
CSQ ごとに、TACD.talkTime の最大がこのフィールドの値を確定します。
Chats Handled がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

放棄チャット数
（Chats Abandoned）

CSQ ごとに、TCQD.disposition = 1 である TCQD レコードの数をカウントして、CSQ から放棄
されたチャットの数を確定します。

チャット コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートは、次のパラメータでフィルタリ
ングできます。
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表 7：チャット コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

結果

すべての CSQ（All
CSQ.queueType が 2 と等しい、CSQ.dateinactive が NULL を条件に、CSQ テーブルを検索し
CSQs）（デフォル
て、例外的な CSQ.csqName を見つけます。 このアクションは、すべてのアクティブなチャッ
ト、フィルタパラメー ト CSQ を確定します。
タなし）
CSQ 名（CSQ Names） このパラメータに対するユーザの選択値から、CSQ 名のリストを取得します。 CSQ テーブル
を検索して、リストで見つかった値が CSQ.csqName に存在するレコードを見つけます。 該当
する CSQ.recordID を取得します。

チャット CSQ エージェント（要約）レポート
エージェントは、複数の CSQ のチャット コンタクトを処理できます。 チャット CSQ エージェン
ト（要約）レポートのテーブルには、エージェントごとに各 CSQ で処理されたチャット コンタク
トに関する情報が表示されます。
表 8：チャット CSQ エージェント（要約）レポートのクエリ デザイン, （138 ページ） では、
チャット CSQ エージェント（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示しま
す。
表 9：チャット CSQ エージェント（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （139 ページ） では、
チャット CSQ エージェント（要約）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法につ
いて説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 8：チャット CSQ エージェント（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） CSQ.recordID は CSQ を一意に識別します。 表 9：チャット CSQ エージェント（要約）レポー
トのフィルタ パラメータ, （139 ページ） で説明されているように、この値を取得します。
CSQ 名は CSQ.csqName に保存されます。
エージェント名
（Agent Name）

チャット レコード テーブル（TACD および TASD）は、リソース ID によりエージェントを
参照します。 Resource.resourceID を条件に、Resource テーブルで、Resource.resourceName と
Resource.resourceLoginID を検索します。 これら 2 つのフィールドでエージェントを一意に識
別します。 エージェント名は Resource.resourceName に保存されます。
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フィールド

説明

受信チャット数（Chat 受信したチャット コンタクトには、TCCD レコード、チャット コンタクトのルーティング先
Received）
であった CSQ の TCQD レコード、チャット コンタクトを受信したエージェントの TACD レ
コードがあります。
contactID、contactSeqNum、nodeID で TCCD と TCQD を結合して、チャット コンタクトのルー
ティング先であった CSQ の TCQD レコードを見つけます。 contactID、contactSeqNum、nodeID、
qIndex で TCQD と TACD を結合して、チャット コンタクトを処理したエージェントを見つけ
ます。 CSQ を一意に識別するために、CSQ レコード ID は TCQD.csqrecordid に保存されま
す。
エージェントを一意に識別するために、リソース ID は TACD.resourceid に保存されます。
CSQ とエージェントの組み合わせごとに（CSQ は CSQ.recordID で、エージェントは
Resource.resourceName で識別される）、TACD レコードの数をカウントして、指定された CSQ
とエージェントの組み合わせにより処理されたチャット コンタクトの数を確定します。
処理されたチャット
（Chat Handled）

受信したチャット コンタクトの計算と同じですが、TACD.talkTime がゼロより大きいことが
検索条件となります。

平均アクティブチャッ 処理されたチャット コンタクト数がゼロでない場合、このフィールドは、合計通話時間を処
ト時間（Average
理されたチャット コンタクト数で割ることで計算されます。
Active Chat Time）
処理されたチャット コンタクト数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
チャット応答なし
（Chat No Answer）

受信したチャット コンタクトの計算と同じですが、検索条件では、 TACD.talkTime がゼロ
で、TACD.acceptTime がゼロより大きい必要があります。
CSQ とエージェントの組み合わせごとに、TACD レコードの数をカウントします。 この結果
は、応答のないチャット コンタクトの数になります。

平均許容時間
（Average Acceptance
Time）

処理されたチャット コンタクト数がゼロでない場合、このフィールドは、合計受諾時間を処
理されたチャット コンタクト数で割ることで計算されます。
処理されたチャット コンタクト数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

表 9：チャット CSQ エージェント（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィールド

説明

すべての CSQ（All
CSQs）（デフォル
ト、フィルタパラメー
タなし）

CSQ テーブルを検索して、CSQ.dateInactive が NULL に設定されている CSQ の CSQ.recordID、
または CSQ.dateInactive がレポート開始時刻以降の日付/時刻に設定され CSQ.queuetype が 2 に
等しい CSQ の CSQ.recordID を見つけます。 このアクションにより、アクティブ チャットの
CSQ、およびレポート開始時刻以降に削除される（レポート期間中もアクティブである）CSQ
が確定します。
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フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Names） このパラメータに対するユーザの選択値から、CSQ 名のリストを取得します。 CSQ テーブル
を検索して、リストで見つかった値が CSQ.csqname に存在するレコードを見つけます。 該当
する CSQ.recordID を取得します。

チャット トラフィック分析レポート
チャット トラフィック分析レポートには、Unified CCX システムへの着信チャット コンタクトに
関する情報が表示されます。
表 10：チャット トラフィック分析レポートのクエリ デザイン, （140 ページ） では、チャット ト
ラフィック分析レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
選択したレポート開始日とレポート終了日がデータベースで使用可能な日付範囲を超える場合、
レポート開始日とレポート終了日はデータベースで使用できる日付範囲に合うように自動的に調
整されます。 たとえば、開始日 x から終了日 y までデータがデータベースで使用できる場合、選
択した開始日が x 以前であり、選択した終了日が y 以降であるならば、レポート開始日とレポー
ト終了日は x と y にそれぞれ自動的に調整されます。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 10：チャット トラフィック分析レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

日付（Date）

レポート期間での各日の日付。

合計着信チャットコン 日ごとに、contactID が一意であり、コンタクト タイプ フィールドに 1（着信コンタクト）の
タクト数（Total
値が設定されている TCCD レコードの数をカウントします。
Incoming Chat
Contacts）
平均チャット数（毎
時）（Avg Chats (per
hour)）

合計着信コンタクトの数を 1 日の時間数で割ることで計算されます。
レポート期間の初日または最終日は、ユーザが選択する開始時刻と終了時刻により、時間数
が 24 時間にならない場合があります。 レポート期間内のその他の日の時間数は 24 時間です。

ピークチャット数（毎 それぞれの日を 1 時間間隔で割ります。 各間隔内での着信チャット コンタクトの数は、その
時）（Peak Chats (per 間隔で contactID が一意である TCCD レコードの数をカウントすることで確定します。 ピー
hour)）
ク時間は、着信チャット コンタクトが最大数である間隔になります。 このフィールドは、
ピーク時間でのチャット コンタクトの数を表示します。
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フィールド

説明

ピーク時間開始時刻
（Peak Hour Start
Time）

それぞれの日を 1 時間間隔で割ります。 各間隔内での着信チャット コンタクトの数は、その
間隔で contactID が一意である TCCD レコードの数をカウントすることで確定します。 ピー
ク時間は、着信チャット コンタクトが最大数である間隔になります。 このフィールドは、
ピーク時間の開始時刻を表示します。

ピーク時間終了時刻
（Peak Hour End
Time）

それぞれの日を 1 時間間隔で割ります。 各間隔内での着信チャット コンタクトの数は、その
間隔で contactID が一意である TCCD レコードの数をカウントすることで確定します。 ピー
ク時間は、着信チャット コンタクトが最大数である間隔になります。 このフィールドは、
ピーク時間の終了時刻を表示します。

平均チャット時間
チャット コンタクトのコンタクト時間は、エージェントに接続された全コンタクトの
（Avg Chat Duration） TACD.talkTime の合計で計算されます。 他のすべてのコンタクトではゼロになります。
1 日の平均コンタクト時間は、その日の全着信コンタクトのコンタクト時間の合計を、その日
の着信コンタクトの数で割ることで計算されます。
最小チャット時間
チャット コンタクトのコンタクト時間は、エージェントに接続された全コンタクトの
（Min Chat Duration） TACD.talkTime の合計で計算されます。 他のすべてのコンタクトではゼロになります。
1 日の最小コンタクト時間は、その日のすべての着信コンタクトで最も短いコンタクト時間の
ことです。
最大チャット時間
チャット コンタクトのコンタクト時間は、エージェントに接続された全コンタクトの
（Max Chat Duration） TACD.talkTime の合計で計算されます。 他のすべてのコンタクトではゼロになります。
1 日の最大コンタクト時間は、その日のすべての着信コンタクトで最も長いコンタクト時間の
ことです。

電子メール レポート
電子メール エージェント アクティビティ レポート
電子メール エージェント アクティビティ レポートには、処理された電子メールに関する情報が、
エージェントごとに表示されます。
表 11：電子メール エージェント アクティビティ レポート, （142 ページ） には、電子メール エー
ジェント アクティビティ レポートに表示される情報の取得方法や計算方法が示されています。
表 12：電子メール エージェント アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ, （143 ページ）
には、電子メール エージェント アクティビティ レポートのフィルタ パラメータがデータを取得
する方法について説明されています。
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この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 11：電子メール エージェント アクティビティ レポート

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

Resource.resourceName。

日付（Date）

これは日単位の日付です。

Resource.resourceLoginID、EEMEASD.Agent、EEMQAD.Agent を結合して、電子メールが渡さ
れたエージェントの名前を取得します。

これは、日時（DateTime）の日付以外の部分を切り捨てた、EEMEASD.eventStartDateTime、
EEMEASD.eventEndDateTime、EEMQAD.getEmailDateTime、EEMQAD.endEmailDateTime の合
計です。
ログイン時刻（Login
Time）

待受停止（Not Ready）、待受（Ready）、処理（Processing）時間の合計。

待受停止（Not
Ready）

stateId = 2（待受停止（Not Ready））である、EEMEASD での eventStartDateTime と
eventEndDateTime の差。
上記で確定した Resource.resourceName と日付（Date）と結合されます。

待受開始（Ready）

stateId = 3（待受（Ready））である、EEMEASD での eventStartDateTime と eventEndDateTime
の差。
上記で確定した Resource.resourceName と日付（Date）と結合されます。

処理（Processing）

stateId = 4（処理（Processing））である、EEMEASD での eventStartDateTime と eventEndDateTime
の差。
上記で確定した Resource.resourceName と日付（Date）と結合されます。

取得（Retrieved）

日付以外を切り捨てた EEMQAD.getEmailDateTime の数。

再キューイング
（Requeued）

日付以外を切り捨てた、endTypeFK = 8 である EEMQAD.endEmailDateTime の数。

転送発信（Trans Out） 日付以外を切り捨てた、endTypeFK = 7 である EEMQAD.endEmailDateTime の数。
送信（Sent）

日付以外を切り捨てた、endTypeFK = 5 である EEMQAD.endEmailDateTime の数。

削除（Deleted）

日付以外を切り捨てた、endTypeFK = 6 である EEMQAD.endEmailDateTime の数。
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フィールド

説明

送信の合計処理時間
EEMQAD.Agent を Resource.resourceLoginID と結合します。合計は、endTypeFK = 5 である
（Total In Process Time EEMQAD.inProcessTimeSeconds の和になります。
Sent）
（注）
これは、選択された期間中に送信された各電子メールの処理（In Process）時間をす
べてカウントします。レポート開始時刻以前に発生した処理（In Process）時間もカ
ウントされます。
平均 処理時間（Avg.
In Process）

エージェント/日付ごとに、送信の合計処理時間（Total In Process Time Sent）を送信（Sent）
の値で割ったもの（上記の送信（Sent）の行を参照）。

平均 作業時間（Avg.
On Desk）

EEMQAD.Agent を Resource.resourceLoginID と結合します。 電子メールごとの作業時間（On
Desk Time）の合計は、EEMQAD.getEmailDateTime と EEMQAD.endEmailDateTime の差になり
ます。 これらは、エージェントと日付ごとに合計され、送信（Sent）電子メールの数で割る
ことで平均が計算されます（上記の送信（Sent）の行を参照）。

表 12：電子メール エージェント アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべてのエージェント すべてのエージェントについてレポートするには、次のように resourceLoginIDs のリストを取
（All Agents）
得します。
Resource テーブルで、アクティブなエージェント（Resource.active が 1）を検索します。
エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のように resourceLoginIDs のリストを取得
します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する Resource.resourceLoginID を取得し
ます。

電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート
電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートには、処理された電子メールに
関する情報が、CSQ ごとに表示されます。
表 13：電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート, （144 ページ） では、
電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートに表示される情報の取得方法や
計算方法を示します。
表 14：電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ,
（145 ページ） では、電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィル
タ パラメータがデータを取得する方法について説明します。
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この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 13：電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） 名前が CSQ.csqName である、CSQ.csqID と EEMQAD.EEMQueueId を結合します。
日付（Date）

これは日単位の日付です。
これは、日時（DateTime）の日付部分以外を切り捨てた、EEMQAD.queueDateTime と
EEMQAD.endEmailDateTime の合計です。

ルーティング受信
（Routed In）

CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 1 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。

転送受信（Trans In）

CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 7 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。

再キューイング
（Requeued）

CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 8 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。

転送発信（Trans Out） CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 7 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。
送信（Sent）

CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 5 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。

削除（Deleted）

CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 6 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。

送信の合計処理時間
EEMQAD.EEMQueueId を CSQ.csqId と結合します。合計は、endTypeFK = 5 である
（Total In Process Time EEMQAD.inProcessTimeSeconds の和になります。
Sent）
（注）
これは、選択された期間中に送信された各電子メールの処理（In Process）時間をす
べてカウントします。レポート開始時刻以前に発生した処理（In Process）時間もカ
ウントされます。
平均 処理時間（Avg.
In Process）

エージェント/日付ごとに、送信の合計処理時間（Total In Process Time Sent）を送信（Sent）
の値で割ったもの（上記の送信（Sent）の行を参照）。

平均 作業時間（Avg.
On Desk）

EEMQAD.EEMQueueId を CSQ.csqID と結合します。 電子メールごとの作業時間（On Desk
Time）の合計は、EEMQAD.getEmailDateTime と EEMQAD.endEmailDateTime の差になりま
す。 これらは、CSQ と日付ごとに合計され、送信（Sent）電子メールの数で割ることで平均
が計算されます（上記の送信（Sent）の行を参照）。
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フィールド

説明

平均 応答

EEMQAD.EEMQueueId を CSQ.csqId と結合します。 電子メールごとの応答時間（On Response
Time）の合計は、EEMQAD.queueDateTime と EEMQAD.endEmailDateTime の差になります。
これらは、CSQ と日付ごとに合計され、送信（Sent）電子メールの数で割ることで平均が計
算されます（上記の送信（Sent）の行を参照）。

表 14：電子メール コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべての CSQ（All
CSQs）

すべての CSQ についてレポートするには、次のように CSQ 名のリストを取得します。
CSQ テーブルで、アクティブな CSQ（CSQ.active が 1）を検索します。

CSQ 名（CSQ Names） 特定の CSQ についてレポートするには、次のように csqIDs のリストを取得します。
このパラメータに対するユーザの選択値から、CSQ 名のリストを取得します。 これらの値は
CSQ.csqName にあります。 該当する CSQ.csqID を取得します。

電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アクティビティ
レポート
エージェントは、複数の CSQ の電子メールを処理できます。 電子メール コンタクト サービス
キュー エージェント アクティビティ レポートには、各 CSQ で処理された電子メールに関する情
報が、エージェントごとに表示されます。
表 15：電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アクティビティ レポート, （145 ペー
ジ） では、電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アクティビティ レポートに表
示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 16：電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アクティビティ レポートのフィル
タ パラメータ, （147 ページ） では、電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アク
ティビティ レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 15：電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アクティビティ レポート

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） 名前が CSQ.csqName である、CSQ.csqID と EEMQAD.EEMQueueId を結合します。
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フィールド

説明

日付（Date）

これは日単位の日付です。
これは、日時（DateTime）の日付部分以外を切り捨てた、EEMQAD.queueDateTime と
EEMQAD.endEmailDateTime の合計です。

エージェント名
（Agent Name）

Resource.resourceName。

ルーティング受信
（Routed In）

CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 1 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。

転送受信（Trans In）

CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 7 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。

再キューイング
（Requeued）

CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 8 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。

Resource.resourceLoginID と EEMQAD.Agent を結合して、電子メールが渡されたエージェント
の名前を取得します。

転送発信（Trans Out） CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 7 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。
送信（Sent）

CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 5 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。

削除（Deleted）

CSQ と日付でグループ化された、receivedReasonFK = 6 である EEMQAD.receivedReasonFK の
数。

送信の合計処理時間
EEMQAD.EEMQueueId を CSQ.csqId と結合します。合計は、endTypeFK = 5 である
（Total In Process Time EEMQAD.inProcessTimeSeconds の和になります。
Sent）
（注）
これは、選択された期間中に送信された各電子メールの処理（In Process）時間をす
べてカウントします。レポート開始時刻以前に発生した処理（In Process）時間もカ
ウントされます。
平均 処理時間（Avg.
In Process）

エージェント/日付ごとに、送信の合計処理時間（Total In Process Time Sent）を送信（Sent）
の値で割ったもの（上記の送信（Sent）の行を参照）。

平均 作業時間（Avg.
On Desk）

EEMQAD.EEMQueueId を CSQ.csqID と結合します。 電子メールごとの作業時間（On Desk
Time）の合計は、EEMQAD.getEmailDateTime と EEMQAD.endEmailDateTime の差になりま
す。 これらは、CSQ と日付ごとに合計され、送信（Sent）電子メールの数で割ることで平均
が計算されます（上記の送信（Sent）の行を参照）。
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表 16：電子メール コンタクト サービス キュー エージェント アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべての CSQ（All
CSQs）

すべての CSQ についてレポートするには、次のように CSQ 名のリストを取得します。
CSQ テーブルで、アクティブな CSQ（CSQ.active が 1）を検索します。

CSQ 名（CSQ Names） 特定の CSQ についてレポートするには、次のように csqIDs のリストを取得します。
このパラメータに対するユーザの選択値から、CSQ 名のリストを取得します。 これらの値は
CSQ.csqName にあります。 該当する CSQ.csqID を取得します。

電子メール受信ボックス トラフィック分析レポート
電子メール受信ボックス トラフィック分析レポートには、Unified CCX システムへの着信電子メー
ルに関する情報が表示されます。
表 17：電子メール受信ボックス トラフィック分析レポート, （147 ページ） では、電子メール受
信ボックス トラフィック分析レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 18：電子メール受信ボックス トラフィック分析レポートのフィルタ パラメータ, （148 ページ）
では、電子メール受信ボックストラフィック分析レポートのフィルタパラメータがデータを取得
する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 17：電子メール受信ボックス トラフィック分析レポート

フィールド

説明

電子メール アドレス
（Email Address）

EEMCED.toAddress から取得されます。

電子メール着信日付
（Incoming Email
Date）

EEMCED.receivedDateTime から取得されます。

電子メール カウント
（Email Count）

receivedReasonFK = 1（ルーティング受信（Routed In））である EEMCED.toAddress の数。
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表 18：電子メール受信ボックス トラフィック分析レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

電子メール アドレス
（Email Address）

EEMCED.toAddress からアドレスのリストを取得します。

Eメール解決（詳細）レポート
電子メール応答（詳細）レポート
電子メール応答（詳細）レポートでは、電子メールの送信ごとに 1 つの行を使用します。
表 19：電子メール応答（詳細）レポート, （148 ページ） では、電子メール応答（詳細）レポー
トに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 20：電子メール応答（詳細）レポートのフィルタ パラメータ, （149 ページ） では、電子メー
ル応答（詳細）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 19：電子メール応答（詳細）レポート

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） 名前が CSQ.csqName である、CSQ.csqID と EEMCED.EEMQueueId を結合します。
送信日（Sent Date）

finalDispositionTypeFK = 5（送信（Sent））である EEMCED.finalDispositionDateTime。

エージェント名
（Agent Name）

Resource.resourceName。

受信日（Date
Received）

EEMCED.receivedDateTime から取得されます。

取得日（Date
Retrieved）

EEMCED.ContactEmailDetailId と EEMQAD.ContactEmailDetailFK を結合します。
EEMQAD.getEmailDateTime から取得されます。

送信先アドレス（To
Address）

EEMCED.toAddress から取得されます。

Resource.resourceLoginID と EEMCED.Agent を結合して、電子メールが渡されたエージェント
の名前を取得します。
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フィールド

説明

送信元アドレス（From EEMCED.fromAddress から取得されます。
Address）
電子メールの件名
（Email Subject）

EEMCED.emailSubject から取得されます。

表 20：電子メール応答（詳細）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべてのエージェント すべてのエージェントについてレポートするには、次のように resourceLoginIDs のリストを取
（All Agents）
得します。
Resource テーブルで、アクティブなエージェント（Resource.active が 1）を検索します。
エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のように resourceLoginIDs のリストを取得
します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する Resource.resourceLoginID を取得し
ます。

すべての CSQ（All
CSQs）

すべての CSQ についてレポートするには、次のように CSQ 名のリストを取得します。
CSQ テーブルで、アクティブな CSQ（CSQ.active が 1）を検索します。

CSQ 名（CSQ Names） 特定の CSQ についてレポートするには、次のように csqIDs のリストを取得します。
このパラメータに対するユーザの選択値から、CSQ 名のリストを取得します。 これらの値は
CSQ.csqName にあります。 該当する CSQ.csqID を取得します。

Finesse Email レポート
電子メール エージェント アクティビティ レポート
電子メール エージェント アクティビティ レポートには、電子メールが有効なエージェントの、
その日の電子メール統計情報が表示されます。
表 21：電子メール エージェント アクティビティ レポートのクエリ デザイン, （150 ページ） は、
電子メール エージェント アクティビティ レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示
しています。
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この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 21：電子メール エージェント アクティビティ レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

エージェントの名前。 これは、ユーザによって選択された [エージェント名（Agent Names）]
フィルタから取得され、リソースと [textagentstatedetail] テーブルにマッピングされます。

エージェント ID
（Agent ID）

エージェントのログイン ユーザ ID。 これは [textagentstatedetail] テーブルから取得されます。

ログイン日付（Login
Date）

エージェントがログインした日付。 これは [statechangedatetime] によってグループ化した後に
[textagentstatedetail] テーブルから取得されます。

ログイン期間
（Logged-In）

エージェントがログインしている合計時間。 これは [textagentstatedetail] テーブルから計算さ
れます。 これは、待受開始、待受停止、予約済み、ビジーおよび一部ビジーの状態時間の合
計です。

待受停止（Not
Ready）

エージェントが電子メール受信不可状態で費やした合計時間。 これは [textagentstatedetail] テー
ブルから取得されます。

待受開始（Ready）

エージェントが電子メール受信可能状態で費やした合計時間。 これは [textagentstatedetail] テー
ブルから取得されます。

デスクで費やした時間 ビジーおよび一部ビジー時間の合計です。 これは [textagentstatedetail] テーブルから取得され
（Time Spent On
ます。
Desk）
（注）
これは非表示のフィールドで
す。
提示（Presented）

エージェントに提示された電子メール メッセージの数。 これは [TextAgentConnectionDetail]
テーブルから取得されます。

再キューイング
（Requeued）

エージェントが再キューイングした電子メール メッセージの数。 処理が 2（処理済）で、
dispositionReason が email_requeue_transfer または email_requeue_agent_disconnected の
[TextContactDetail] テーブルから取得されます。

送信（Sent）

エージェントが送信した応答電子メール メッセージの数。 処理が 2（処理済）で、
dispositionReason が email_agent_replied の [TextContactDetail] テーブルから取得されます。

平均デスク時間（Avg 平均デスク時間 = 電子メール コンタクトの処理に費やした合計時間/エージェントによって送
On Desk）
信または再キューイングされた電子メールの数。 これは [TextAgentConnectionDetail] から取得
されます。
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電子メール コンタクト詳細レポート
電子メールコンタクト詳細レポートは、エージェントによって処理される各電子メールコンタク
トに関する情報を提示します。
表 22：電子メール コンタクト詳細レポートのクエリ デザイン, （151 ページ） は、電子メール コ
ンタクト詳細レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示しています。
表 23：電子メール コンタクト詳細レポート フィルタ パラメータ, （152 ページ） は、電子メール
コンタクト詳細レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明していま
す。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 22：電子メール コンタクト詳細レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

コンタクト ID
（Contact ID）

電子メール コンタクトを一意に識別する コンタクト ID。 これは [textcontactdetail] テーブルの
[contactid] フィールドから取得されます。

シーケンス No
（Sequence No）

システムが各コンタクトのレッグに増分的に割り当てる数値。 これは [textcontactdetail] テー
ブルの [contactseqnum] フィールドから取得されます。

CSQ 名（CSQ Name） 電子メールコンタクトをエージェントにルーティングしたコンタクトサービスキュー（CSQ）
の名前。 これは [textcontactqueuedetail] テーブルの [csqrecordid] のフィールドに基づいて
[contactservicequeue] テーブルから取得されます。
エージェント名
（Agent Name）

応答電子メール メッセージを送信したエージェントの姓名。 これは [textagentconnectiondetail]
テーブルの [resourceid] のフィールドに基づいて [resource] テーブルから取得されます。

受信（Received）

コンタクトセンターが電子メール コンタクトを受信した日時。 これは [textcustomerdetails]
テーブルから取得されます。

取得（Retrieved）

エージェントが電子メール コンタクトを取得した日時。 これは TACD テーブルの
[textagentconnectiondetail] フィールドから取得されます。

応答済み（Replied）

エージェントが応答電子メール メッセージを送信した日時。 これは [textcontactdetail] テーブ
ルの [enddatetime] フィールドから取得されます。

送信元（From）

電子メール メッセージを送信した顧客の電子メール アドレス。 これは [textcustomerdetails]
テーブルから取得されます。

返信先（Reply-To）

応答電子メール メッセージが送信されたカスタマーの電子メール アドレス。 これは
[textcustomerdetails] テーブルから取得されます。
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フィールド

説明

送信先（To）

電子メール メッセージが送信されたコンタクト センターの電子メール アドレス。 これは、
[textcontactqueuedetail] テーブルの [csqrecordid] フィールドに基づいて [contactservicequeue] テー
ブルの [accountuserid] フィールドから取得されます。

件名（Subject）

受信した電子メール メッセージの件名。 これは [textcustomerdetails] テーブルから取得されま
す。

コンタクト タイプ
（Contact Type）

電子メール コンタクトのコンタクト タイプ。 これは、[textcontactdetail] テーブルの [contacttype]
フィールドから取得されます。

コンタクト処理
電子メール コンタクトの処理。 これは [textcontactdetail] テーブルの [contactdisposition] フィー
（Contact Disposition） ルドから取得されます。

表 23：電子メール コンタクト詳細レポート フィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

CSQ 名（CSQ Name） 特定の電子メール CSQ についてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選択し
たものから、CSQ 名のリストを取得します。
[contactservicequeue] テーブルを検索して、[queuetypename] が [Email] のレコードを検出し、
[csqname] をリスト内の値とマッチします。 レポート クエリで、[recordid] フィールドを使用
して CSQ の ID を取得します。
エージェント名
（Agent Name）

特定の電子メール エージェントについてレポートするには、このパラメータに対してユーザ
が選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
リソース テーブルを検索して、リスト内の値と一致する [resourcename] を持つレコードを検
出します。 レポート クエリで、[resourceid] フィールドを使用してエージェントの ID を取得
します。

件名（Subject）

これは、件名の検索文字列でユーザが指定するレコードを検索するフィルタで、大文字と小
文字が区別されます。

電子メール CSQ アクティビティ レポート
電子メール CSQ アクティビティ レポートには、コンタクト サービス キュー（CSQ）でのエージェ
ントの電子メール アクティビティに関する統計情報が（日ごとに）表示されます。
表 24：電子メール CSQ アクティビティ レポートのクエリ デザイン, （153 ページ） には、電子
メール CSQ エージェント アクティビティ レポートに表示される情報の取得方法や計算方法が示
されています。
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この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 24：電子メール CSQ アクティビティ レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） 電子メールコンタクトをエージェントにルーティングしたコンタクトサービスキュー（CSQ）
の名前。
これは [textcontactqueuedetail] テーブルの [csqrecordid] のフィールドに基づいて
[contactservicequeue] テーブルから取得されます。
日付（Date）

間隔に含まれる各日の日付。

エージェント名
（Agent Name）

電子メール メッセージのルーティング先であるエージェントの名前。

取得（Retrieved）

CSQ 経由でエージェントにルーティングされ、エージェントが取得したすべての電子メール
メッセージの数。

これは [textagentconnectiondetail] テーブルの [resourceid] のフィールドに基づいて [resource] テー
ブルから取得されます。

これは、指定の日付時間間隔に対して [textagentconnectiondetail]、[textcontactdetail]、および
[textcontactqueuedetail] のテーブルにクエリを発行することで取得したレコードの合計から取
得されます。
再キューイング
（Requeued）

エージェントに再キューイングされた電子メール メッセージの数。

送信（Sent）

エージェントが送信した応答電子メール メッセージの数。

これは、テキスト「email_requeue」を含む、[contactdisposition 2] および [dispositionreason] に
対する [textcontactdetail] テーブルのクエリによって取得されたレコードの合計を取ることに
よって計算されます。ここで、[textcontactdetail] の [contactid] および [contactseqnum] は、
[textagentconnectiondetail] および [textcontactqueuedetail] テーブルの [contactid] および
[contactseqnum] に一致します。

これは、テキスト「email_agent_replied」を含む、[contactdisposition 2] および [dispositionreason]
に対する [textcontactdetail] テーブルのクエリによって取得されたレコードの合計を取ることに
よって計算されます。ここで、[textcontactdetail] の [contactid] および [contactseqnum] は、
[textagentconnectiondetail] および [textcontactqueuedetail] テーブルの [contactid] および
[contactseqnum] に一致します。
平均デスク時間（Avg エージェントが電子メール受信後、返信のために費やした平均時間。
On Desk）
これは、[textagentconnectiondetail] テーブルの [talktime] フィールドを合計し、再キューイング
および送信された電子メールの合計数で割ることで取得されます。
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フィールド

説明

デスクで費やした時間 すべての電子メールに応答するために、エージェントが電子メール処理で費やした合計時間。
（Time Spent On
これは、指定の日付時間間隔でエージェントによって処理されたすべての電子メールに対し
Desk）
て、[textagentconnectiondetail] テーブル内の [talktime] の合計を取ることによって取得されま
す。
（注）

これは非表示のフィールドで
す。

電子メール トラフィック分析レポート
電子メール トラフィック分析レポートは、特定の日付または日付範囲に対して受信された電子
メール メッセージ数のカウントを提示します。
表 25：電子メール トラフィック分析レポート, （154 ページ） では、電子メール トラフィック分
析レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 26：電子メール トラフィック分析レポートのフィルタ パラメータ, （154 ページ） では、電子
メールトラフィック分析レポートのフィルタパラメータがデータを取得する方法について説明し
ます。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 25：電子メール トラフィック分析レポート

フィールド

説明

電子メール アドレス
（Email Address）

電子メール CSQ に対して ContactServiceQueue.accountuserid から取得されます。

受信日（Received
Date）

TextCustomerDetails.insertionDate から取得されます。

電子メール カウント
（Email Count）

csq タイプが [Email] の、ContactServiceQueue.accountuserId のカウント。

表 26：電子メール トラフィック分析レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

電子メール アドレス
（Email Address）

電子メール CSQ の ContactServiceQueue.accountuserid。
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インバウンド レポート
放棄コール アクティビティ（詳細）レポート
放棄コール アクティビティ（詳細）レポートでは、放棄コールごとに 1 つの行を使用します。 放
棄コールとは、CCD.contactDisposition が 1（放棄）に設定されるコールのことです。
表 27：放棄コール アクティビティ（詳細）レポートのクエリ デザイン, （155 ページ） では、放
棄コール アクティビティ（詳細）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 27：放棄コール アクティビティ（詳細）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

コール開始時刻（Call CCD.startDateTime から取得されます。
Start Time）
着信番号（Called
Number）

CCD.calledNumber から取得されます。

コール ANI（Call
ANI）

ACD コールの場合、CCD.originatorDN から取得されます。
IVR コールの場合、次のように、このフィールドは発信元エージェントの内線に設定されま
す。CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合し
て、Resource.extension を取得します。

コールの初期優先度
sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、CCD と CRD を結合します。
（Initial Call Priority） （注）
コールは、コール優先度を割り当てられずに放棄される場合があります。 この場
合、CRD.origPriority は空欄になり、[コールの初期優先度（Initial Call Priority）]
フィールドは “n/a” を表示します。
コール ルーテッド
CSQ（Call Routed
CSQ）

sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、CCD と CQD を結合します。 追加の検索条
件は、CCD.contactDisposition が 1（放棄）、CQD.disposition が 1（放棄）または 3（デキュー）、
CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）です。 CSQ 情報は CQD.targetID に保存されます。
CQD.targetID を CSQ.recordID と、CQD.profileID を CSQ.profileID と結合して、CSQ.csqName
に保存されている CSQ 名を取得します。
（注）

コールは、どの CSQ にも渡されずに放棄される場合があります。 この場合、この
[コール ルーテッド CSQ（Call Routed CSQ）] フィールドは空欄になります。コール
のルート先が複数の CSQ の場合、[コール ルーテッド CSQ（Call Routed CSQ）]
フィールドは CSQ 名に続いて省略記号を表示します（例：CSQ025...）。
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フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で CCD と ACD を結合して、CCD.contactDisposition
が 1（放棄）に設定されたコールのみを含むようにします。 resourceID と profileID で ACD と
Resource を結合して、Resource.resourceName に保存されている、コールを渡されていたエー
ジェントの名前を取得します。
（注）

コール スキル（Call
Skills）

コールは、どのエージェントにも渡されずに放棄される場合があります。 この場
合、この [エージェントの名前（Name）] フィールドは空欄になります。

このフィールドは、[コール ルーテッド CSQ（Call Routed CSQ）] に表示された CSQ に属する
スキルのリストを表示します。
CQD.targetID を CSQU.recordID と、CQD.profileID を CSQU.profileID と結合して、
CSQU.skillGroupID を取得します。 CSQU.skillGroupID を SG.skillGroupID と結合して、SG.skillID
を取得します。 SG.skillID を Skill.skillID と結合して、Skill.skillName に保存されている、コー
ル スキルのリストを取得します。
（注）

最終コール優先度
（Final Call Priority）

コールが CSQ に渡されずに放棄される場合、およびコールがリソース ベースの
CSQ を渡された後に放棄される場合、[コール スキル（Call Skills）] フィールドは
空欄になります。

sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、CCD と CRD を結合します。
（注）

コールは、コール優先度を割り当てられずに放棄される場合があります。 この場
合、CRD.finalPriority は空欄になり、[コールの最終優先度（Final Call Priority）]
フィールドは “n/a” を表示します。

コール放棄時刻（Call CCD.endDateTime から取得されます。
Abandon Time）

中断・拒否コール（詳細）レポート
中断・拒否コール（詳細）レポートには、システムによって中断または拒否されたコールに関す
る詳細情報が表示されます。 コールを処理しているワークフローで例外が発生すると、コールは
中断されます。 システム リソースが最大容量に達すると、コールは拒否されます（CTI の最大
ポート数に達する場合など）。
表 28：中断・拒否コール（詳細）レポートのクエリ デザイン, （157 ページ） では、中断・拒否
コール（詳細）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 29：中断・拒否コール（詳細）レポートのフィルタ パラメータ, （160 ページ） では、中断・
拒否コール（詳細）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明しま
す。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
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表 28：中断・拒否コール（詳細）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

ノード ID（Node ID） CCD.nodeID から取得されます。
セッション ID
（Session ID）

CCD.sessionID から取得されます。

シーケンス No
（Sequence No）

CCD.sessionSeqNum から取得されます。

コール開始時刻（Call CCD.startDateTime から取得されます。
Start Time）
コール終了時刻（Call CCD.endDateTime から取得されます。
End Time）
コンタクト タイプ
（Contact Type）

CCD.contactType から取得されます。

コンタクト処理
CCD.contactDisposition から取得されます。
（Contact Disposition） CCD.contactDisposition が 4 の場合、このフィールドは中断（Aborted）を表示します。
CCD.contactDisposition が 5 以上の場合、このフィールドは拒否（Rejected）を表示します。
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フィールド

説明

中断・拒否の理由
（Abort/Reject
Reason）

中断コールの場合、CCD.contactDisposition は 4 であり、このフィールドは CCD.dispositionReason
に保存されている値を表示します。
拒否コールの場合、CCD.contactDisposition は 5 以上であり、このフィールドは次のマッピン
グに従ってテキストを表示します。 以下では、それぞれの拒否理由も説明します。
5—拒否：トリガーなし - トリガーが認識されない、または削除されている
6—拒否：チャネルが待受停止 - チャネルが待受停止 - グループが待受停止状態である
7—拒否：トリガー タイムアウト - チャネルの確保を試みる前にトリガーがタイムアウトで終
了した
8—拒否：チャネル ビジー - 空いているチャネルがない
9—拒否：チャネル ライセンスなし - コールを処理できるチャネル ライセンスがない
10—拒否：リモート タイムアウト - CTI 受諾タイマーが時間切れである
11—拒否：ソフトウェア エラー - ソフトウェアの内部エラー
12—拒否：トリガー最大セッション - トリガーが最大セッションに達した
13—拒否：トリガー失敗 - JTAPI サブシステムが CTI ポートへの出力先変更に失敗した
14—拒否：セットアップ タイムアウト - セットアップ タイムアウト：JTAPI サブシステム受
諾タイマーが時間切れとなった
15—拒否：セットアップ失敗 - JTAPI サブシステム受領が失敗した
16—拒否：リソースが無効 - リソース アドレスが無効である
17—拒否：リソースが受信確認しない - リソースが受信確認をしていない
18—拒否：リソース ビジー - リソースがビジーである
19—拒否：コンタクトの提示なし - 着信先が受信確認をしていないか、受信していないため、
コンタクトが正常に提示されない
20—拒否：内部エラー - PlaceCall が内部エラーを受け取った
21—拒否：スクリプトでコンタクトを拒否 - スクリプトにより拒否された
22—拒否：エージェントが発信コールを拒否 - 発信コールがエージェントにより拒否された
23—拒否：エージェントが発信コールを無視 - 発信コールがエージェントにより無視された
24—拒否：エージェントが発信コールに対して [予約のキャンセル（Cancel Reservation）] を
クリックした
このイベントは、キャンペーンが無効にされたか削除された場合、または関連する
CSQ が削除された後にエージェントが [予約のキャンセル（Cancel Reservation）] を
クリックした場合に発生します。 これは、CCDR が書き込まれるのは、コールが切
断される場合のみであるためです。
25 ～ 98 - 予約済み。
（注）
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フィールド

説明

発信元 DN（Originator 発信元ディレクトリ番号。 この番号は発信番号と同じです。 発信元タイプはエージェント、
DN）
デバイス、不明のいずれかです。
（DN = Directory
Number（ディレクト
リ番号））

• 発信元タイプがエージェントの場合、このフィールドはエージェントの Unified CCX 内
線を示します。 コールが非 IPCC 内線宛の場合、非 IPCC 内線が表示されます。 コール
が非 IPCC 内線から発信される場合、非 IPCC 内線が表示されます。
• 発信元タイプがデバイスの場合、このフィールドは CTI ポート番号を示します。
• 発信元タイプが不明の場合（ゲートウェイ経由かモニタ対象外デバイス）、このフィー
ルドは発信者の電話番号を示します。

着信先 DN
（Destination DN）

着信先ディレクトリ番号。 着信元タイプはエージェント、デバイス、不明のいずれかです。
• 着信先タイプがエージェントの場合、このフィールドはエージェントの Unified CCX 内
線を示します。
• 着信先タイプがデバイスの場合、このフィールドは CTI ポート番号を示します。
• 着信先タイプが不明な場合（ゲートウェイ経由かモニタ対象外デバイス）、このフィー
ルドは発信先の電話番号を示します。

着信番号（Called
Number）

CCD.calledNumber から取得されます。

元の着信番号
CCD.origCalledNumber から取得されます。
（Original Called No.）
アプリケーション名
（Application Name）

CCD.applicationName から取得されます。

コール ルーテッド
CSQ（Call Routed
CSQ）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間内に
CCD.startDateTime 値を備えた CQD レコードを確定します。 sessionID、sessionSeqNum、
profileID、nodeID、qIndex で CQD と CRD を結合して CQD.targetID を取得し、CQD.profileID
を CQD.targetType = 0（CSQ タイプ）で結合します。 CQD.targetID には、コールを処理した
CSQ の recordID があります。 CQD.targetID を CSQ.recordID と、CQD.profileID を CSQ.profileID
と結合して、CSQ.csqName に保存されている CSQ 名を取得します。
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表 29：中断・拒否コール（詳細）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

コンタクト処理
中断コールのみについてレポートするには、CCD.contactDisposition = 4 で CCD レコードを取
（Contact Disposition） 得します。
拒否コールのみについてレポートするには、CCD.contactDisposition >= 5 で CCD レコードを取
得します。
中断コールと拒否コールの両方についてレポートするには、CCD.contactDisposition >= 4 で
CCD レコードを取得します。

エージェント コール（要約）レポート
エージェント コール（要約）レポートには、エージェントが受信した各コール（着信コール）お
よび発信した各コール（発信コール）に関する要約情報が、指定されたエージェントごとに表示
されます。 このレポートには、エージェントに転送されたコールの数とエージェントによって転
送されたコールの数（別のルート ポイントまたは別のエージェント宛て）、エージェントが参加
した電話会議の数も表示されます。
表 30：エージェント コール（要約）レポートのクエリ デザイン, （161 ページ） には、エージェ
ント コール（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法が示されています。
表 31：エージェント コール（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （164 ページ） には、エー
ジェントコール（要約）レポートのフィルタパラメータがデータを取得する方法について説明さ
れています。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
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表 30：エージェント コール（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

指定されたエージェントの場合、表 31：エージェント コール（要約）レポートのフィルタ パ
ラメータ, （164 ページ） で説明されているように、Resource.resourceID と Resource.profileID
を取得します。 [エージェント名（Agent Name）] は Resource.resourceName に保存されます。
（注）

内線（Extension）

エージェントの属性（内線やリソース グループなど）を変更する場合、エージェン
トは Resource テーブルに複数のエントリを持つことになります。 この場合、エント
リごとにリソース ID は異なるため、複数のリソース ID が 1 つのエージェントに属
することができ、Resource.resourceID はエージェントを一意に識別しないことにな
ります。 また、1 つのエージェントは異なるアプリケーション プロファイルに属す
る場合があり、異なる Resource.profileID エントリを持つことになります。 したがっ
て、Resource.resourceID と Resource.profileID の組み合わせだけでは、エージェント
を一意に識別するには不十分です。 エージェントを一意に識別するには、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID の組み合わせが使用されます。
異なるエージェントに同じ姓と名があり、リソース ログイン ID が異なる場合があ
るため、Resource.resourceName だけでは不十分です。 汎用のリソース ログイン ID
（supportagent003 など）がさまざまな時間に異なるエージェントに使用されるため、
Resource.resourceLoginID だけではエージェントを一意に識別しません。 2 つの組み
合わせでエージェントを一意に識別します。

内線を変更していないエージェントの場合、Resource.extension から取得されます。
内線を変更しているエージェントの場合、レポート期間中にエージェントに割り当てられて
いた内線になります。

着信総数（Total
Inbound）

次のように計算されます。

着信 ACD - 合計
（Inbound ACD Total）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合して、レポート期間内の
ACD レコードを見つけます。 （このようなレコードの場合、該当する CCD.startDateTime の
値はレポート期間内にあります）ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。

着信総数 ACD コール + 着信総数 IVR コール。

エージェントごとに、ACD レコードの数をカウントして、各エージェントが受信した着信
ACD コールの合計数を確定します。
着信 ACD - 平均通話時 sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合して、レポート期間内の
間（Inbound ACD - Avg ACD レコードを見つけます。 （このようなレコードの場合、該当する CCD.startDateTime の
Talk）
値はレポート期間内にあります）ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
エージェントごとに、ACD.talkTime での値の合計を計算し、続いてそのエージェントの ACD
レコードの数で割ります。
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フィールド

説明

着信 ACD - 平均保留時 sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合して、レポート期間内の
間（Inbound ACD - Avg ACD レコードを見つけます。 （このようなレコードの場合、該当する CCD.startDateTime の
Hold）
値はレポート期間内にあります）ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
エージェントごとに、ACD.holdTime での値の合計を計算し、続いてそのエージェントの ACD
レコードの数で割ります。
着信 ACD - 平均作業時 sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合して、レポート期間内の
間（Inbound ACD - Avg ACD レコードを見つけます。 （このようなレコードの場合、該当する CCD.startDateTime の
Work）
値はレポート期間内にあります）ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
エージェントごとに、ACD.workTime での値の合計を計算し、続いてそのエージェントの ACD
レコードの数で割ります。
着信 Non-ACD - 合計 CCD で、startDateTime の値がレポート期間内であり、destinationType が 1（エージェント）で
（Inbound Non - ACD - あるレコードを検索します。 CCD.destinationID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を
Total）
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
この結果セットでの sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、resourceID を、着信 ACD—
合計（Inbound ACD—Total）から取得したこれらのフィールドの結果と比較します。 合計着
信 ACD コールの計算ですでにカウントされているエントリはすべて除外します。 残ってい
る値は IVR コールの数です。
エージェントごとに、CCD レコードの数をカウントして、着信 IVR コールの合計数を確定し
ます。
着信 Non-ACD — 平均 IVR コールの通話時間は CCD.connectTime に保存されます。
通話時間（Inbound
CCD で、startDateTime の値がレポート期間内であり、destinationType が 1（エージェント）で
Non-ACD— Avg Talk
あるレコードを検索します。 CCD.destinationID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を
Time）
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
この結果セットでの sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、resourceID を、着信 ACD—
合計（Inbound ACD—Total）から取得した結果と比較します。 合計着信 ACD コールの計算で
すでにカウントされているエントリはすべて除外します。 残っている値は IVR コールの数で
す。
エージェントごとに、CCD.connectTime に保存されている値の合計を計算し、続いてそのエー
ジェントの CCD レコードの数で割ります。
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フィールド

説明

着信 Non-ACD — 最大 IVR コールの通話時間は CCD.connectTime に保存されます。
通話時間（Inbound
CCD で、startDateTime の値がレポート期間内であり、destinationType が 1（エージェント）で
Non-ACD— Max Talk
あるレコードを検索します。 CCD.destinationID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を
Time）
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
この結果セットでの sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、resourceID を、着信 ACD—
合計（Inbound ACD—Total）から取得した結果と比較します。 合計着信 ACD コールの計算で
すでにカウントされているエントリはすべて除外します。 残っている値は IVR コールの数で
す。
エージェントごとに、CCD.connectTime に保存されている最大値を特定します。
送信 - 合計（Outbound CCD で、startDateTime がレポート期間内であり、originatorType が 1（エージェント）である
- Total）
レコードを検索します。 CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
エージェントごとに、CCD レコードの数をカウントします。
送信 - 平均コール時間 CCD で、startDateTime がレポート期間内であり、originatorType が 1（エージェント）である
（Outbound - Avg Call レコードを検索します。 CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を
Time）
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
エージェントごとに、CCD.connectTime に保存されている値の合計を計算し、続いてそのエー
ジェントの CCD レコードの数で割ります。
送信 - 最大コール時間 CCD で、startDateTime がレポート期間内であり、originatorType が 1（エージェント）である
（Outbound - Max Call レコードを検索します。 CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を
Time）
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
エージェントごとに、CCD.connectTime に保存されている最大値を特定します。
ACD 受信転送（ACD
Transfer-In）

転送受信であり、CCD.contactType = 5（転送受信）であり、ACD レコードが存在する ACD
コールが対象です。
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合して、レポート期間内の
ACD レコードを見つけます。 （このようなレコードの場合、該当する CCD.startDateTime の
値はレポート期間内にあります）ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
エージェントごとに、該当する CCD レコードに contactType = 5（転送受信）がある ACD レ
コードの数をカウントします。
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フィールド

説明

ACD 発信転送（ACD
Transfer-Out）

転送発信であり、CCD.transfer = 1 であり、ACD レコードが存在する ACD コールが対象です。
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合して、レポート期間内の
ACD レコードを見つけます。 （このようなレコードの場合、該当する CCD.startDateTime の
値はレポート期間内にあります）ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
エージェントごとに、該当する CCD レコードに transfer = 1 がある ACD レコードの数をカウ
ントします。

ACD Conference

CCD.conference = 1 であり、ACD レコードが存在する ACD 電話会議が対象です。
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合して、レポート期間内の
ACD レコードを見つけます。 （このようなレコードの場合、該当する CCD.startDateTime の
値はレポート期間内にあります）ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
エージェントごとに、該当する CCD レコードに conference = 1 がある ACD レコードの数をカ
ウントします。

表 31：エージェント コール（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべてのエージェント
（All Agents）（デ
フォルト、フィルタパ
ラメータなし）

すべてのエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。

エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID
のリストを取得します。

Resource テーブルで、アクティブなエージェント（Resource.active が 1）、またはレポート開
始時刻以降に削除されるエージェント（Resource.dateInactive がレポート開始時刻以降）を検
索します。 この方法では、レポートにはレポート開始時刻以前に削除されるエージェントは
含まれません。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する Resource.resourceID と
Resource.profileID を取得します。
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フィルタ パラメータ

説明

リソース グループ名
（Resource Group
Names）

特定のリソース グループについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。

スキル名（Skill
Names）

特定のスキルを持つエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロ
ファイル ID のリストを取得します。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、リソース グループ名のリストを取得し
ます。 ResourceGroup テーブルを検索して、リストで見つかった値が RG.resourceGroupName
に存在するレコードを見つけます。 resourceGroupID と profileID で RG と Resource を結合し
て、選択したリソース グループに属するエージェントのリストを見つけます。 エージェント
のリソース ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保
存されます。 このレポートは、アクティブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削
除されるエージェントのみを表示します。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、スキル名のリストを取得します。 Skill
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Skill.skillName に存在するレコードを見つけま
す。 skillID と profileID で Skill と RSM を結合して、resourceSkillMapID を見つけます。
resourceSkillMapID と profileID で RSM と Resource を結合して、選択したスキルを持つエー
ジェントのリストを見つけます。 エージェントのリソース ID とプロファイル ID は、
Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されます。 このレポートは、アクティ
ブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削除されるエージェントのみを表示します。
チーム名（Team
Names）

特定のチームについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID のリス
トを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、チーム名のリストを取得します。 Team
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Team.teamName に存在するレコードを見つけ
ます。 Team.teamID を Resource.assignedTeamID と、Team.profileID を Resource.profileID と結
合して、選択したチームに属するエージェントのリストを見つけます。エージェントのリソー
ス ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されま
す。

エージェント（詳細）レポート
エージェント（詳細）レポートには、エージェントが受信および発信したコールに関する詳細情
報が表示されます。 レポートでは、コールごとに 1 つの行を使用します。Unified CCX および
Cisco Unified IP IVR コールも対象になります。
ACD コールの場合、エージェントにより処理されたすべてのコールが ACD テーブルに記録され
ます。
IVR コールの場合、エージェントにより発信または受信されたすべてのコールが CCD テーブルに
記録されます。 エージェントが IVR コールを発信する場合、エージェントのリソース ID が
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CCD.originatorID に表示されます。 エージェントが IVR コールを受信する場合、エージェントの
リソース ID が CCD.destinationID に表示されます。
表 32：エージェント（詳細）レポートのクエリ デザイン, （166 ページ）には、エージェント（詳
細）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法が示されています。
表 33：エージェント（詳細）レポートのフィルタ パラメータ, （168 ページ）には、エージェン
ト（詳細）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明されています。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 32：エージェント（詳細）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

ACD コールでは、エージェントは ACD.resourceID と ACD.profileID の組み合わせで識別され
ます。 ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を Resource.profileID と結合し
て、Resource.resourceName に保存されているエージェント名を取得します。
IVR コールでは、エージェントがコールの発信元であり、CCD.originatorType = 1（エージェ
ント タイプ）の場合、エージェントは CCD.originatorID と CCD.profileID で識別されます。
CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceName を取得します。
エージェントが IVR コールの着信先で、CCD.destinationType = 1（エージェント タイプ）の場
合、エージェントは CCD.destinationID と CCD.profileID で識別されます。 CCD.destinationID
を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、Resource.resourceName
を取得します。

内線（Extension）

ACD コールでは、エージェントは ACD.resourceID と ACD.profileID の組み合わせで識別され
ます。 ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を Resource.profileID と結合し
て、Resource.resourceName に保存されているエージェント名を取得します。
IVR コールでは、エージェントがコールの発信元であり、CCD.originatorType = 1（エージェ
ント タイプ）の場合、エージェントは CCD.originatorID と CCD.profileID で識別されます。
CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceName を取得します。
エージェントが IVR コールの着信先で、CCD.destinationType = 1（エージェント タイプ）の場
合、エージェントは CCD.destinationID と CCD.profileID で識別されます。 CCD.destinationID
を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、Resource.extension
を取得します。

コール開始時刻（Call ACD コールの場合、ACD.startDateTime から取得されます。
Start Time）
IVR コールの場合、CCD.startDateTime から取得されます。
コール終了時刻（Call ACD コールの場合、ACD.endDateTime から取得されます。
End Time）
IVR コールの場合、CCD.startDateTime から取得されます。
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フィールド

説明

時間（Duration）

次のように計算されます。
コール終了時刻 - コール開始時刻
hh:mm:ss で表示されます。

着信番号（Called
Number）

ACD コールの場合、エージェント ID は ACD に保存されます（この表の上の方にある [エー
ジェント名（Agent Name）] を参照）。 sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、ACD
と CCD を結合します。 このフィールドの値は、CCD.calledNumber から取得されます。
IVR コールの場合、エージェント ID は CCD に保存されます（この表の上の方にある [エー
ジェント名（Agent Name）] を参照）。 このフィールドの値は、CCD.calledNumber から直接
取得されます。

コール ANI（Call
ANI）

ACD コールの場合、エージェント ID は ACD に保存されます（この表の上の方にある [エー
ジェント名（Agent Name）] を参照）。 sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、ACD
と CCD を結合します。 このフィールドの値は、CCD.originatorDN から取得されます。
IVR コールの場合、エージェント ID は CCD に保存されます（この表の上の方にある [エー
ジェント名（Agent Name）] を参照）。 このフィールドの値は、CCD.originatorDN から直接
取得されます。
内部コールの場合（CCD.contactType = 3）、CCD.orignatorDN フィールドは空欄になります。
このフィールドは、次のように、コールの発信元であるエージェントの内線が設定されます。
CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.extension に保存されている発信元エージェントの内線を取得します。

コール ルーテッド
CSQ（Call Routed
CSQ）

CQD.targetType = 0（CSQ タイプ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、
sessionSeqNum、profileID、nodeID、qIndex で ACD と CQD を結合します。 CQD.targetID と
CQD.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 CQD.targetID を CSQ.recordID と、
CQD.profileID を CSQ.profileID と結合して、CSQ.csqName に保存されている CSQ 名を取得し
ます。

その他の CSQ（Other
CSQs）

CQD.targetType = 0（CSQ タイプ）、CQD.disposition が 2 ではない（未処理）ことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、qIndex で ACD と CQD を結合して、コールは
キューイングされたが処理されていない CSQ を取得します。 CQD.targetID と CQD.profileID
の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 CQD.targetID を CSQ.recordID と、CQD.profileID
を CSQ.profileID と結合して、CSQ.csqName に保存されている CSQ 名を取得します。 複数の
CSQ 名は “…” で示されます。

コール スキル（Call
Skills）

CQD.targetType = 0（CSQ タイプ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、
sessionSeqNum、profileID、nodeID、qIndex で ACD と CQD を結合して、CSQ.skillGroupID に
保存されている、スキル グループ ID を取得します。 CSQ.skillGroupID を SG.skillGroupID と
結合して、SG.skillID を取得します。 SG.skillID を Skill.skillID と結合して、Skill.skillName に
保存されている、スキル名のリストを取得します。複数のスキル名はコンマで区切られます。
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フィールド

説明

通話時間（Talk Time） ACD コールの場合、ACD.talkTime から取得されます。
IVR コールの場合、CCD.contactDispostion = 2（処理）ならば、時間（Duration）の値を表示し
ます。 CCD.contactDisposition = 1（放棄）ならば、ゼロを表示します。
保留時間（Hold
Time）

ACD コールの場合、ACD.holdTime から取得されます。

作業時間（Work
Time）

ACD コールの場合、ACD.workTime から取得されます。

コール タイプ

IVR コールの場合は空欄です。

IVR コールの場合は空欄です。
• 着信 ACD：コールには ACD レコードが実在します。
• 着信非 ACD：CCD.destinationType = 1（エージェント タイプ）、CCD.destinationID はリ
ソース ID で、該当する ACD レコードはありません。 （該当する ACD レコードには、
同じ sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID があります）
• 送信：CCD.originatorType = 1（エージェント タイプ）で、CCD.originatorID はリソース
ID です。
• 転送受信：CCD.contactType = 5（転送受信）で、該当する ACD レコードがあります。
• 転送発信：CCD.transfer = 1 で、該当する ACD レコードがあります。
• 電話会議：CCD.conference = 1 で、該当する ACD レコードがあります。

表 33：エージェント（詳細）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべてのエージェント すべてのエージェントについてレポートするには、Resource テーブルからリソース ID とプロ
（All Agents）（デ
ファイル ID のリストを取得します。
フォルト、フィルタパ
ラメータなし）
リソース グループ名
（Resource Group
Names）

特定のリソース グループについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、リソース グループ名のリストを取得し
ます。 ResourceGroup テーブルを検索して、リストで見つかった値が RG.resourceGroupName
に存在するレコードを見つけます。 resourceGroupID と profileID で RG と Resource を結合し
て、選択したリソース グループに属するエージェントのリストを見つけます。 エージェント
のリソース ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保
存されます。
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フィルタ パラメータ

説明

エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID
のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する Resource.resourceID と
Resource.profileID を取得します。

スキル名（Skill
Names）

特定のスキルを持つエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロ
ファイル ID のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、スキル名のリストを取得します。 Skill
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Skill.skillName に存在するレコードを見つけま
す。 skillID と profileID で Skill と RSM を結合して、resourceSkillMapID を見つけます。
resourceSkillMapID と profileID で RSM と Resource を結合して、選択したスキルを持つエー
ジェントのリストを見つけます。 エージェントのリソース ID とプロファイル ID は、
Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されます。

チーム名（Team
Names）

特定のチームについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID のリス
トを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、チーム名のリストを取得します。 Team
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Team.teamName に存在するレコードを見つけ
ます。 Team.teamID を Resource.assignedTeamID と、Team.profileID を Resource.profileID と結
合して、選択したチームに属するエージェントのリストを見つけます。エージェントのリソー
ス ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されま
す。

コール タイプ

特定のコール タイプについてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値か
ら、コール タイプを取得します。 （最大 6 つのコール タイプを選択できます）選択されない
コール タイプは、最後の結果セットが表示される前に除外されます。 除外プロセスは、表
32：エージェント（詳細）レポートのクエリ デザイン, （166 ページ） のコール タイプ（Call
Type）フィールドで説明されている分類条件に基づきます。

エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポート
エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポートには、エージェントのログインと
ログアウトのアクティビティに関する詳細情報が表示されます。 ログインとログアウトの情報は
ASD テーブルに保存されます。
表 34：エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポートのクエリ デザイン, （170
ページ） では、エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポートに表示される情報
の取得方法や計算方法を示します。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
169

クエリ デザインの履歴レポート
エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポート

表 35：エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ, （
171 ページ） では、エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポートのフィルタ パ
ラメータがデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 34：エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

ASD.agentID を Resource.resourceID と結合して、Resource.resourceName に保存されているエー
ジェント名を取得します。

内線（Extension）

内線を変更していないエージェントの場合、Resource.extension から取得されます。
内線を変更しているエージェントの場合、レポート期間中にエージェントに割り当てられて
いた内線になります。

ログイン時刻（Login
Time）

ASD.agentID を Resource.resourceID と、ASD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID で識別される、各エージェントの状態遷移
レコードを取得します。 （resourceID/profileID と resourceName/resourceLoginID の間の関係に
ついては、エージェント名（Agent Name）を参照してください。）ログイン時刻（Login Time）
は、ASD.eventType = 1 で ASD.eventDateTime に保存されます。 エージェントがレポート開始
時刻以前にログインした場合、このフィールドは < レポート開始時刻を表示します。

ログアウト時刻
（Logout Time）

ASD.agentID を Resource.resourceID と、ASD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID で識別される、各エージェントの状態遷移
レコードを取得します。 （resourceID/profileID と resourceName/resourceLoginID の間の関係に
ついては、エージェント名（Agent Name）を参照してください。）ログイン時刻（Login Time）
は、ASD.eventType = 7 で ASD.eventDateTime に保存されます。 エージェントがレポート終了
時刻以降にログアウトした場合、このフィールドは > レポート終了時刻を表示します。

ログアウト理由コード このフィールドは、ASD.eventType = 7（ログアウト）を条件に、ASD.reasonCode から取得さ
（Logout Reason
れます。
Code）
ログイン期間
（Logged-In Duration）

• エージェントがレポート開始時刻以前にログインし、レポート終了時刻以降にログアウ
トした場合：ログイン期間 = レポート終了時刻 – レポート開始時刻
• エージェントがレポート開始時刻以前にログインし、レポート期間中にログアウトした
場合：ログイン期間 = ログアウト時刻 – レポート開始時刻
• エージェントがレポート期間中にログインし、レポート終了時刻以降にログアウトした
場合：ログイン期間 = レポート終了時刻 – ログイン時刻
• エージェントがレポート期間中にログインし、ログアウトした場合：ログイン期間 = ロ
グアウト時刻 – ログイン時刻
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表 35：エージェントのログイン/ログアウト アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべてのエージェント
（All Agents）（デ
フォルト、フィルタパ
ラメータなし）

すべてのエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID のリストを取得し
ます。
Resource テーブルで、resourceType が 1（エージェント）に設定されているレコードを検索し
ます。 リソース ID は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ASD.resourceID と結合して、その他のコール関連データを取得します。

リソース グループ名
（Resource Group
Names）

特定のリソース グループについてレポートするには、次のようにリソース ID のリストを取得
します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、リソース グループ名のリストを取得し
ます。 該当する RG.resourceGroupID を見つけます。 RG.resourceGroupID を
Resource.resourceGroupID と結合して、選択したリソース グループに属するエージェントを見
つけます。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ASD.resourceID と結合して、その他のコール関連データを取得します。

エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID のリストを取得しま
す。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
該当する Resource.resourceID を見つけます。
Resource.resourceID を ASD.resourceID と結合して、その他のコール関連データを取得します。

スキル名（Skill
Names）

特定のスキルを持つエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID のリス
トを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、スキル名のリストを取得します。 該当
する Skill.skillID を見つけます。 Skill.skillID を RSM.skillID と、RSM.resourceSkillMapID を
Resource.resourceSkillMapID と結合して、選択したスキルを持つエージェントを見つけます。
リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ASD.resourceID と結合して、その他のコール関連データを取得します。

チーム名（Team
Names）

特定のチームについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID のリス
トを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、チーム名のリストを取得します。 Team
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Team.teamName に存在するレコードを見つけ
ます。 Team.teamID を Resource.assignedTeamID と、Team.profileID を Resource.profileID と結
合して、選択したチームに属するエージェントのリストを見つけます。エージェントのリソー
ス ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されま
す。
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エージェント受信不可の理由コード（要約）レポート
エージェント待受停止の理由コード（要約）レポートには、レポート期間中に各エージェントが
待受停止の状態であった時間の長さに関する情報が表示されます。 また、このレポートは、待受
停止の状態に移行したときにエージェントが入力した理由コードによって示される理由ごとに、
エージェントが待受停止の状態であった時間の長さも表示します。 8 つまでの理由コードについ
ては詳細な情報を表示し、他の理由コードについては整理した情報を表示します。 デフォルトで
は、定義済みの 8 つの理由コードに関する情報を表示します。 ただし、レポートが詳細情報を表
示する 8 つの理由コードを指定することができます。
表 36：エージェント待受停止の理由コード（要約）レポートのクエリ デザイン, （172 ページ）
では、エージェント待受停止の理由コード（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算
方法を示します。
表 37：エージェント待受停止の理由コード（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （175 ペー
ジ）では、エージェント待受停止の理由コード（要約）レポートのフィルタパラメータがデータ
を取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 36：エージェント待受停止の理由コード（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

指定されたエージェントの場合、表 37：エージェント待受停止の理由コード（要約）レポー
トのフィルタ パラメータ, （175 ページ） で説明されているように、Resource.resourceID と
Resource.profileID を取得します。 [エージェント名（Agent Name）] は Resource.resourceName
に保存されます。
（注）

エージェントの属性（内線やリソース グループなど）を変更する場合、エージェン
トは Resource テーブルに複数のエントリを持つことになります。 この場合、エント
リごとにリソース ID は異なるため、複数のリソース ID が 1 つのエージェントに属
することができ、Resource.resourceID はエージェントを一意に識別しないことにな
ります。 また、1 つのエージェントは異なるアプリケーション プロファイルに属す
る場合があり、異なる Resource.profileID エントリを持つことになります。 したがっ
て、Resource.resourceID と Resource.profileID の組み合わせだけでは、エージェント
を一意に識別するには不十分です。 エージェントを一意に識別するには、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID の組み合わせが使用されます。
異なるエージェントに同じ姓と名があり、リソース ログイン ID が異なる場合があ
るため、Resource.resourceName だけでは不十分です。
汎用のリソース ログイン ID（supportagent003 など）がさまざまな時間に異なるエー
ジェントに使用されるため、Resource.resourceLoginID だけではエージェントを一意
に識別しません。 2 つの組み合わせでエージェントを一意に識別します。
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フィールド

説明

内線（Extension）

内線を変更していないエージェントの場合、Resource.extension から取得されます。
内線を変更しているエージェントの場合、レポート期間中にエージェントに割り当てられて
いた内線になります。

間隔開始時刻

間隔の始まりです。
エンド ユーザは、レポート期間を 30 分または 60 分間隔で分割できます。 （デフォルトの間
隔の長さはレポート期間全体です。）

間隔終了時刻（Interval 間隔の終わりです。
End Time）
エンド ユーザは、レポート期間を 30 分または 60 分間隔で分割できます。 （デフォルトの間
隔の長さはレポート期間全体です。）
合計ログイン時間
（Total Logged-in）

ログイン時刻は、eventType の設定が 1（ログイン）で ASD.eventDateTime に保存されます。
ログアウト時刻は、eventType の設定が 7（ログアウト）で ASD.eventDateTime に保存されま
す。
1 つのセッションでログインした時刻の計算は、次のように、エージェント アクティビティ
に依存します。
• エージェントが間隔中にログインし、ログアウトする場合：
合計ログイン時間 = ログアウト時刻 - ログイン時刻
• エージェントが間隔以前にログインし、間隔以降にログアウトする場合：
合計ログイン時間 = 間隔終了時刻 – 間隔開始時刻
• エージェントが間隔以前にログインし、間隔中にログアウトする場合：
合計ログイン時間 = ログアウト時刻 – 間隔開始時刻
• エージェントが間隔中にログインし、間隔以降にログアウトする場合：
合計ログイン時間 = 間隔終了時刻 - ログイン時刻
エージェントが間隔中に複数のログイン セッションを行う場合、このフィールドは各ログイ
ン セッションでの経過時間の合計を表示します。
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フィールド

説明

合計待受停止時間
（Total Not Ready）

ASD.agentID を Resource.resourceID と、ASD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID で識別される、各エージェントの状態遷移
レコードを取得します。 （resourceID/profileID と resourceName/resourceLoginID の間の関係に
ついては、このテーブルのエージェント名（Agent Name）を参照してください。）待受停止
状態は、ASD.eventType = 2 で識別されます。
待受停止状態の経過時間は、次のように、エージェント アクティビティに依存します。
• エージェントが、間隔中に待受停止状態に入り、出る場合：
合計待受停止時間 = 待受停止状態から出た時刻 - 待受停止状態に入った時刻
• エージェントが、間隔以前に待受停止状態に入り、間隔以降に待受停止状態から出る場
合：
合計待受停止時間 = 間隔終了時刻 – 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔以前に待受停止状態に入り、間隔中に待受停止状態から出る場合：
合計待受停止時間 = 待受停止状態から出た時刻 - 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔中に待受停止状態に入り、間隔以降に待受停止状態から出る場合：
合計待受停止時間 = 間隔終了時刻 - 待受停止状態に入った時刻
エージェントが間隔中に待受停止状態に複数回入る場合、このフィールドは各待受停止状態
での経過時間の合計を表示します。

RC n1 の時間（Time in ASD.agentID を Resource.resourceID と、ASD.profileID を Resource.profileID と結合して、
RC n1）
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID で識別される、各エージェントの状態遷移
RC n2 の時間（Time in レコードを取得します。 （resourceID/profileID と resourceName/resourceLoginID の間の関係に
ついては、このテーブルのエージェント名（Agent Name）を参照してください。）待受停止
RC n2）
状態は、ASD.eventType = 2 で識別されます。 理由コードは ASD.reasonCode に保存されます。
RC n3 の時間（Time in
デフォルトでは、このレポートは、事前に定義された待受停止の理由コードを番号順にソー
RC n3）
トし、最初の 8 つの理由コードを表示します。
RC n4 の時間（Time in
フィルタパラメータの理由コードを選択することで、その他の理由コードを指定して、レポー
RC n4）
トできます。
RC n5 の時間（Time in
RC n5）
RC n6 の時間（Time in
RC n6）
RC n7 の時間（Time in
RC n7）
RC n8 の時間（Time in
RC n8）
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フィールド

説明

その他の RC の時間
RC n1 の時間から RC n8 の時間のフィールドに表示されない、待受停止の理由コードの合計
（Time in Other RCs） 経過時間です。 異なる理由コードの合計経過時間は、合計待受停止時間に加算されます（理
由コード 1 の時間 + 理由コード 2 の時間 + … + 理由コード 8 の時間 = 合計待受停止時間）。
ASD.agentID を Resource.resourceID と、ASD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID で識別される、各エージェントの状態遷移
レコードを取得します。 （resourceID/profileID と resourceName/resourceLoginID の間の関係に
ついては、このテーブルのエージェント名（Agent Name）を参照してください。）待受停止
状態は、ASD.eventType = 2 で識別されます。 理由コードは ASD.reasonCode に保存されます。
これを計算する場合、前の 8 つのフィールドにリストされている値は対象外です。

表 37：エージェント待受停止の理由コード（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべてのエージェント
（All Agents）（デ
フォルト、フィルタパ
ラメータなし）

すべてのエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。

間隔の長さ（Interval
Length）

[レポート範囲全体（Entire report range）]：レポート開始時刻からレポート終了時刻までの情
報を表示しますが、レポート期間内の個々の間隔の情報は表示しません。

Resource テーブルで、アクティブなエージェント（Resource.active が 1）、またはレポート開
始時刻以降に削除されるエージェント（Resource.dateInactive がレポート開始時刻以降）を検
索し、表示します。この方法では、レポートにはレポート開始時刻以前に削除されるエージェ
ントは含まれません。

[30 分間（Thirty (30) minute intervals）]：レポート期間内の 30 分間の情報を表示します。 最初
の間隔は、レポート開始時刻に始まり、次の間隔はレポート開始時刻の 30 分後に始まるとい
う具合です。
[60 分間（Sixty (60) minute intervals）]：レポート期間内の 60 分間の情報を表示します。 最初
の間隔は、レポート開始時刻に始まり、次の間隔はレポート開始時刻の 60 分後に始まるとい
う具合です。
リソース グループ名
（Resource Group
Names）

特定のリソース グループについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、リソース グループ名のリストを取得し
ます。 ResourceGroup テーブルを検索して、リストで見つかった値が RG.resourceGroupName
に存在するレコードを見つけます。 resourceGroupID と profileID で RG と Resource を結合し
て、選択したリソース グループに属するエージェントのリストを見つけます。 エージェント
のリソース ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保
存されます。 このレポートは、アクティブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削
除されるエージェントのみを表示します。
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フィルタ パラメータ

説明

エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID
のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する Resource.resourceID と
Resource.profileID を取得します。

スキル名（Skill
Names）

特定のスキルを持つエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロ
ファイル ID のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、スキル名のリストを取得します。 Skill
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Skill.skillName に存在するレコードを見つけま
す。 skillID と profileID で Skill と RSM を結合して、resourceSkillMapID を見つけます。
resourceSkillMapID と profileID で RSM と Resource を結合して、選択したスキルを持つエー
ジェントのリストを見つけます。 エージェントのリソース ID とプロファイル ID は、
Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されます。 このレポートは、アクティ
ブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削除されるエージェントのみを表示します。

チーム名（Team
Names）

特定のチームについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID のリス
トを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、チーム名のリストを取得します。 Team
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Team.teamName に存在するレコードを見つけ
ます。 Team.teamID を Resource.assignedTeamID と、Team.profileID を Resource.profileID と結
合して、選択したチームに属するエージェントのリストを見つけます。エージェントのリソー
ス ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されま
す。

理由コード（Reason
Code）

特定の理由コードについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選択したも
のから、理由コードのリストを取得します。 ASD.eventType が 2（待受停止）であり、
ASD.reasonCode に保存されている値が選択したリストにある ASD レコードを見つけます。

エージェントの状態（詳細）レポート
エージェントの状態（詳細）レポートには、エージェントがある状態から他の状態に移行したと
きの詳細情報が表示されます。
表 38：エージェントの状態（詳細）レポートのクエリ デザイン, （177 ページ） では、エージェ
ントの状態（詳細）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 39：エージェントの状態（詳細）レポートのフィルタ パラメータ, （179 ページ） では、エー
ジェントの状態（詳細）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明し
ます。
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この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 38：エージェントの状態（詳細）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

指定されたエージェントの場合、表 39：エージェントの状態（詳細）レポートのフィルタ パ
ラメータ, （179 ページ） で説明されているように、Resource.resourceID と Resource.profileID
を取得します。 [エージェント名（Agent Name）] は Resource.resourceName に保存されます。
（注）

内線（Extension）

エージェントの属性（内線やリソース グループなど）を変更する場合、エージェン
トは Resource テーブルに複数のエントリを持つことになります。 この場合、エント
リごとにリソース ID は異なるため、複数のリソース ID が 1 つのエージェントに属
することができ、Resource.resourceID はエージェントを一意に識別しないことにな
ります。 また、1 つのエージェントは異なるアプリケーション プロファイルに属す
る場合があり、異なる Resource.profileID エントリを持つことになります。 したがっ
て、Resource.resourceID と Resource.profileID の組み合わせだけでは、エージェント
を一意に識別するには不十分です。 エージェントを一意に識別するには、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID の組み合わせが使用されます。
異なるエージェントに同じ姓と名があり、リソース ログイン ID が異なる場合があ
るため、Resource.resourceName だけでは不十分です。 汎用のリソース ログイン ID
（supportagent003 など）がさまざまな時間に異なるエージェントに使用されるため、
Resource.resourceLoginID だけではエージェントを一意に識別しません。 2 つの組み
合わせでエージェントを一意に識別します。

内線を変更していないエージェントの場合、Resource.extension から取得されます。
内線を変更しているエージェントの場合、レポート期間中にエージェントに割り当てられて
いた内線になります。

状態遷移時刻（State
Transition Time）

ASD.eventDateTime から取得されます。
エージェントを識別する場合、ASD.agentID を Resource.resourceID と、ASD.profileID を
Resource.profileID と結合して、エージェントを一意に識別する組み合わせである、
Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を取得します。
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フィールド

説明

エージェント状態
（Agent State）

ASD.eventType から取得されます。 ASD.eventType の数字と表示テキストの間のマッピングは
次のとおりです。
1：ログイン済み
2：待受停止
3：待受
4：予約済み
5：通話中
6：作業
7：ログアウト

理由コード（Reason
Code）

ASD.reasonCode から取得されます。

時間（Duration）

エージェントがエージェント状態（Agent State）フィールドで指定された状態から出る時刻 エージェントがエージェント状態（Agent State）に入る時刻
時間の計算は、次のように、エージェント アクティビティに依存します。
• エージェントがレポート開始時刻以前にエージェント状態（Agent State）に入り、レポー
ト終了時刻以降にその状態から出る場合：
時間 = レポート終了時刻 - レポート開始時刻
• エージェントがレポート開始時刻以前にエージェント状態（Agent State）に入り、レポー
ト期間中にその状態から出る場合：
時間 = エージェントがエージェント状態（Agent State）から出る時刻 – レポート開始時
刻
• エージェントがレポート期間中にエージェント状態（Agent State）に入り、レポート終
了時刻以降にその状態から出る場合：
時間 = レポート終了時刻 - 遷移時刻
• エージェントがレポート期間中にエージェント状態（Agent State）に入り、エージェン
ト状態（Agent State）から出る場合：
時間 = エージェントがエージェント状態（Agent State）から出る時刻 – 遷移時刻
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表 39：エージェントの状態（詳細）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべてのエージェント
（All Agents）（デ
フォルト、フィルタパ
ラメータなし）

すべてのエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。

エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID
のリストを取得します。

Resource テーブルで、アクティブなエージェント（Resource.active が 1）、またはレポート開
始時刻以降に削除されるエージェント（Resource.dateInactive がレポート開始時刻以降）を検
索し、表示します。この方法では、レポートにはレポート開始時刻以前に削除されるエージェ
ントは含まれません。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する Resource.resourceID と
Resource.profileID を取得します。
リソース グループ名
（Resource Group
Names）

特定のリソース グループについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。

スキル名（Skill
Names）

特定のスキルを持つエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロ
ファイル ID のリストを取得します。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、リソース グループ名のリストを取得し
ます。 ResourceGroup テーブルを検索して、リストで見つかった値が RG.resourceGroupName
に存在するレコードを見つけます。 resourceGroupID と profileID で RG と Resource を結合し
て、選択したリソース グループに属するエージェントのリストを見つけます。 エージェント
のリソース ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保
存されます。 このレポートは、アクティブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削
除されるエージェントのみを表示します。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、スキル名のリストを取得します。 Skill
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Skill.skillName に存在するレコードを見つけま
す。 skillID と profileID で Skill と RSM を結合して、resourceSkillMapID を見つけます。
resourceSkillMapID と profileID で RSM と Resource を結合して、選択したスキルを持つエー
ジェントのリストを見つけます。 エージェントのリソース ID とプロファイル ID は、
Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されます。 このレポートは、アクティ
ブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削除されるエージェントのみを表示します。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
179

クエリ デザインの履歴レポート
エージェントの状態（エージェント別および間隔別、要約）レポート

フィルタ パラメータ

説明

チーム名（Team
Name）

特定のチームについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID のリス
トを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、チーム名のリストを取得します。 Team
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Team.teamName に存在するレコードを見つけ
ます。 Team.teamID を Resource.assignedTeamID と、Team.profileID を Resource.profileID と結
合して、選択したチームに属するエージェントのリストを見つけます。エージェントのリソー
ス ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されま
す。

エージェントの状態（エージェント別および間隔別、要約）レポート
エージェントの状態（エージェント別、要約）レポートおよびエージェントの状態（間隔別、要
約）レポートには、それぞれのエージェントが、待受停止、待受、予約済み、通話、作業のエー
ジェント状態ごとに費やした時間の長さと割合が表示されます。 これらのレポートには、各エー
ジェントがログインしていた合計時間も表示されます。
エージェントの状態（エージェント別、要約）レポートでは、まずエージェントでソートされ、
次に間隔でソートされた情報が示されます。
エージェントの状態（間隔別、要約）レポートでは、まず間隔でソートされ、次にエージェント
でソートされた情報が示されます。
表 40：エージェントの状態（要約）レポートのクエリ デザイン, （180 ページ） には、エージェ
ントの状態（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法が示されています。
表 41：エージェントの状態（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （184 ページ） には、エー
ジェントの状態（要約）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明さ
れています。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 40：エージェントの状態（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

ASD.agentID を Resource.resourceID と結合して、Resource.resourceName に保存されているエー
ジェント名を取得します。

内線（Extension）

内線を変更していないエージェントの場合、Resource.extension から取得されます。
内線を変更しているエージェントの場合、レポート期間中にエージェントに割り当てられて
いた内線になります。
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フィールド

説明

間隔開始時刻

間隔の始まりです。
エンド ユーザは、レポート期間を 30 分または 60 分間隔で分割できます。 （デフォルトの間
隔の長さはレポート期間全体です。）

間隔終了時刻（Interval 間隔の終わりです。
End Time）
エンド ユーザは、レポート期間を 30 分または 60 分間隔で分割できます。 （デフォルトの間
隔の長さはレポート期間全体です。）
合計ログイン時間
（Total Logged-in
Time）

ログイン時刻は、eventType の設定が 1（ログイン）で ASD.eventDateTime に保存されます。
ログアウト時刻は、eventType の設定が 7（ログアウト）で ASD.eventDateTime に保存されま
す。
1 つのセッションでログインした時刻の計算は、次のように、エージェント アクティビティ
に依存します。
• エージェントが間隔中にログインし、ログアウトする場合：
合計ログイン時間 = ログアウト時刻 - ログイン時刻
• エージェントが間隔以前にログインし、間隔以降にログアウトする場合：
合計ログイン時間 = 間隔終了時刻 – 間隔開始時刻
• エージェントが間隔以前にログインし、間隔中にログアウトする場合：
合計ログイン時間 = ログアウト時刻 – 間隔開始時刻
• エージェントが間隔中にログインし、間隔以降にログアウトする場合：
合計ログイン時間 = 間隔終了時刻 - ログイン時刻
エージェントが間隔中に複数のログイン セッションを行う場合、このフィールドは各ログイ
ン セッションでの経過時間の合計を表示します。
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フィールド

説明

待受停止時間（Not
Ready Time）

エージェントが間隔中に待受停止状態で費やした合計時間、およびエージェントが待受停止
状態で費やした合計ログイン時間の割合。
エージェントが待受停止状態に入る時刻は、eventType の設定が 2 で ASD.eventDateTime に保
存されます。 待受停止状態の経過時間は、次のように、エージェント アクティビティに依存
します。
• エージェントが、間隔中に待受停止状態に入り、出る場合：
合計待受停止時間 = 待受停止状態から出た時刻 - 待受停止状態に入った時刻
• エージェントが、間隔以前に待受停止状態に入り、間隔以降に待受停止状態から出る場
合：
合計待受停止時間 = 間隔終了時刻 – 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔以前に待受停止状態に入り、間隔中に待受停止状態から出る場合：
合計待受停止時間 = 待受停止状態から出た時刻 - 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔中に待受停止状態に入り、間隔以降に待受停止状態から出る場合：
合計待受停止時間 = 間隔終了時刻 - 待受停止状態に入った時刻
エージェントが間隔中に待受停止状態に複数回入る場合、このフィールドは各待受停止状態
での経過時間の合計を表示します。
割合は、次のように計算されます。
（待受停止時間/合計ログイン時間）*100%

可能時間（Ready
Time）

エージェントが間隔中に待受状態で費やした合計時間、およびエージェントが待受状態で費
やした合計ログイン時間の割合。
エージェントが待受状態に入る時刻は、eventType の設定が 3 で ASD.eventDateTime に保存さ
れます。 待受状態の経過時間は、次のように、エージェント アクティビティに依存します。
• エージェントが、間隔中に待受状態に入り、出る場合：
合計待受時間 = 待受状態から出た時刻 - 待受状態に入った時刻
• エージェントが、間隔以前に待受状態に入り、間隔以降に待受状態から出る場合：
合計待受時間 = 間隔終了時刻 - 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔以前に待受状態に入り、間隔中に待受状態から出る場合：
合計待受時間 = 待受状態から出た時刻 - 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔中に待受状態に入り、間隔以降に待受状態から出る場合：
合計待受時間 = 間隔終了時刻 - 待受状態に入った時刻
エージェントが間隔中に待受状態に複数回入る場合、このフィールドは各待受状態での経過
時間の合計を表示します。
割合は、次のように計算されます。
（待受時間/合計ログイン時間）*100%
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フィールド

説明

予約済み時間
（Reserved Time）

エージェントが間隔中に予約済み状態で費やした合計時間、およびエージェントが予約済み
状態で費やした合計ログイン時間の割合。
エージェントが予約済み状態に入る時刻は、eventType の設定が 4 で ASD.eventDateTime に保
存されます。 予約済み状態の経過時間は、次のように、エージェント アクティビティに依存
します。
• エージェントが、間隔中に予約済み状態に入り、出る場合：
合計予約済み時間 = 予約済み状態から出た時刻 - 予約済み状態に入った時刻
• エージェントが、間隔以前に予約済み状態に入り、間隔以降に予約済み状態から出る場
合：
合計予約済み時間 = 間隔終了時刻 - 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔以前に予約済み状態に入り、間隔中に予約済み状態から出る場合：
合計予約済み時間 = 予約済み状態から出た時刻 - 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔中に予約済み状態に入り、間隔以降に予約済み状態から出る場合：
合計予約済み時間 = 間隔終了時刻 - 予約済み状態に入った時刻
エージェントが間隔中に予約済み状態に複数回入る場合、このフィールドは各予約済み状態
での経過時間の合計を表示します。
割合は、次のように計算されます。
（予約済み時間/合計ログイン時間）*100%

通話時間（Talk Time） エージェントが間隔中に通話状態で費やした合計時間、およびエージェントが通話状態で費
やした合計ログイン時間の割合。
エージェントが通話状態に入る時刻は、eventType の設定が 5 で ASD.eventDateTime に保存さ
れます。 通話状態の経過時間は、次のように、エージェント アクティビティに依存します。
• エージェントが、間隔中に通話状態に入り、出る場合：
合計通話時間 = 通話状態から出た時刻 - 通話状態に入った時刻
• エージェントが、間隔以前に通話状態に入り、間隔以降に通話状態から出る場合：
合計通話時間 = 間隔終了時刻 - 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔以前に通話状態に入り、間隔中に通話状態から出る場合：
合計通話時間 = 通話状態から出た時刻 - 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔中に通話状態に入り、間隔以降に通話状態から出る場合：
合計通話時間 = 間隔終了時刻 - 通話状態に入った時刻
エージェントが間隔中に通話状態に複数回入る場合、このフィールドは各通話状態での経過
時間の合計を表示します。
割合は、次のように計算されます。
（通話時間/合計ログイン時間）*100%
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フィールド

説明

作業時間（Work
Time）

エージェントが間隔中に作業状態で費やした合計時間、およびエージェントが作業状態で費
やした合計ログイン時間の割合。
エージェントが作業状態に入る時刻は、eventType の設定が 6 で ASD.eventDateTime に保存さ
れます。 作業状態の経過時間は、次のように、エージェント アクティビティに依存します。
• エージェントが、間隔中に作業状態に入り、出る場合：
合計作業時間 = 作業状態から出た時刻 - 作業状態に入った時刻
• エージェントが、間隔以前に作業状態に入り、間隔以降に作業状態から出る場合：
合計作業時間 = 間隔終了時刻 - 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔以前に作業状態に入り、間隔中に作業状態から出る場合：
合計作業時間 = 作業状態から出た時刻 - 間隔開始時刻
• エージェントが、間隔中に作業状態に入り、間隔以降に作業状態から出る場合：
合計作業時間 = 間隔終了時刻 - 作業状態に入った時刻
エージェントが間隔中に作業状態に複数回入る場合、このフィールドは各作業状態での経過
時間の合計を表示します。
割合は、次のように計算されます。
（作業時間/合計ログイン時間）*100%

要約

エージェントの状態（エージェント別、要約）レポート：すべての間隔にわたる各レポート
フィールドでのデータの総計。
エージェントの状態（間隔別、要約）レポート：間隔ごとの各レポート フィールドでのデー
タの総計。

総合計（Grand Total） 全間隔および全レポート フィールドでのデータの総計。

表 41：エージェントの状態（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべてのエージェント
（All Agents）（デ
フォルト、フィルタパ
ラメータなし）

すべてのエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID のリストを取得し
ます。
Resource テーブルで、resourceType が 1（エージェント）に設定されているレコードを検索し
ます。 リソース ID は Resource.resourceID フィールドに保存されます。
Resource.resourceID を ASD.resourceID と結合して、その他のコール関連データを取得します。

間隔の長さ（Interval
Length）

レポート期間全体（デフォルト）、30 分間、60 分間のオプションがあります。
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フィルタ パラメータ

説明

リソース グループ名
（Resource Group
Names）

特定のリソース グループについてレポートするには、次のようにリソース ID のリストを取得
します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、リソース グループ名のリストを取得し
ます。 該当する RG.resourceGroupID を見つけます。 RG.resourceGroupID を
Resource.resourceGroupID と結合して、選択したリソース グループに属するエージェントを見
つけます。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ASD.resourceID と結合して、その他のコール関連データを取得します。

エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID のリストを取得しま
す。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
該当する Resource.resourceID を見つけます。
Resource.resourceID を ASD.resourceID と結合して、その他のコール関連データを取得します。

スキル名（Skill
Names）

特定のスキルを持つエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID のリス
トを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、スキル名のリストを取得します。 該当
する Skill.skillID を見つけます。 Skill.skillID を RSM.skillID と、RSM.resourceSkillMapID を
Resource.resourceSkillMapID と結合して、選択したスキルを持つエージェントを見つけます。
リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ASD.resourceID と結合して、その他のコール関連データを取得します。

チーム名（Team
Names）

特定のチームについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID のリス
トを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、チーム名のリストを取得します。 Team
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Team.teamName に存在するレコードを見つけ
ます。 Team.teamID を Resource.assignedTeamID と、Team.profileID を Resource.profileID と結
合して、選択したチームに属するエージェントのリストを見つけます。エージェントのリソー
ス ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されま
す。

エージェント（要約）レポート
エージェント（要約）レポートでは、エージェントごとに 1 つの行を使用します。 各行には、
エージェントのアクティビティの概要が表示されます。
ACD テーブルには、ACD コールを処理したエージェントの情報が含まれます。 このテーブルは、
エージェント（要約）レポートに対する基本データになります。
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表 42：エージェント（要約）レポートのクエリ デザイン, （186 ページ） には、エージェント（要
約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法が示されてます。
表 43：エージェント（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （188 ページ） には、エージェン
ト（要約）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明されてます。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 42：エージェント（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合して、ACD.resourceID と
ACD.profileID を取得します。 ACD.resourceID には、コールを処理したエージェントのリソー
ス ID があります。 ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を Resource.profileID
と結合して、Resource.resourceName に保存されているエージェント名を取得します。

内線（Extension）

内線を変更していないエージェントの場合、Resource.extension から取得されます。
内線を変更しているエージェントの場合、レポート期間中にエージェントに割り当てられて
いた内線になります。

平均ログイン時間
（Avg Logged-In
Time）

ASD は、各エージェントがログインした時刻とログアウトした時刻を提供します。 ログイン
とログアウトの間の時間の長さは、エージェントがログインしていた時間です。 ログイン時
刻は、eventType の設定が 1（ログイン）で ASD.eventDateTime に保存されます。 ログアウト
時刻は、eventType の設定が 7（ログアウト）で ASD.eventDateTime に保存されます。
平均ログイン時間の計算は、次のように、エージェント アクティビティに依存します。 これ
らの計算では、t1 はレポート開始時刻、t2 はレポート終了時刻です。
• エージェントが、t1 以前にログインし、t1 と t2 の間にログアウトする場合：
ログイン時間 = ログアウト時刻 - t1
• エージェントが、t1 と t2 の間にログインし、t2 以降にログアウトする場合：
ログイン時間 = t2 - ログイン時刻
• エージェントが、t1 と t2 の間にログインし、t1 と t2 の間にログアウトする場合：
ログイン時間 = ログアウト時刻 - ログイン時刻
• エージェントが、t1 以前にログインし、t2 以降にログアウトする場合：
ログイン時間 = t2 - t1
エージェントの平均ログイン時間は、次のように計算されます。
レポート期間中のエージェントの合計ログイン時間を計算し、ログイン セッションの数で割
ります。
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フィールド

説明

処理済コール

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で、ACD と CCD を結合します。 エージェント
ごとに、次の基準を満たす一意の CCD.sessionID の数をカウントします。
• CCD.startDateTime がレポート期間内
• CCD.contactDisposition が 2（処理）
• ACD.talkTime がゼロよりも大きい

受信コール（Calls
Presented）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で、ACD と CCD を結合します。 エージェント
ごとに、CCD.startDateTime がレポート期間内に収まっている一意の CCD.sessionID の数をカ
ウントします。

処理比（Handle
Ratio）

処理コール数（Call Handled）を提供コール数（Calls Presented）で割った値です。

処理時間：平均
エージェントにより処理された各コールには ACD レコードがあります。 コールの処理時間
（Handle Time - Avg） は次のように計算されます。
ACD.talkTime + ACD.holdTime + ACD.workTime
平均処理時間は、レポート期間内にエージェントにより処理された全コールの合計処理時間
を、レポート期間内に処理されたコール数で割った値です。
処理時間：最大
エージェントにより処理された各コールには ACD レコードがあります。 コールの処理時間
（Handle Time - Max） は次のように計算されます。
ACD.talkTime + ACD.holdTime + ACD.workTime
エージェントの最大処理時間は、レポート期間内にエージェントにより処理された全コール
の最長処理時間です。
通話時間：平均（Talk コールの通話時間は ACD.talkTime から取得されます。
Time - Avg）
エージェントの平均通話時間は、レポート期間内にエージェントにより処理された全コール
の合計通話時間を、レポート期間内に処理されたコール数で割った値です。
通話時間：最大（Talk コールの通話時間は ACD.talkTime から取得されます。
Time - Max）
エージェントの最大通話時間は、レポート期間内にエージェントにより処理された全コール
の最長通話時間です。
保留時間：平均（Hold コールの保留通話時間は ACD.holdTime から取得されます。
Time - Avg）
エージェントの平均保留時間は、レポート期間内にエージェントにより処理された全コール
の合計保留時間を、レポート期間内に処理されたコール数で割った値です。
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フィールド

説明

保留時間：最大（Hold コールの保留通話時間は ACD.holdTime から取得されます。
Time - Max）
エージェントの最大保留時間は、レポート期間内にエージェントにより処理された全コール
の最長保留時間です。
作業時間：平均
（Work Time - Avg）

コールの作業時間は ACD.workTime から取得されます。

作業時間：最大
（Work Time - Max）

コールの作業時間は ACD.workTime から取得されます。

アイドル時間：平均
（Idle Time - Avg）

ASD は、エージェントがある特定の状態に移る日時を記録します。 アイドル時間は、待受停
止状態（2）での経過時間です。 待受停止状態（2）のエージェントは、待受状態（3）、予約
済み状態（4）、またはログアウト状態（7）に移ることができます。

エージェントの平均作業時間は、レポート期間内にエージェントにより処理された全コール
の合計作業時間を、レポート期間内に処理されたコール数で割った値です。

エージェントの最大作業時間は、レポート期間内にエージェントにより処理された全コール
の最長作業時間です。

アイドル セッションは、エージェントが待受停止状態に移るときに始まり、エージェントが
次の状態（待受、予約済み、またはログアウト）に移るときに終わります。 エージェントが
待受停止状態で費やした時間の長さが、アイドル セッションの時間です。
エージェントの平均アイドル時間は、レポート期間内でのエージェントの全アイドルセッショ
ンの合計時間を、レポート期間内でのアイドル セッション数で割った値です。
アイドル時間：最大
（Idle Time - Max）

ASD は、エージェントがある特定の状態に移る日時を記録します。 アイドル時間は、待受停
止状態（2）での経過時間です。 待受停止状態（2）のエージェントは、待受状態（3）、予約
済み状態（4）、またはログアウト状態（7）に移ることができます。
アイドル セッションは、エージェントが待受停止状態に移るときに始まり、エージェントが
次の状態（待受、予約済み、またはログアウト）に移るときに終わります。 エージェントが
待受停止状態で費やした時間の長さが、アイドル セッションの時間です。
エージェントの最大アイドル時間は、レポート期間内での最長アイドル セッションの時間で
す。

表 43：エージェント（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべてのエージェント
（All Agents）（デ
フォルト、フィルタパ
ラメータなし）

すべてのエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。
Resource テーブルで、アクティブなエージェント（Resource.active = 1）、またはレポート開
始時刻以降に削除されるエージェント（Resource.dateInactive がレポート開始時刻以降、つま
りエージェントはレポート期間中はまだアクティブ）を検索し、表示します。この方法では、
レポートにはレポート開始時刻以前に削除されるエージェントは含まれません。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
188

クエリ デザインの履歴レポート
エージェント（要約）レポート

フィルタ パラメータ

説明

リソース グループ名
（Resource Group
Names）

特定のリソース グループについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。

エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID
のリストを取得します。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、リソース グループ名のリストを取得し
ます。 ResourceGroup テーブルを検索して、リストで見つかった値が RG.resourceGroupName
に存在するレコードを見つけます。 resourceGroupID と profileID で RG と Resource を結合し
て、選択したリソース グループに属するエージェントのリストを見つけます。 エージェント
のリソース ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保
存されます。 このレポートは、アクティブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削
除されるエージェントのみを表示します。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する Resource.resourceID と
Resource.profileID を取得します。
スキル名（Skill
Names）

特定のスキルを持つエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロ
ファイル ID のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、スキル名のリストを取得します。 Skill
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Skill.skillName に存在するレコードを見つけま
す。 skillID と profileID で Skill と RSM を結合して、resourceSkillMapID を見つけます。
resourceSkillMapID と profileID で RSM と Resource を結合して、選択したスキルを持つエー
ジェントのリストを見つけます。 エージェントのリソース ID とプロファイル ID は、
Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されます。 このレポートは、レポー
ト開始時刻にアクティブであったエージェントのみを表示します。

チーム名（Team
Names）

特定のチームについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID のリス
トを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、チーム名のリストを取得します。 Team
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Team.teamName に存在するレコードを見つけ
ます。 Team.teamID を Resource.assignedTeamID と、Team.profileID を Resource.profileID と結
合して、選択したチームに属するエージェントのリストを見つけます。エージェントのリソー
ス ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されま
す。
このレポートは、アクティブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削除されるエー
ジェントのみを表示します。
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フィルタ パラメータ

説明

処理コール/提供コー 処理コール/提供コール率が最高ランクの N 個のエージェントについてレポートするには、次
ル率の上位 N（Top N のようにリソース ID のリストを取得します。
Calls Handled/Presented
処理コール/提供コール率でエージェントを降順にランク付けします。 同点の場合は、
Ratio）
Resource.resourceLoginID でエージェントをアルファベット順に並べます。 上位 N 個のエー
ジェントを選択します。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ACD.resourceID と ACD.profileID と結合して、その他のコール関連デー
タを取得します。
処理コール/提供コー
ル率の下位 N（Bottom
N Calls
Handled/Presented
Ratio）

処理コール/提供コール率が最低ランクの N 個のエージェントについてレポートするには、次
のようにリソース ID のリストを取得します。
処理コール/提供コール率でエージェントを降順にランク付けします。 同点の場合は、
Resource.resourceLoginID でエージェントをアルファベット順に並べます。 下位 N 個のエー
ジェントを選択します。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ACD.resourceID と ACD.profileID と結合して、その他のコール関連デー
タを取得します。

平均保留時間の上位 N 平均保留時間が最高ランクの N 個のエージェントについてレポートするには、次のようにリ
（Top N Avg Hold
ソース ID のリストを取得します。
Time）
平均保留時間でエージェントを降順にランク付けします。 同点の場合は、
Resource.resourceLoginID でエージェントをアルファベット順に並べます。 上位 N 個のエー
ジェントを選択します。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ACD.resourceID と ACD.profileID と結合して、その他のコール関連デー
タを取得します。
平均保留時間の下位 N 平均保留時間が最低ランクの N 個のエージェントについてレポートするには、次のようにリ
（Bottom N Avg Hold ソース ID のリストを取得します。
Time）
平均保留時間でエージェントを降順にランク付けします。 同点の場合は、
Resource.resourceLoginID でエージェントをアルファベット順に並べます。 下位 N 個のエー
ジェントを選択します。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ACD.resourceID と ACD.profileID と結合して、その他のコール関連デー
タを取得します。
平均通話時間の上位 N 平均通話時間が最高ランクの N 個のエージェントについてレポートするには、次のようにリ
（Top N Avg Talk
ソース ID のリストを取得します。
Time）
平均通話時間でエージェントを降順にランク付けします。 同点の場合は、
Resource.resourceLoginID でエージェントをアルファベット順に並べます。 上位 N 個のエー
ジェントを選択します。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ACD.resourceID と ACD.profileID と結合して、その他のコール関連デー
タを取得します。

Cisco Unified Contact Center Express 履歴レポート ガイド、リリース 10.6(1)
190

クエリ デザインの履歴レポート
エージェント（要約）レポート
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説明

平均通話時間の下位 N 平均通話時間が最低ランクの N 個のエージェントについてレポートするには、次のようにリ
（Bottom N Avg Talk
ソース ID のリストを取得します。
Time）
平均通話時間でエージェントを降順にランク付けします。 同点の場合は、
Resource.resourceLoginID でエージェントをアルファベット順に並べます。 下位 N 個のエー
ジェントを選択します。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ACD.resourceID と ACD.profileID と結合して、その他のコール関連デー
タを取得します。
平均作業時間の上位 N 平均作業時間が最高ランクの N 個のエージェントについてレポートするには、次のようにリ
（Top N Avg Work
ソース ID のリストを取得します。
Time）
平均作業時間でエージェントを降順にランク付けします。 同点の場合は、
Resource.resourceLoginID でエージェントをアルファベット順に並べます。 上位 N 個のエー
ジェントを選択します。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ACD.resourceID と ACD.profileID と結合して、その他のコール関連デー
タを取得します。
平均作業時間の下位 N 平均作業時間が最低ランクの N 個のエージェントについてレポートするには、次のようにリ
（Bottom N Avg Work ソース ID のリストを取得します。
Time）
平均作業時間でエージェントを降順にランク付けします。 同点の場合は、
Resource.resourceLoginID でエージェントをアルファベット順に並べます。 下位 N 個のエー
ジェントを選択します。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ACD.resourceID と ACD.profileID と結合して、その他のコール関連デー
タを取得します。
平均処理時間の上位 N 平均処理時間が最高ランクの N 個のエージェントについてレポートするには、次のようにリ
（Top N Avg Handle
ソース ID のリストを取得します。
Time）
平均処理時間でエージェントを降順にランク付けします。 同点の場合は、
Resource.resourceLoginID でエージェントをアルファベット順に並べます。 上位 N 個のエー
ジェントを選択します。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ACD.resourceID と ACD.profileID と結合して、その他のコール関連デー
タを取得します。
平均処理時間の下位 N 平均処理時間が最低ランクの N 個のエージェントについてレポートするには、次のようにリ
（Bottom N Avg Handle ソース ID のリストを取得します。
Time）
平均処理時間でエージェントを降順にランク付けします。 同点の場合は、
Resource.resourceLoginID でエージェントをアルファベット順に並べます。 下位 N 個のエー
ジェントを選択します。 リソース ID の値は Resource.resourceID に保存されます。
Resource.resourceID を ACD.resourceID と ACD.profileID と結合して、その他のコール関連デー
タを取得します。
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エージェント ラップアップ データ（詳細）レポート
エージェント ラップアップ データ（詳細）レポートには、ACD 参加後に作業状態に入ったとき
に、エージェントにより入力された詳細が表示されます。このレポートは、エージェントラップ
アップ機能で使用できます。
表 44：エージェント ラップアップ データ（詳細）レポートのクエリ デザイン, （192 ページ） で
は、エージェントラップアップデータ（詳細）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法
を示します。
表 45：エージェント ラップアップ データ（詳細）レポートのフィルタ パラメータ, （194 ペー
ジ） では、エージェント ラップアップ データ（詳細）レポートのフィルタ パラメータがデータ
を取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 44：エージェント ラップアップ データ（詳細）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

ACD コールでは、エージェントは ACD.resourceID と ACD.profileID の組み合わせで識別され
ます。 ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を Resource.profileID と結合し
て、Resource.resourceName に保存されているエージェント名を取得します。
IVR コールでは、エージェントがコールの発信元であり、CCD.originatorType = 1（エージェ
ント タイプ）の場合、エージェントは CCD.originatorID と CCD.profileID で識別されます。
CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceName を取得します。
エージェントが IVR コールの着信先で、CCD.destinationType = 1（エージェント タイプ）の場
合、エージェントは CCD.destinationID と CCD.profileID で識別されます。 CCD.destinationID
を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、Resource.resourceName
を取得します。
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フィールド

説明

内線（Extension）

ACD コールでは、エージェントは ACD.resourceID と ACD.profileID の組み合わせで識別され
ます。 ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を Resource.profileID と結合し
て、Resource.resourceName に保存されているエージェント名を取得します。
IVR コールでは、エージェントがコールの発信元であり、CCD.originatorType = 1（エージェ
ント タイプ）の場合、エージェントは CCD.originatorID と CCD.profileID で識別されます。
CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceName を取得します。
エージェントが IVR コールの着信先で、CCD.destinationType = 1（エージェント タイプ）の場
合、エージェントは CCD.destinationID と CCD.profileID で識別されます。 CCD.destinationID
を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、Resource.extension
を取得します。

ノード ID（Node ID） CCD.nodeID から取得されます。
セッション ID
（Session ID）

CCD.sessionID から取得されます。

シーケンス No.
（Sequence No.）

CCD.sessionSeqNum から取得されます。

コール開始時刻（Call ACD.startDateTime から取得されます。
Start Time）
コール終了時刻（Call ACD.endDateTime から取得されます。
End Time）
コール ANI（Call
ANI）

エージェント ID は ACD に保存されます（このテーブルの前段にある [エージェント名（Agent
Name）] を参照）。 sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、ACD と CCD を結合し
ます。 このフィールドの値は、CCD.originatorDN から取得されます。

着信番号（Called
Number）

エージェント ID は ACD に保存されます（このテーブルの前段にある [エージェント名（Agent
Name）] を参照）。 sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、ACD と CCD を結合し
ます。 このフィールドの値は、CCD.calledNumber から取得されます。

コール ルーテッド
CSQ（Call Routed
CSQ）

CQD.targetType = 0（CSQ タイプ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、
sessionSeqNum、profileID、nodeID、qIndex で ACD と CQD を結合します。 CQD.targetID と
CQD.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 CQD.targetID を CSQ.recordID と、
CQD.profileID を CSQ.profileID と結合して、CSQ.csqName に保存されている CSQ 名を取得し
ます。

通話時間（Talk Time） ACD.talkTime から取得されます。
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フィールド

説明

保留時間（Hold
Time）

ACD.holdTime から取得されます。

作業時間（Work
Time）

ACD.workTime から取得されます。

後処理データ
（Wrap-up Data）

ACD.callWrapupData から取得されます。

表 45：エージェント ラップアップ データ（詳細）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID
のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する Resource.resourceID と
Resource.profileID を取得します。

リソース グループ名
（Resource Group
Names）

特定のリソース グループについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。

スキル名（Skill
Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID
のリストを取得します。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、リソース グループ名のリストを取得し
ます。 ResourceGroup テーブルを検索して、リストで見つかった値が RG.resourceGroupName
に存在するレコードを見つけます。 resourceGroupID と profileID で RG と Resource を結合し
て、選択したリソース グループに属するエージェントのリストを見つけます。 エージェント
のリソース ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保
存されます。 このレポートは、アクティブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削
除されるエージェントのみを表示します。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する Resource.resourceID と
Resource.profileID を取得します。
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フィルタ パラメータ

説明

チーム名（Team
Names）

特定のスキルを持つエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロ
ファイル ID のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、スキル名のリストを取得します。 Skill
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Skill.skillName に存在するレコードを見つけま
す。 skillID と profileID で Skill と RSM を結合して、resourceSkillMapID を見つけます。
resourceSkillMapID と profileID で RSM と Resource を結合して、選択したスキルを持つエー
ジェントのリストを見つけます。 エージェントのリソース ID とプロファイル ID は、
Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されます。 このレポートは、アクティ
ブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削除されるエージェントのみを表示します。

エージェント ラップアップ データ（要約）レポート
エージェント ラップアップ データ（要約）レポートには、ラップアップ データの詳細情報が表
示されます。 このレポートは、エージェント ラップアップ機能で使用できます。
表 46：エージェント ラップアップ データ（要約）レポートのクエリ デザイン, （195 ページ） で
は、エージェントラップアップデータ（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法
を示します。
表 47：エージェント ラップアップ データ（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （196 ペー
ジ） では、エージェント ラップアップ データ（要約）レポートのフィルタ パラメータがデータ
を取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 46：エージェント ラップアップ データ（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

後処理データ
（Wrap-up Data）

ACD.callWrapupData から取得されます。

ACD コールの合計
（Total ACD Calls）

選択されたラップアップ データに対して、ACD レコードの数をカウントします。

合計処理時間（Total
Handle Time）

選択されたラップアップ データに対して、すべての ACD レコードで（ACD.talkTime +
ACD.holdTime + ACD.workTime）を計算します。

平均処理時間
（Average Handle
Time）

合計処理時間 / 合計 ACD コール
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フィールド

説明

最大処理時間（Max
Handle Time）

選択されたラップアップ データに対して、すべての ACD レコードで（talkTime + holdTime +
workTime）が最大のレコードを見つけます。

合計通話時間（Total
Talk Time）

選択されたラップアップ データに対して、すべての ACD レコードで ACD.talkTime の合計を
確定します。

平均通話時間
合計通話時間 / 合計 ACD コール
（Average Talk Time）
最大通話時間（Max
Talk Time）

選択されたラップアップ データに対して、すべての ACD レコードで ACD.talkTime が最大の
レコードを見つけます。

合計処理時間に対する （合計通話時間 / 合計処理時間）* 100%
合計通話時間の割合
（Total Talk Time as %
of Total Handle Time）
合計作業時間（Total
Work Time）

選択されたラップアップ データに対して、すべての ACD レコードで ACD.workTime の合計
を確定します。

平均作業時間
合計作業時間 / 合計 ACD コール
（Average Work Time）
最大作業時間（Max
Work Time）

選択されたラップアップ データに対して、すべての ACD レコードで ACD.workTime が最大
のレコードを見つけます。

合計作業時間に対する （合計作業時間 / 合計処理時間）* 100%
合計通話時間の割合
（Total Work Time as %
of Total Handle Time）

表 47：エージェント ラップアップ データ（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

後処理データ
（Wrap-up Data）

特定のラップアップ データについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選
択したものから、データのリストを取得します。 ACD テーブルでこれらの選択を検索し、該
当する ACD レコードを追加します。
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コール カスタム変数レポート
コール カスタム変数レポートには、コールと関連付けられた Unified CCX アプリケーションまた
は Cisco Unified IP IVR アプリケーションが起動したワークフローにおいて、エンタープライズ
コールの設定手順により設定されるカスタム変数に関する情報が表示されます。 この情報は、
CCD テーブルから取得されます。
表 48：コール カスタム変数レポートのクエリ デザイン, （197 ページ） では、コール カスタム変
数レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 50：コール カスタム変数レポートのフィルタ パラメータ, （199 ページ） では、コール カスタ
ム変数レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 48：コール カスタム変数レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

ノード ID（Node ID） CCD.nodeID から取得されます。
セッション ID
（Session ID）

CCD.sessionID から取得されます。

シーケンス No.
（Sequence No.）

CCD.sessionSeqNum から取得されます。

開始時刻（Start Time） CCD.startDateTime から取得されます。
終了時間（End Time） CCD.endDateTime から取得されます。
コンタクト処理
CCD.contactDisposition から取得されます。
（Contact Disposition）
エージェント名
（Agent Name）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合して、ACD.resourceID と
ACD.profileID を取得します。 ACD.resourceID には、コールを処理したエージェントのリソー
ス ID があります。 ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を Resource.profileID
と結合して、Resource.resourceName に保存されているエージェント名を取得します。
どのエージェントにも処理されなかった ACD コールの場合、および IVR コールの場合は、
空欄になります。

アプリケーション名
（Application Name）

CCD.applicationName から取得されます。

カスタム変数 1
（Custom Variable 1）

CCD.customVariable1 から取得されます。
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フィールド

説明

カスタム変数 2
（Custom Variable 2）

CCD.customVariable2 から取得されます。

カスタム変数 3
（Custom Variable 3）

CCD.customVariable3 から取得されます。

カスタム変数 4
（Custom Variable 4）

CCD.customVariable4 から取得されます。

カスタム変数 5
（Custom Variable 5）

CCD.customVariable5 から取得されます。

カスタム変数 6
（Custom Variable 6）

CCD.customVariable6 から取得されます。

カスタム変数 7
（Custom Variable 7）

CCD.customVariable7 から取得されます。

カスタム変数 8
（Custom Variable 8）

CCD.customVariable8 から取得されます。

カスタム変数 9
（Custom Variable 9）

CCD.customVariable9 から取得されます。

カスタム変数 10
CCD.customVariable10 から取得されます。
（Custom Variable 10）

着信番号のアクティビティ（要約）レポート
着信番号のアクティビティ（要約）レポートでは、着信番号ごとに 1 つの行を使用します。 着信
番号は CCD.origCalledNumber に保存されます。
発信コールは、このレポートに含まれません。
表 49：着信番号のアクティビティ（要約）レポートのクエリ デザイン, （199 ページ） には、着
信番号のアクティビティ（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法が示されてい
ます。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
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表 49：着信番号のアクティビティ（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

着信番号（Called
Number）

CCD.calledNumber から取得されます。

コール タイプ

CCD.destinationType から取得されます。 値 1（エージェント）は IVR コールを示します。 値
2（デバイス）は ACD コールを示します。 値 3（不明）は発信コールまたは監視されていな
いデバイスへのコールを示し、レポートされません。

コールの総数（Total
Calls）

一意の CCD.calledNumber ごとに、CCD レコードの数をカウントします。

平均コール数（1 日あ レポート期間の合計コールの数を日数で割った値です。
たり）（Avg Calls (per レポート期間の日数は次のように計算されます。 この情報は、直近の整数に切り上げ、日数
day)）
の単位で表示されます。
レポート終了時刻 - レポート開始時刻
たとえば、レポート開始時刻とレポート終了時刻が同じ日の場合、日数は 1 になります。
平均コール時間（Avg コールの時間は CCD.connectTime から取得されます。 着信番号の平均コール時間は、その着
Call Duration）
信番号への全コールの CCD.connectTime の合計をその番号へのコール数で割ることで計算さ
れます。

表 50：コール カスタム変数レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

結果

元の着信番号
（Original Called
Number）

特定の元の着信番号についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値か
ら、元の着信番号のリストを取得します。 CCD.origCalledNumber に保存されている値が、選
択されたリストに存在する CCD レコードを見つけます。

着信番号（Called
Number）

特定の着信番号についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値から、
着信番号のリストを取得します。 CCD.calledNumber に保存されている値が、選択されたリス
トに存在する CCD レコードを見つけます。

発信者番号（Calling
Number）

特定の発信者番号についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値から、
発信者番号のリストを取得します。 CCD.originatorDN に保存されている値が、選択されたリ
ストに存在する CCD レコードを見つけます。

アプリケーション名
（Application Name）

特定のアプリケーション名についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選
択値から、アプリケーション名のリストを取得します。 CCD.applicationName に保存されてい
る値が、選択されたリストに存在する CCD レコードを見つけます。
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フィルタ パラメータ

結果

コンタクト タイプ
（Contact Type）

特定のコンタクト タイプについてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択
値から、コンタクト タイプ名のリストを取得します。 数値 ID は、次のようにコンタクト タ
イプ名にマップされます。
1：着信
2：発信
3：内部
4：リダイレクト受信
5：転送受信
6：送信プレビュー
CCD.contactType に保存されている値が、選択されたリストに存在する CCD レコードを見つ
けます。

発信元タイプ
（Originator Type）

特定の発信元タイプについてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値か
ら、発信元タイプのリストを取得します。 数値 ID は、次のように発信元タイプ名にマップさ
れます。
1：エージェント
2：デバイス
3：不明
CCD.originatorType に保存されている値が、選択されたリストに存在する CCD レコードを見
つけます。

接続先タイプ
（Destination Type）

特定の着信先タイプについてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値か
ら、着信先タイプのリストを取得します。 数値 ID は、次のように着信先タイプ名にマップさ
れます。
1：エージェント
2：デバイス
3：不明
CCD.destinationType に保存されている値が、選択されたリストに存在する CCD レコードを見
つけます。

T 秒以上の時間
時間が T 秒以上のコールについてレポートするには、このパラメータに対するユーザの入力
（Duration Greater Than 値から、T の値を取得します。 コール時間は秒数であり、CCD.endDateTime から
or Equal to T seconds） CCD.startDateTime を引くことで計算されます。 コール時間が T 秒以上の CCD レコードを見
つけます。
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フィルタ パラメータ

結果

T 秒以下の時間
時間が T 秒以下のコールについてレポートするには、このパラメータに対するユーザの入力
（Duration Less Than or 値から、T の値を取得します。 コール時間は秒数であり、CCD.endDateTime から
Equal to T seconds）
CCD.startDateTime を引くことで計算されます。 コール時間が T 秒以下の CCD レコードを見
つけます。
カスタム変数 1
（Custom Variable 1）

このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 CCD.customVariable1 に
保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコードを見つけ
ます。

カスタム変数 2
（Custom Variable 2）

このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 CCD.customVariable2 に
保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコードを見つけ
ます。

カスタム変数 3
（Custom Variable 3）

このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 CCD.customVariable3 に
保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコードを見つけ
ます。

カスタム変数 4
（Custom Variable 4）

このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 CCD.customVariable4 に
保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコードを見つけ
ます。

カスタム変数 5
（Custom Variable 5）

このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 CCD.customVariable5 に
保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコードを見つけ
ます。

カスタム変数 6
（Custom Variable 6）

このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 CCD.customVariable6 に
保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコードを見つけ
ます。

カスタム変数 7
（Custom Variable 7）

このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 CCD.customVariable7 に
保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコードを見つけ
ます。

カスタム変数 8
（Custom Variable 8）

このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 CCD.customVariable8 に
保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコードを見つけ
ます。

カスタム変数 9
（Custom Variable 9）

このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 CCD.customVariable9 に
保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコードを見つけ
ます。

カスタム変数 10
このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 CCD.customVariable10
（Custom Variable 10） に保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコードを見つ
けます。
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フィルタ パラメータ

結果

任意のカスタム変数
（Any Custom
Variable）

このパラメータに対するユーザの入力値から、文字列を取得します。 10 個のカスタム変数の
いずれかに保存されている値が、ユーザの入力と部分的または全体的に一致する CCD レコー
ドを見つけます。 カスタム変数の値は CCD.customVariablen に保存されます。ここで n は 1
～ 10 です。

共通スキル コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レ
ポート
共通スキル コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポートには、コンタクト
サービス キュー（CSQ）のグループごとに提供コール数、処理コール数、および放棄コール数に
関する要約情報が表示されます。 （そのようなグループは、同じスキルまたは異なるコンピテン
シー レベルで設定された CSQ で構成されます。）
表 51：共通スキル コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポートのクエリ デザ
イン, （202 ページ） では、共通スキル コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レ
ポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 52：共通スキル コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポートのフィルタ パ
ラメータ, （204 ページ） では、共通スキル コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔
別）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 51：共通スキル コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

間隔開始時刻

間隔の始まりです。
エンド ユーザは、レポート期間を 30 分または 60 分間隔で分割できます。 （デフォルトの間
隔の長さはレポート期間全体です。）

間隔終了時刻（Interval 間隔の終わりです。
End Time）
エンド ユーザは、レポート期間を 30 分または 60 分間隔で分割できます。 （デフォルトの間
隔の長さはレポート期間全体です。）
CSQ 名（CSQ Name） CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 52：共通スキ
ル コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポートのフィルタ パラメータ,
（204ページ）で説明されているように、これら2つの値を取得します。CSQ名はCSQ.csqName
に保存されます。
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フィールド

説明

スキル（コンピテン
CSQU.recordID を使用して、CSQU.skillGroupID を取得します。 CSQU.skillGroupID を
シー レベル）（Skills SG.skillGroupID と結合して、SG.skillID を取得します。 SG.skillID を Skill.skillID と結合して、
(Competence Level)） Skill.skillName に保存されている、スキル名のリストを取得します。 コンピテンシー レベル
は SG.competenceLevel から取得されます。
提供コール数：合計
（Calls Presented Total）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードの場合、該当する CCD.startDateTime の値
はレポート期間内にあります）追加の検索条件：CQD.targetType が 0（タイプ CSQ）。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、その CSQ に提供されたコールの数を確定
します。

提供コール：キュー時 キュー時間は CQD.queueTime に保存されます。 提供コール数がゼロでない場合、この CSQ
間平均（Calls
に提供された全コールの CQD.queueTime 値の合計を確定し、続いて提供コール数：合計で割
Presented— Queue Time ります。 ゼロの場合、このフィールドはゼロに設定されます。
Avg）
提供コール数：キュー この CSQ に提供された全コールでの、CQD.queueTime に保存されている最大値です。
時間最大（Calls
Presented - Queue Time
Max）
処理コール：合計
（Calls Handled—
Total）

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数がわかります。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、CSQ により処理されたコールの数を確定し
ます。

処理コール：処理時間 コールの処理時間は、（ACD.talkTime + ACD.holdTime + ACD.workTime）で計算されます。
平均（Calls Handled— 処理コールがゼロでない場合、この CSQ により処理された全コールの処理時間の合計を確定
Handle Time Avg）
し、続いて処理コール：合計で割ります。 ゼロの場合、このフィールドはゼロに設定されま
す。
処理コール：処理時間 コールの処理時間は、（ACD.talkTime + ACD.holdTime + ACD.workTime）で計算されます。
最大（Calls Handled— このフィールドには、この CSQ により処理された全コールの処理時間の最大値が設定されま
Handle Time Max）
す。
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フィールド

説明

放棄コール：合計
（Calls Abandoned—
Total）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 1（放棄）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、CSQ から放棄されたコールの数を確定しま
す。

放棄コール：キュー時 キュー時間は CQD.queueTime に保存されます。 放棄コール数がゼロでない場合、この CSQ
間平均（Calls
から放棄された全コールの CQD.queueTime 値の合計を確定し、続いて放棄コール：合計で割
Abandoned— Queue
ります。 ゼロの場合、このフィールドはゼロに設定されます。
Time Avg）
放棄コール：キュー時 この CSQ から放棄された全コールでの、CQD.queueTime に保存されている最大値です。
間最大（Calls
Abandoned— Queue
Time Max）
サービス レベル：SL sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID、qIndex で、CQD と ACD を結合します。 追加
が満たした %（Service の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、CQD.metServiceLevel が 1 です。
Level— Percentage SL
CQD.targetID と CQD.profileID の組み合わせで識別される CSQ ごとに、サービス レベル内で
Met）
処理されたコール数である、CQD レコードの数を確定します。
提供コール数：合計がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
（サービス レベル内の処理コール数 / 提供コール数）* 100%
提供コール数：合計がゼロの場合、このフィールドはゼロに設定されます。
スキルの要約
同じ論理 CSQ グループ内での全 CSQ の統計総数。
（Summary for Skills）

表 52：共通スキル コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

間隔の長さ（Interval
Length）

レポート期間全体（デフォルト）、30 分間、60 分間のオプションがあります。
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フィルタ パラメータ

説明

CSQ 名（CSQ Names） 特定の CSQ についてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選択したものか
ら、CSQ 名のリストを取得します。 CSQ.recordID を CQD.targetID と、CSQ.profileID を
CQD.profileID と結合して、指定された CSQ の CQD records を取得します。 これらの CQD レ
コードの場合、CQD.targetType は 0（CSQ タイプ）です。 sessionID、sessionSeqNum、nodeID、
profileID で CQD と CCD を結合して、CCD テーブルに保存されているその他の情報を取得し
ます。

コンタクト サービス キュー アクティビティ レポート
コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートには、Unified CCX で設定されている CSQ
ごとに 1 つの行が表示されます。 CSQ は、リソース グループまたはリソース スキルに基づき設
定することができます。
表 53：コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのクエリ デザイン, （205 ページ）
には、コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートに表示される情報の取得方法や計算
方法が示されています。
表 54：コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ, （210 ペー
ジ） には、コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータがデータ
を取得する方法について説明されています。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 53：コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 54：コンタク
ト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ, （210 ページ） で説明さ
れているように、これら 2 つの値を取得します。 CSQ 名は CSQ.csqName に保存されます。
コール スキル（Call
Skills）

CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 54：コンタク
ト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ, （210 ページ） で説明さ
れているように、これら 2 つの値を取得します。 CSQ.skillGroupID を SG.skillGroupID と結合
して、SG.skillID を取得します。 SG.skillID を Skill.skillID と結合して、スキル名のリストを取
得し、Skill.skillName に保存します。 複数のスキル名はコンマで区切られます。
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フィールド

説明

受信コール（Calls
Presented）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードの場合、該当する CCD.startDateTime の値
はレポート期間内にあります）追加の検索条件：CQD.targetType が 0（タイプ CSQ）。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、その CSQ に提供されたコールの数を確定
します。

平均キュー時間
（Average Queue
Time）

（合計キュー時間/提供コール数）で計算されます。
合計キュー時間を取得するには、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD
を結合して、レポート期間中の CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードの場合、
該当する CCD.startDateTime の値はレポート期間内にあります）追加の検索条件：CQD.targetType
が 0（タイプ CSQ）。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値の合計を計算します。

最大キュー時間（Max sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
Queue Time）
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードの場合、該当する CCD.startDateTime の値
はレポート期間内にあります）追加の検索条件：CQD.targetType が 0（タイプ CSQ）。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている最大値を確定します。
処理済コール

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数がわかります。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、CSQ により処理されたコールの数を確定し
ます。
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フィールド

説明

平均応答速度（Avg
Speed of Answer）

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数がわかります。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、ACD.ringTime に保存されている値の合計を計算して合計呼び出し時間を取得
し、CQD.queueTime に保存されている値の合計を計算して合計キュー時間を取得します。
処理コール数がゼロでない場合、平均応答速度は次のように計算されます。
合計キュー時間/処理コール数
ここで、合計キュー時間には合計呼び出し時間が含まれます。 処理コール数がゼロの場合、
このフィールドはゼロになります。

平均処理時間（Avg
Handle Time）

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数がわかります。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、ACD.talkTime、ACD.holdTime、ACD.workTime に保存されている値の合計を計
算して、すべての処理コールの合計処理時間を取得します。 コールの処理時間は、通話時間
+ 保留時間 + 作業時間として定義されます。
処理コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
合計処理時間/処理コール数
処理コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

最大処理時間（Max
Handle Time）

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数がわかります。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、次のように各コールの処理時間を計算します。
ACD.talkTime + ACD.holdTime + ACD.workTime
このフィールドには、この CSQ により処理された全コールの最大処理時間が表示されます。
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フィールド

説明

放棄コール数（Calls
Abandoned）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 1（放棄）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、CSQ から放棄されたコールの数を確定しま
す。

平均放棄時間（Avg
Time to Abandon）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 1（放棄）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値の合計を計算して、放棄コールの合計キュー
時間を取得します。
放棄コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
合計キュー時間/放棄コール数
放棄コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

最大放棄時間（Max
Time to Abandon）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 1（放棄）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている最大値を見つけます。

1 日あたりの平均放棄 レポート期間中の（放棄コール数/日数）で計算されます。
時間（Avg Abandon Per 日数は次のように計算されます。 この情報は、直近の整数に切り上げ、日数の単位で表示さ
Day）
れます。
レポート終了時刻 - レポート開始時刻
たとえば、レポート開始時刻とレポート終了時刻が同じ日の場合、日数は 1 になります。
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フィールド

説明

1 日あたりの最大放棄 sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
時間（Max Abandon
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
Per Day）
レポート期間内にあります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 1（放棄）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、そしてレポート期間中の 1 日ごとに、CQD レコードの数をカウントして、CSQ
から放棄されたコールの数を確定します。 CCD.startDateTime を使用して、コールが放棄され
る日を確定します。
CSQ ごとに、レポート期間中の特定の日に放棄されたコールの最大数を見つけます。
キュー解除コール数
（Calls Dequeued）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 3（キュー解除）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、CSQ からキュー解除されたコールの数を確
定します。

平均キュー解除時間
（Avg Time to
Dequeue）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 3（キュー解除）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値の合計を計算して、キュー時間を確定しま
す。
キュー解除コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
合計キュー時間/キュー解除コール数
キュー解除コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

最大キュー解除時間
（Max Time to
Dequeue）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 3（キュー解除）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている最大値を確定します。
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フィールド

説明

他の人によって処理さ sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
れたコール（Calls
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
Handled by Other）
レポート期間内にあります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 4（スクリプトにより処理）または 5（別の CSQ により処理）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、スクリプトまたは別の CSQ により処理さ
れたコールの数を確定します。

表 54：コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべての CSQ（All
CSQs）（デフォル
ト、フィルタパラメー
タなし）

CSQ テーブルを検索して、CSQ.dateInactive が NULL に設定されているか CSQ.dateInactive が
レポート開始時刻以降の日付/時刻に設定されている CSQ の CSQ.recordID と CSQ.profileID を
見つけます。 このアクションにより、アクティブな CSQ、およびレポート開始時刻以降に削
除される（レポート期間中もアクティブである）CSQ が確定します。

CSQ 名（CSQ Names） このパラメータに対するユーザの選択値から、CSQ 名のリストを取得します。 CSQ テーブル
を検索して、リストで見つかった値が CSQ.csqName に存在するレコードを見つけます。 該当
する CSQ.recordID と CSQ.profileID を取得します。
CSQ タイプ（CSQ
Types）

特定の CSQ タイプについてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値か
ら、次のように、CSQ.recordID と CSQ.profileID のリストを取得します。
• ユーザが Resource Group を選択する場合、CSQ テーブルで CSQ.resourcePoolType = 1（リ
ソース グループ タイプ）のレコードを検索します。
• ユーザが Skill Group を選択する場合、CSQ テーブルで CSQ.resourcePoolType = 2（スキ
ル グループ タイプ）のレコードを検索します。
• ユーザが Resource Group と Skill Group をどちらも選択する場合、CSQ テーブルを検索し
て、リストで見つかった値が CSQ.csqName に存在するレコードを見つけます。 該当す
る CSQ.recordID と CSQ.profileID を取得します。
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コンタクトサービスキューアクティビティ（CSQ 別と間隔別）レポー
ト
コンタクト サービス キュー アクティビティ（CSQ 別）レポートとコンタクト サービス キュー ア
クティビティ（間隔別）レポートには、サービス レベルに関する情報と、提供、処理、放棄、
キュー解除されたコールの数と割合が表示されます。
コンタクト サービス キュー アクティビティ（CSQ 別）レポートでは、まず CSQ でソートされ、
次に間隔でソートされた情報が表示されます。
コンタクト サービス キュー アクティビティ（間隔別）レポートでは、まず間隔でソートされ、
次に CSQ でソートされた情報が表示されます。
表 55：コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのクエリ デザイン, （211 ページ）
には、コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートに表示される情報の取得方法や計算
方法が示されています。
表 56：コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ, （214 ペー
ジ） には、コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータがデータ
を取得する方法について説明されています。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 55：コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 55：コンタク
ト サービス キュー アクティビティ レポートのクエリ デザイン, （211 ページ） で説明されて
いるように、これら 2 つの値を取得します。 CSQ 名は CSQ.csqName に保存されます。
コール スキル（Call
Skills）

CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 56：コンタク
ト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ, （214 ページ） で説明さ
れているように、これら 2 つの値を取得します。 CSQ.skillGroupID を SG.skillGroupID と結合
して、SG.skillID を取得します。 SG.skillID を Skill.skillID と結合して、Skill.skillName に保存
されている、スキル名のリストを取得します。 複数のスキル名はコンマで区切られます。

間隔開始時刻

間隔の始まりです。
エンド ユーザは、レポート期間を 30 分または 60 分間隔で分割できます。 （デフォルトの間
隔の長さはレポート期間全体です。）

間隔終了時刻（Interval 間隔の終わりです。
End Time）
エンド ユーザは、レポート期間を 30 分または 60 分間隔で分割できます。 （デフォルトの間
隔の長さはレポート期間全体です。）
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フィールド

説明

サービスレベル（秒） CSQU.serviceLevel から取得されます。
（Service Level (sec)）
SL 未満の処理コール
（Calls Hand < SL）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、qIndex で、ACD と CQD を結合します。 追加
の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、CQD.metServiceLevel が 1 です。
CQD.targetID と CQD.profileID の組み合わせで識別される CSQ ごとに、CQD レコードの数を
カウントします。

SL 未満の放棄コール
（Calls Aband < SL）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを確定します。 （該当する CCD レコードにはレポート期間中の
CCD.startDateTime があります）追加の検索条件は、CQD.disposition が 1（放棄）、
CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）です。 CQD.targetID と CQD.profileID の組み合わせで識別
される CSQ ごとに、CQD.metServiceLevel = 1 である CQD レコードの数をカウントします。

満たされたサービスレ
ベルのパーセンテー
ジ：処理済みのみ
（Percentage of Service
Level Met— Only
Handled）

サービス レベル内で処理されていなくても、処理されたコールのみが考慮されます。 放棄さ
れたコールはこの値の対象になりません。

満たされたサービスレ
ベルのパーセンテー
ジ：放棄を除く
（Percentage of Service
Level Met— Without
Abandon）

サービス レベル内で放棄されたコールの情報は含まれません。

満たされたサービスレ
ベルのパーセンテー
ジ：プラスの放棄
（Percentage of Service
Level Met— Positive
Abandon）

サービス レベル内で放棄されたコールは、サービス レベルを満たすものとして見なされま
す。

満たされたサービスレ
ベルのパーセンテー
ジ：マイナスの放棄
（Percentage of Service
Level Met— Negative
Abandon）

サービス レベル内で放棄されたコールは、サービス レベルを満たさないものとして見なされ
ます。

この値は、次のように計算されます。
（サービス レベル内で処理されたコール数/処理されたコール数）*100%

この値は、次のように計算されます。
（サービス レベル内で処理されたコールの数/（提供されたコールの数 – サービス レベル内で
放棄されたコールの数））*100%

この値は、次のように計算されます。
（（サービス レベル内で処理されたコールの数 + サービス レベル内で放棄されたコールの
数）/提供されたコールの数）*100%

この値は、次のように計算されます。
（サービス レベル内で処理されたコールの数/提供されたコールの数）*100%
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フィールド

説明

受信コール（Calls
Presented）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを確定します。 （これらのレコードの場合、該当する CCD.startDateTime はレ
ポート期間内にあります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（タイプ CSQ）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 CSQ レコー
ド ID とプロファイル ID は、CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、その CSQ に提供されたコールの数を確定
します。

処理済コール

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数が確定します。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 CSQ レコー
ド ID とプロファイル ID は、CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、CSQ により処理されたコールの数を確定し
ます。
割合は、次のように計算されます。
（処理コール数/提供コール数）*100%

放棄コール数（Calls
Abandoned）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを確定します。 （該当する CCD レコードにはレポート期間中の
CCD.startDateTime があります）追加の検索条件は、CQD.disposition が 1（放棄）、
CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）です。 CQD.targetID と CQD.profileID の組み合わせで識別
される CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントします。
割合は、次のように計算されます。
（放棄コール数/提供コール数）*100%

キュー解除コール数
（Calls Dequeued）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを確定します。 （該当する CCD レコードにはレポート期間中の
CCD.startDateTime があります）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 3（キュー解除手順によりキュー解除された）、4（ワークフロー スクリプ
トにより処理されたコールのため、この CSQ からキュー解除された）、または 5（別の CSQ
により処理されたため、この CSQ からキュー解除された）です。 CQD.targetID と CQD.profileID
の組み合わせで識別される CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントします。
割合は、次のように計算されます。
（キュー解除コール数/提供コール数）*100%
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表 56：コンタクト サービス キュー アクティビティ レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべての CSQ（All
CSQs）（デフォル
ト、フィルタなし）

すべてのエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。

間隔の長さ（Interval
Length）

レポート期間全体（デフォルト）、30 分間、60 分間のオプションがあります。

Resource テーブルで、アクティブなエージェント（Resource.active = 1）、またはレポート開
始時刻以降に削除されるエージェント（Resource.dateInactive がレポート開始時刻以降、つま
りエージェントはレポート期間中はまだアクティブ）を検索し、表示します。この方法では、
レポートにはレポート開始時刻以前に削除されるエージェントは含まれません。

CSQ 名（CSQ Name） 特定の CSQ についてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選択したものか
ら、CSQ 名のリストを取得します。 CSQ.recordID を CQD.targetID と、CSQ.profileID を
CQD.profileID と結合して、指定された CSQ の CQD records を取得します。 これらの CQD レ
コードの場合、CQD.targetType は 0（CSQ タイプ）です。 sessionID、sessionSeqNum、nodeID、
profileID で CQD と CCD を結合して、CCD テーブルに保存されているその他の情報を取得し
ます。

コンタクト サービス キュー コール分配（要約）レポート
コンタクト サービス キュー コール分配（要約）レポートには、4 つの異なる時間間隔の中で処理
およびキュー解除されたコールの数と割合が表示されます。 時間間隔の長さはユーザが設定でき
ます。
表 57：コンタクト サービス キュー コール分配（要約）レポートのクエリ デザイン, （215 ペー
ジ） では、コンタクト サービス キュー コール分配（要約）レポートに表示される情報の取得方
法や計算方法を示します。
表 58：コンタクト サービス キュー コール分配（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （219
ページ） では、コンタクト サービス キュー コール分配（要約）レポートのフィルタ パラメータ
がデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
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表 57：コンタクト サービス キュー コール分配（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 58：コンタク
ト サービス キュー コール分配（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （219 ページ） で説
明されているように、これら 2 つの値を取得します。 CSQ 名は CSQ.csqName に保存されま
す。
コール スキル（Call
Skills）

CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 58：コンタク
ト サービス キュー コール分配（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （219 ページ） で説
明されているように、これら 2 つの値を取得します。 CSQ.skillGroupID を SG.skillGroupID と
結合して、SG.skillID を取得します。 SG.skillID を Skill.skillID と結合して、スキル名のリスト
を取得し、Skill.skillName に保存します。 複数のスキル名はコンマで区切られます。

処理済コール

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数がわかります。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、CSQ により処理されたコールの数を確定し
ます。

キュー時間が 0 ～ T 秒
で処理されたコールの
合計（Total Calls
Handled With Queue
Time 0–T sec）

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数がわかります。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値が T 秒以下である CQD レコードの数をカ
ウントします。

キュー時間が 0 ～ T 秒 処理コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
で処理されたコールの
（キュー時間が 0 ～ T 秒で処理された合計コール数 / 処理コール数）* 100%
割合（Percentage Calls
処理コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
Handled With Queue
Time 0–T sec）
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フィールド

説明

キュー時間が 0 ～ 2T
秒で処理されたコール
の合計（Total Calls
Handled With Queue
Time 0–2T sec）

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数がわかります。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値が 2T 秒以下である CQD レコードの数をカ
ウントします。

キュー時間が 0 ～ 2T 処理コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
秒で処理されたコール
（キュー時間が 0 ～ 2T 秒で処理された合計コール数 / 処理コール数）* 100%
の割合（Percentage
処理コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
Calls Handled With
Queue Time 0–2T sec）
キュー時間が 0 ～ 3T
秒で処理されたコール
の合計（Total Calls
Handled With Queue
Time 0–3T sec）

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数がわかります。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値が 3T 秒以下である CQD レコードの数をカ
ウントします。

キュー時間が 0 ～ 3T 処理コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
秒で処理されたコール
（キュー時間が 0 ～ 3T 秒で処理された合計コール数 / 処理コール数）* 100%
の割合（Percentage
処理コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
Calls Handled With
Queue Time 0–3T sec）
キュー時間が 0 ～ 4T
秒で処理されたコール
の合計（Total Calls
Handled With Queue
Time 0–4T sec）

CCD.contactDisposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロよりも大きいことを条件に、
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合します。 このプロセスに
より、エージェントにより処理されたコール数がわかります。 CQD.targetType = 0（CSQ タイ
プ）、CQD.disposition = 2（処理）を条件に、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、
qIndex で ACD を CQD と結合して、CSQ 情報を取得します。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値が 4T 秒以下である CQD レコードの数をカ
ウントします。
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フィールド

説明

キュー時間が 0 ～ 4T 処理コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
秒で処理されたコール
（キュー時間が 0 ～ 4T 秒で処理された合計コール数 / 処理コール数）* 100%
の割合（Percentage
処理コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
Calls Handled With
Queue Time 0–4T sec）
放棄コール数（Calls
Abandoned）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります。）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 1（放棄）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD レコードの数をカウントして、CSQ から放棄されたコールの数を確定しま
す。

キュー時間が 0 ～ T で
放棄されたコールの合
計（Total Calls
Abandoned With Queue
Time 0–T）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります。）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 1（放棄）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値が T 秒以下である CQD レコードの数をカ
ウントします。

キュー時間が 0 ～ T で 放棄コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
放棄されたコールの割
（キュー時間が 0 ～ T 秒で放棄された合計コール数 / 放棄コール数）* 100%
合（Percentage Calls
Abandoned With Queue 放棄コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
Time 0–T）
キュー時間が 0 ～ 2T
秒で放棄されたコール
の合計（Total Calls
Abandoned With Queue
Time 0–2T sec）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります。）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 1（放棄）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値が 2T 秒以下である CQD レコードの数をカ
ウントします。
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フィールド

説明

キュー時間が 0 ～ 2T 放棄コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
秒で放棄されたコール
（キュー時間が 0 ～ 2T 秒で放棄された合計コール数 / 放棄コール数）* 100%
の割合（Percentage
Calls Abandoned With 放棄コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
Queue Time 0–2T sec）
キュー時間が 0 ～ 3T
秒で放棄されたコール
の合計（Total Calls
Abandoned With Queue
Time 0–3T sec）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります。）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 1（放棄）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値が 3T 秒以下である CQD レコードの数をカ
ウントします。

キュー時間が 0 ～ 3T 放棄コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
秒で放棄されたコール
（キュー時間が 0 ～ 3T 秒で放棄された合計コール数 / 放棄コール数）* 100%
の割合（Percentage
Calls Abandoned With 放棄コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
Queue Time 0–3T sec）
キュー時間が 0 ～ 4T
秒で放棄されたコール
の合計（Total Calls
Abandoned With Queue
Time 0–4T sec）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （これらのレコードには、該当する CCD.startDateTime の値が
レポート期間内にあります。）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、
CQD.disposition が 1（放棄）です。
CSQ レコード ID とプロファイル ID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 これらの値
は CQD.targetID と CQD.profileID にそれぞれ保存されます。
CSQ ごとに、CQD.queueTime に保存されている値が 4T 秒以下である CQD レコードの数をカ
ウントします。

キュー時間が 0 ～ 4T 放棄コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
秒で放棄されたコール
（キュー時間が 0 ～ 4T 秒で放棄された合計コール数 / 放棄コール数）* 100%
の割合（Percentage
Calls Abandoned With 放棄コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
Queue Time 0–4T sec）
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表 58：コンタクト サービス キュー コール分配（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべての CSQ（All
CSQs）（デフォル
ト、フィルタパラメー
タなし）

CSQ テーブルを検索して、CSQ.dateInactive が NULL に設定されているか CSQ.dateInactive が
レポート開始時刻以降の日付/時刻に設定されている CSQ の CSQ.recordID と CSQ.profileID を
見つけます。 このアクションにより、アクティブな CSQ、およびレポート開始時刻以降に削
除される（レポート期間中もアクティブである）CSQ が確定します。

CSQ 名（CSQ Names） このパラメータに対するユーザの選択値から、CSQ 名のリストを取得します。 CSQ テーブル
を検索して、リストで見つかった値が CSQ.csqName に存在するレコードを見つけます。 該当
する CSQ.recordID と CSQ.profileID を取得します。
時間間隔（秒）T
（Time Interval (sec)
T）

このパラメータに対してユーザが入力したものから取得します。 時間間隔の長さを秒数で示
します。

コンタクト サービス キュー優先度（要約）レポート
コンタクト サービスキュー優先度（要約）レポートには、選択した各 CSQ に提供されたコールの
総数が表示されます。 また、優先度ごとのコールの総数と、各 CSQ に提供された 1 日あたりの平
均コール数も優先度ごとに表示されます。
表 59：コンタクト サービス キュー優先度（要約）レポートのクエリ デザイン, （219 ページ） で
は、コンタクト サービスキュー優先度（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法
を示します。
表 60：コンタクト サービス キュー優先度（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （220 ペー
ジ） では、コンタクト サービスキュー優先度（要約）レポートのフィルタ パラメータがデータ
を取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 59：コンタクト サービス キュー優先度（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 60：コンタク
ト サービス キュー優先度（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （220 ページ） で説明さ
れているように、これら 2 つの値を取得します。 CSQ 名は CSQ.csqName に保存されます。
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フィールド

説明

コール スキル（Call
Skills）

CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 60：コンタク
ト サービス キュー優先度（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （220 ページ） で説明さ
れているように、これら 2 つの値を取得します。 CSQ.skillGroupID を SG.skillGroupID と結合
して、SG.skillID を取得します。 SG.skillID を Skill.skillID と結合して、Skill.skillName に保存
されている、スキル名のリストを取得します。 複数のスキル名はコンマで区切られます。

提供コールの総数
（Total Calls
Presented）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （該当する CCD レコードにはレポート期間中の
CCD.startDateTime があります。） 追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）で
す。 CQD.targetID と CQD.profileID の組み合わせで一意に識別される CSQ ごとに、CQD レ
コードの数をカウントして、各 CSQ に提供されたコールの数を確定します。

優先度ごとの合計コー
ル数（優先度 1 ～ 10）
（Total Number of Calls
by Priority (Priority 1
through Priority 10)）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （該当する CCD レコードにはレポート期間中の
CCD.startDateTime があります。）sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID、qIndex で
CQD と CRD を結合します。 追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）です。

優先度ごとの平均コー
ル数（優先度 1 ～ 10）
（Average Number of
Calls by Priority (Priority
1 through Priority 10)）

レポート期間内の日数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。

（CQD.targetID と CQD.profileID で識別される）CSQ および（CRD.finalPriority で識別される）
コール優先度ごとに、CQD レコードの数をカウントして、各 CSQ に各コール優先度で提供さ
れたコールの数を確定します。

（コール優先度ごとの提供コールの総数 / レポート期間内の日数）* 100%
レポート期間内の日数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
レポート期間内の日数は、この CSQ から放棄されたすべてのコールの CQD.queueTime に保存
されている最大値です。

表 60：コンタクト サービス キュー優先度（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべての CSQ（All
CSQs）（デフォル
ト、フィルタパラメー
タなし）

CSQ テーブルを検索して、CSQ.dateInactive が NULL に設定されているか CSQ.dateInactive が
レポート開始時刻以降の日付/時刻に設定されている CSQ の CSQ.recordID と CSQ.profileID を
見つけます。 このアクションにより、アクティブな CSQ、およびレポート開始時刻以降に削
除される（レポート期間中もアクティブである）CSQ が確定します。

CSQ 名（CSQ Name） このパラメータに対するユーザの選択値から、CSQ 名のリストを取得します。 CSQ テーブル
を検索して、リストで見つかった値が CSQ.csqName に存在するレコードを見つけます。 該当
する CSQ.recordID と CSQ.profileID を取得します。
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コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポート
コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポートには、サービス レベル内で
処理されたコールの総数と割合、およびサービス レベル内で処理されたコール優先度ごとのコー
ルの数と割合に関する情報が表示されます。
表 61：コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポートのクエリ デザイン,
（221 ページ） では、コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポートに表
示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 62：コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポートのフィルタ パラメー
タ, （222 ページ） では、コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポートの
フィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 61：コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

CSQ 名（コール スキ CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 62：コンタク
ル）（CSQ Name (Call ト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （222
Skills)）
ページ） で説明されているように、これら 2 つの値を取得します。 CSQ 名は CSQ.csqName
に保存されます。
サービスレベル（秒） CSQ.serviceLevel から取得されます。
（Service Level (sec)）
受信コール（Calls
Presented）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と CQD を結合して、レポート期間中の
CQD レコードを見つけます。 （該当する CCD レコードにはレポート期間中の
CCD.startDateTime があります。）追加の検索条件は、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）で
す。
CQD.targetID と CQD.profileID の組み合わせで一意に識別される CSQ ごとに、CQD レコード
の数をカウントして、各 CSQ に提供されたコールの数を確定します。

満たされたサービスレ sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、CCD、CQD、ACD を結合します。 qIndex
ベルの総数（Total
で CQD と ACD も結合します。 追加の検索条件は、CCD.contactDisposition が 2（処理）、
Service Level Met）
CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、CQD.disposition が 2（処理）、ACD.talkTime がゼロ以
上です。
CQD.targetID と CQD.profileID の組み合わせで識別される CSQ ごとに、CQD.metServiceLevel
が 1 である CQD レコードの数をカウントします。 これは、指定されたサービス レベルを満
たす各 CSQ により処理されたコール数です。
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フィールド

説明

SL が満たした %
（Percent SL Met）

提供コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
（満たされたサービス レベルの総数 / 提供コール数）* 100%
提供コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

コール優先度ごとの
サービスレベルを満た
すコールの数（優先度
1 ～ 10）（Number of
Calls that Met Service
Level for Each Call
Priority (Priority 1
through Priority 10)）

sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、CCD、CQD、ACD を結合します。 qIndex
で CQD と ACD も結合します。 sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID、qIndex で、
CRD も結合します。 コール優先度は CRD.finalPriority に保存されます。 追加の検索条件は、
CCD.contactDisposition が 2（処理）、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、CQD.disposition が
2（処理）、ACD.talkTime が 0 以上です。

コール優先度ごとの
サービスレベルを満た
すコールの割合（優先
度 1 ～ 10）
（Percentage of Calls
that Met Service Level
for Each Call Priority
(Priority 1 through
Priority 10)）

コール優先度ごとの提供コールの総数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算
されます。

（CQD.targetID と CQD.profileID で識別される）CSQ および（CRD.finalPriority で識別される）
コール優先度ごとに、CQD.metServiceLevel の値が 1 である CQD レコードの数をカウントし
ます。 この合計は、指定されたサービス レベルを満たすコール優先度ごとに、各 CSQ によ
り処理されたコール数です。

（コール優先度ごとの SL を満たすコール数 / コール優先度ごとの提供コールの総数）* 100%
コール優先度ごとの提供コールの総数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。
コール優先度ごとの提供コールの総数は、次のように計算されます。
（CQD.targetID と CQD.profileID で識別される）CSQ および（CRD.finalPriority で識別される）
コール優先度ごとに、CQD レコードの数をカウントします。 この合計は、指定されたサービ
ス レベルを満たすコール優先度ごとに、各 CSQ により処理されたコール数です。

表 62：コンタクト サービス キュー サービス レベル優先度（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべての CSQ（All
CSQs）（デフォル
ト、フィルタパラメー
タなし）

CSQ テーブルを検索して、CSQ.dateInactive が NULL に設定されているか CSQ.dateInactive が
レポート開始時刻以降の日付/時刻に設定されている CSQ の CSQ.recordID と CSQ.profileID を
見つけます。 このアクションにより、アクティブな CSQ、およびレポート開始時刻以降に削
除される（レポート期間中もアクティブである）CSQ が確定します。

CSQ 名（CSQ Names） このパラメータに対するユーザの選択値から、CSQ 名のリストを取得します。 CSQ テーブル
を検索して、リストで見つかった値が CSQ.csqName に存在するレコードを見つけます。 該当
する CSQ.recordID と CSQ.profileID を取得します。
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CSQ エージェント（要約）レポート
エージェントは、複数の CSQ のコールを処理できます。 CSQ エージェント（要約）レポートに
は、エージェントごとに、各 CSQ で処理されたコールに関する情報が表示されます。
表 63：CSQ エージェント（要約）レポートのクエリ デザイン, （223 ページ） では、CSQ エー
ジェント（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 64：CSQ エージェント（要約）レポートのクエリ デザインのフィルタ パラメータ, （225 ペー
ジ） では、CSQ エージェント（要約）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法に
ついて説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 63：CSQ エージェント（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

CSQ 名（CSQ Name） CSQ.recordID と CSQ.profileID の組み合わせで、CSQ を一意に識別します。 表 64：CSQ エー
ジェント（要約）レポートのクエリ デザインのフィルタ パラメータ, （225 ページ） で説明
されているように、これら 2 つの値を取得します。 CSQ 名は CSQ.csqName に保存されます。
エージェント名
（Agent Name）

コール レコード テーブル（ACD および ASD）は、リソース ID とプロファイル ID によりエー
ジェントを参照します。 Resource.resourceID と Resource.profileID を条件に、Resource テーブ
ルで、Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を検索します。 これら 2 つのフィー
ルドでエージェントを一意に識別します。 エージェント名は Resource.resourceName に保存さ
れます。
（注）

内線（Extension）

注：resourceName/resourceLoginID の 1 つの組み合わせに、resourceID/profileID の組
み合わせが複数ある場合があります。これは、エージェントがある特定の属性（内
線やリソース グループなど）を変更している場合、リソース ID が作成され、古い
ものは非アクティブに設定されるためです。

Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を条件に、Resource テーブルで、該当する
Resource.extension を検索します。
エージェントの内線が変更されている場合、エージェントに割り当てられている最新の内線
を表示します。
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フィールド

説明

処理済コール

処理コールには、CCD レコード、コールのルーティング先である CSQ の CQD レコード、
コールを処理するエージェントの ACD レコードがあります。 ACD での通話時間はゼロより
も大きい値です。
sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で CCD と CQD を結合して、コールのルーティ
ング先である CSQ の CQD レコードを見つけます。 sessionID、sessionSeqNum、nodeID、
profileID、qIndex で CQD と ACD を結合して、コールを処理するエージェントを見つけます。
CQD.disposition が 2（処理）、CQD.targetType が 0（CSQ タイプ）、ACD.talkTime がゼロよ
りも大きい値であることが追加の検索条件です。
CSQ を一意に識別するために、CSQ レコード ID とプロファイル ID は CQD.targetID と
CQD.profileID に保存されます。
エージェントを一意に識別するには、次のように、リソース ID とリソース ログイン ID を取
得します。ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を Resource.profileID と結
合して、Resource.resourceName と Resource.resourceLoginID を見つけます。
CSQ とエージェントの組み合わせごとに（CSQ は CSQ.recordID/CSQ.profileID で、エージェ
ントは Resource.resourceName/Resource.resourceLoginID で識別される）、ACD レコードの数を
カウントして、指定された CSQ とエージェントの組み合わせにより処理されたコール数を確
定します。

平均通話時間（Talk
Time Avg）

処理コール数がゼロでない場合、このフィールドは（合計通話時間 / 処理コール数）で計算さ
れます。
処理コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

合計通話時間（Talk
Time Total）

処理コール数と同じように計算されますが、ACD レコードの数をカウントする代わりに、
ACD.talkTime に保存されている値の合計を計算します。

平均作業時間（Work
Time Avg）

処理コール数がゼロでない場合、このフィールドは（合計作業時間 / 処理コール数）で計算さ
れます。
処理コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

合計作業時間（Work
Time Total）

処理コール数と同じように計算されますが、ACD レコードの数をカウントする代わりに、
ACD.workTime に保存されている値の合計を計算します。

合計呼び出し時間
（Total Ring Time）

処理コール数と同じように計算されますが、ACD レコードの数をカウントする代わりに、
ACD.ringTime に保存されている値の合計を計算します。

保留コール（Calls On 処理コール数と同じように計算されます。 ACD.holdTime がゼロよりも大きい値であることが
Hold）
追加の検索条件です。
CSQ とエージェントの組み合わせごとに、ACD レコードの数をカウントします。 結果は、指
定された CSQ とエージェントの組み合わせにより保留となったコール数です。
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フィールド

説明

平均保留時間（Hold
Time Avg）

保留コール数がゼロでない場合、このフィールドは（合計保留時間 / 保留コール数）で計算さ
れます。
保留コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

合計保留時間（Hold
Time Total）

保留コール数と同じように計算されますが、ACD レコードの数をカウントする代わりに、
ACD.holdTime に保存されている値に加算します。

無応答（RNA）

保留コール数と同じように計算されますが、ACD.talkTime がゼロ、ACD.ringTime がゼロより
も大きい値であることが追加の検索条件になります。
CSQ とエージェントの組み合わせごとに、ACD レコードの数をカウントします。 この結果
は、Ring No Answer（RNA）となるコール数です。

表 64：CSQ エージェント（要約）レポートのクエリ デザインのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

すべての CSQ（All
CSQs）（デフォル
ト、フィルタパラメー
タなし）

CSQ テーブルを検索して、CSQ.dateInactive が NULL に設定されているか CSQ.dateInactive が
レポート開始時刻以降の日付/時刻に設定されている CSQ の CSQ.recordID と CSQ.profileID を
見つけます。 このアクションにより、アクティブな CSQ、およびレポート開始時刻以降に削
除される（レポート期間中もアクティブである）CSQ が確定します。

CSQ 名（CSQ Names） このパラメータに対するユーザの選択値から、CSQ 名のリストを取得します。 CSQ テーブル
を検索して、リストで見つかった値が CSQ.csqName に存在するレコードを見つけます。 該当
する CSQ.recordID と CSQ.profileID を取得します。

コール（コール CCDR 別、詳細）レポート
コール（コール CCDR 別、詳細）レポートには、CCD テーブルに含まれているほとんどの情報が
表示されます。 このレポートには、CRD テーブルと ACD テーブルの情報も表示されます。 レ
ポートでは、コール レッグごとに 1 つの行を使用します（コール転送またはリダイレクトが新し
いコール レッグを開始します）。
表 65：コール（コール CCDR 別、詳細）レポートのクエリ デザイン, （226 ページ） では、コー
ル（コール CCDR 別、詳細）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 66：コール（コール CCDR 別、詳細）レポートのフィルタ パラメータ, （227 ページ） では、
コール（コール CCDR 別、詳細）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法につい
て説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
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表 65：コール（コール CCDR 別、詳細）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

ノード ID（Node ID） CCD.nodeID から取得されます。
セッション ID
（Session ID）

CCD.sessionID から取得されます。

シーケンス No.
（Sequence No.）

CCD.sessionSeqNum から取得されます。

開始時刻（Start Time） CCD.startDateTime から取得されます。
終了時間（End Time） CCD.endDateTime から取得されます。
コンタクト T（Contact CCD.contactType から取得されます。
T）
コンタクト D（Contact CCD.contactDisposition から取得されます。
D）
発信元 T（Originator
T）

CCD.originatorType から取得されます。

発信元 ID（Originator
ID）

CCD.originatorID から取得されます。
発信元タイプが 1（エージェント）の場合、CCD.originatorID は リソース ID です。
CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceLoginID に保存されているエージェント ログイン ID を取得します。

発信元 DN（Originator CCD.originatorType がデバイス（2）または不明（3）の場合、CCD.originatorDN から取得され
DN）
ます。
（DN = directory
CCD.originatorType がエージェント（1）の場合、CCD.originatorID を Resource.resourceID と、
number（ディレクトリ CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、Resource.extension を取得します。
番号））
着信先 T（Destination
T）

CCD.destinationType から取得されます。

着信先 ID（Destination CCD.destinationID から取得されます。
ID）
着信先タイプが 1（エージェント）の場合、CCD.destinationID は リソース ID です。
CCD.destinationID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceLoginID に保存されているエージェント ログイン ID を表示します。
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フィールド

説明

着信先 DN
（Destination DN）

CCD.destinationType がデバイス（2）または不明（3）の場合、CCD.destinationDN から取得さ
れます。
CCD.destinationType がエージェント（1）の場合、CCD.destinationID を Resource.resourceID
と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、Resource.extension を取得します。

着信番号（Called
Number）

CCD.calledNumber から取得されます。

元の着信番号
CCD.origCalledNumber から取得されます。
（Original Called No.）
アプリケーション名
（Application Name）

CCD.applicationName から取得されます。

キュー時間（Queue
Time）

sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で CCD と CRD を結合して、CRD.queueTime に
保存されている値を取得します。
IVR コールの場合は空欄です。

通話時間（Talk Time） ACD コールの場合、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合し
て、ACD.talkTime の値を取得します。
IVR コールの場合、ACD レコードはありません。 IVR 処理コール（CCD.contactDisposition の
設定が 2）の通話時間は、（CCD.endDateTime – CCD.startDateTime）で計算されます。 IVR 放
棄コール（CCD.contactDisposition の設定が 1）の場合、通話時間はゼロになります。
保留時間（Hold
Time）

ACD コールの場合、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合し
て、ACD.holdTime の値を取得します。
IVR コールの場合は空欄です。

作業時間（Work
Time）

ACD コールの場合、sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と ACD を結合し
て、ACD.workTime の値を取得します。
IVR コールの場合は空欄です。sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で CCD と CRD
を結合して、CRD.queueTime に保存されている値を取得します。

表 66：コール（コール CCDR 別、詳細）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

元の着信番号
（Original Called
Number）

特定の元の着信番号についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値か
ら、元の着信番号のリストを取得します。 CCD.origCalledNumber に保存されている値が、選
択されたリストに存在する各 CCD レコードを見つけます。
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フィルタ パラメータ

説明

着信番号（Called
Number）

特定の着信番号についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値から、
着信番号のリストを取得します。 CCD.calledNumber に保存されている値が、選択されたリス
トに存在する各 CCD レコードを見つけます。

発信者番号（Calling
Number）

特定の発信者番号についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値から、
発信者番号のリストを取得します。 CCD.originatorDN に保存されている値が、選択されたリ
ストに存在する各 CCD レコードを見つけます。

アプリケーション名
（Application Name）

特定のアプリケーション名についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選
択値から、アプリケーション名のリストを取得します。 CCD.applicationName に保存されてい
る値が、選択されたリストに存在する各 CCD レコードを見つけます。

コンタクト タイプ
（Contact Type）

特定のコンタクト タイプについてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択
値から、コンタクト タイプ名のリストを取得します。 数値 ID とコンタクト タイプ名の間の
マッピングは次のとおりです。
1：着信
2：発信
3：内部
4：リダイレクト受信
5：転送受信
6：送信プレビュー
CCD.contactType に保存されている値が、選択されたリストに存在する各 CCD レコードを見
つけます。

発信元タイプ
（Originator Type）

特定の発信元タイプについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選択した
ものから、発信元タイプのリストを取得します。 数値 ID と発信元タイプ名の間のマッピング
は次のとおりです。
1：エージェント
2：デバイス
3：不明
CCD.originatorType に保存されている値が、選択されたリストに存在する各 CCD レコードを
見つけます。
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フィルタ パラメータ

説明

接続先タイプ
（Destination Type）

特定の着信先タイプについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選択した
ものから、着信先タイプのリストを取得します。 数値 ID と着信先タイプ名の間のマッピング
は次のとおりです。
1：エージェント
2：デバイス
3：不明
CCD.destinationType に保存されている値が、選択されたリストに存在する各 CCD レコードを
見つけます。

T 秒以上の時間
時間が T 秒以上のコールについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが入力
（Duration Greater Than したものから、T の値を取得します。 コール時間は秒数であり、CCD.endDateTime から
or Equal to T seconds） CCD.startDateTime を引くことで計算されます。 コール時間が T 秒以上の CCD レコードを見
つけます。
T 秒以下の時間
時間が T 秒以下のコールについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが入力
（Duration Less Than or したものから、T の値を取得します。 コール時間は秒数であり、CCD.endDateTime から
Equal to T seconds）
CCD.startDateTime を引くことで計算されます。 コール時間が T 秒以下の CCD レコードを見
つけます。

コール CSQ エージェント（詳細）レポート
コール CSQ エージェント（詳細）レポートには、コールのルーティング先の CSQ と、コールを
処理したエージェントに関する詳細なコール情報が表示されます。
表 67：コール CSQ エージェント（詳細）レポートのクエリ デザイン, （229 ページ） では、コー
ル CSQ エージェント（詳細）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 68：コール CSQ エージェント（詳細）レポートのフィルタ パラメータ, （231 ページ） では、
コール CSQ エージェント（詳細）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法につい
て説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 67：コール CSQ エージェント（詳細）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

ノード ID（Node ID） CCD.nodeID から取得されます。
セッション ID
（Session ID）

CCD.sessionID から取得されます。
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フィールド

説明

シーケンス No.
（Sequence No.）

CCD.sessionSeqNum から取得されます。

コール開始時刻（Call CCD.startDateTime から取得されます。
Start Time）
コール終了時刻（Call CCD.endDateTime から取得されます。
End Time）
コンタクト処理
（Contact Disp）

CCD.contactDisposition から取得されます。

発信元 DN（発信番
号）（Originator DN
(Calling Number)）

発信元ディレクトリ番号。 この番号は発信番号と同じです。 発信元タイプはエージェント、
デバイス、不明のいずれかです。
• 発信元タイプがエージェントの場合、このフィールドはエージェントの Unified CCX 内
線を示します。 コールが非 IPCC 内線宛の場合、非 IPCC 内線が表示されます。 コール
が非 IPCC 内線から発信される場合、非 IPCC 内線が表示されます。
• 発信元タイプがデバイスの場合、このフィールドは CTI ポート番号を示します。
• 発信元タイプが不明の場合（ゲートウェイ経由かモニタ対象外デバイス）、このフィー
ルドは発信者の電話番号を示します。

着信先 DN
（Destination DN）

着信先ディレクトリ番号。 着信元タイプはエージェント、デバイス、不明のいずれかです。
• 着信先タイプがエージェントの場合、このフィールドはエージェントの Unified CCX 内
線を示します。
• 着信先タイプがデバイスの場合、このフィールドは CTI ポート番号を示します。
• 着信先タイプが不明な場合（ゲートウェイ経由かモニタ対象外デバイス）、このフィー
ルドは発信先の電話番号を示します。

着信番号（Called
Number）

CCD.calledNumber から取得されます。

アプリケーション 名
（App. Name）

CCD.applicationName から取得されます。

CSQ 名（CSQ Names） sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、CCD と CQD を結合します。 targetType = 0
（CSQ タイプ）である CQD レコードを見つけます。 CSQ 情報は CQD.targetID と CQD.profileID
に保存されます。 CQD.targetID を CSQ.recordID と、CQD.profileID を CSQ.profileID と結合し
ます。 CSQ 名は CSQ.csqName に保存されます。 複数の CSQ 名はコンマで区切られます。
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フィールド

説明

キュー時間（Queue
Time）

sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で、CCD と CQD を結合します。 キュー時間は
CQD.queueTime に保存されます。

エージェント名
（Agent Name）

sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で CCD と ACD を結合して、ACD.resourceID と
ACD.profileID を取得します。 ACD.resourceID を Resource.resourceID と、ACD.profileID を
Resource.profileID と結合して、Resource.resourceName に保存されているエージェント名を取
得します。

呼び出し時間（Ring
Time）

nodeID、sessionID、sessionSeqNum、profileID で、CCD と ACD を結合します。 値は
ACD.ringTime に保存されます。

通話時間（Talk Time） ACD コールの場合、nodeID、sessionID、sessionSeqNum、profileID で、CCD と ACD を結合し
ます。 値は ACD.talkTime に保存されます。
IVR コールの場合、コールの ACD レコードはありません。 コールが処理される場合
（CCD.contactDisposition = 2）、このフィールドは（コール終了時刻 – コール開始時刻）で計
算され、その結果は hh:mm:ss で表示されます。 処理されない場合、このフィールドはゼロを
表示します。
作業時間（Work
Time）

nodeID、sessionID、sessionSeqNum、profileID で、CCD と ACD を結合します。 値は
ACD.workTime に保存されます。

表 68：コール CSQ エージェント（詳細）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

着信番号（Called
Number）

特定の着信番号についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値から、
着信番号のリストを取得します。 CCD.calledNumber に保存されている値が、選択されたリス
トに存在する CCD レコードを見つけます。

発信者番号（Calling
Number）

特定の発信者番号についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択値から、
発信者番号のリストを取得します。 CCD.originatorDN に保存されている値が、選択されたリ
ストに存在する CCD レコードを見つけます。

アプリケーション名
（Application Name）

特定のアプリケーション名についてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選
択値から、アプリケーション名のリストを取得します。 CCD.applicationName に保存されてい
る値が、選択されたリストに存在する CCD レコードを見つけます。
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フィルタ パラメータ

説明

コンタクト タイプ
（Contact Type）

特定のコンタクト タイプについてレポートするには、このパラメータに対するユーザの選択
値から、コンタクト タイプ名のリストを取得します。 数値 ID とコンタクト タイプ名の間の
マッピングは次のとおりです。
1：着信
2：発信
3：内部
4：リダイレクト受信
5：転送受信
6：送信プレビュー
CCD.contactType に保存されている値が、選択されたリストに存在する CCD レコードを見つ
けます。

発信元タイプ
（Originator Type）

特定の発信元タイプについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選択した
ものから、発信元タイプのリストを取得します。 数値 ID と発信元タイプ名の間のマッピング
は次のとおりです。
1：エージェント
2：デバイス
3：不明
CCD.originatorType に保存されている値が、選択されたリストに存在する CCD レコードを見
つけます。

接続先タイプ
（Destination Type）

特定の着信先タイプについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選択した
ものから、着信先タイプのリストを取得します。 数値 ID と着信先タイプ名の間のマッピング
は次のとおりです。
1：エージェント
2：デバイス
3：不明
CCD.destinationType に保存されている値が、選択されたリストに存在する CCD レコードを見
つけます。

エージェント名
（Agent Name）

特定のエージェントについてレポートするには、resourceName の値がこのパラメータに対し
てユーザが入力したものと一致する Resource レコードを見つけます。 Resource.resourceID を
ACD.resourceID と、Resource.profileID を ACD.profileID と結合して、指定されたエージェント
に該当する ACD レコードを取得します。 sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で
ACD と CCD を結合して、CCD テーブルに保存されているその他の情報を取得します。
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フィルタ パラメータ

説明

CSQ 名（CSQ Name） 特定の CSQ についてレポートするには、csqName の値がこのパラメータに対してユーザが入
力したものと一致する CSQ レコードを見つけます。 CSQ.recordID を CQD.targetID と、
CSQ.profileID を CQD.profileID と結合して、指定された CSQ の CQD records を取得します。
これらの CQD レコードの場合、CQD.targetType は 0（CSQ タイプ）です。 sessionID、
sessionSeqNum、nodeID、profileID で CQD と CCD を結合して、CCD テーブルに保存されてい
るその他の情報を取得します。
T 秒以上の時間
時間が T 秒以上のコールについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが入力
（Duration Greater Than したものから、T の値を取得します。 コール時間は秒数であり、CCD.endDateTime から
or Equal to T seconds） CCD.startDateTime を引くことで計算されます。 コール時間が T 秒以上の CCD レコードを見
つけます。
T 秒以下の時間
時間が T 秒以下のコールについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが入力
（Duration Less Than or したものから、T の値を取得します。 コール時間は秒数であり、CCD.endDateTime から
Equal to T seconds）
CCD.startDateTime を引くことで計算されます。 コール時間が T 秒以下の CCD レコードを見
つけます。

優先度のアクティビティ（要約）レポート
優先度のアクティビティ（要約）レポートでは、コール優先度ごとに 1 つの行を使用します。
表 69：優先度のアクティビティ（要約）レポートのクエリ デザイン, （233 ページ） では、優先
度のアクティビティ（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 70：優先度のアクティビティ（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （235 ページ） では、
優先度のアクティビティ（要約）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法につい
て説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 69：優先度のアクティビティ（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

コールの優先度

CRD.finalPriority から取得されます。 これは 1 ～ 10 の値です。

コールの総数（Total
Calls）

sessionID、sessionSeqNum、nodeID、profileID で CCD と CRD を結合して、レポート期間中の
CRD レコードを見つけます。 （該当する CCD レコードにはレポート期間中の startDateTime
があります。）CRD.finalPriority で識別されるコール優先度ごとに、CRD レコードの数をカウ
ントします。
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フィールド

説明

平均コール（Avg
Calls）

レポート期間の合計コールの数を日数で割った値です。
日数は次のように計算されます。 この情報は、直近の整数に切り上げ、日数の単位で表示さ
れます。
レポート終了時刻 - レポート開始時刻
たとえば、レポート開始時刻とレポート終了時刻が同じ日の場合、日数は 1 になります。

元の優先度と最終的な 元のコール優先度は CRD.origPriority に、最終的なコール優先度は CRD.finalPriority に保存さ
優先度が異なるコール れます。 レポート期間中で CRD.finalPriority が CRD.origPriority と異なる CRD レコードの数
の総数（1 日あたり） をカウントします。
（Total Number of Calls
(Per Day) with Different
Original and Final
Priorities）
元の優先度と最終的な
優先度が異なるコール
の平均数（1 日あた
り）（Average Number
of Calls (Per Day) with
Different Original and
Final Priorities）

元のコール優先度と最終的なコール優先度が異なるコールの総数を、レポート期間中の日数
で割ります。

すべてのコールの中で
元の優先度と最終的な
優先度の間の最大の差
（Maximum Difference
Between Original and
Final Priorities
Experienced by All
Calls）

元のコール優先度は CRD.origPriority に、最終的なコール優先度は CRD.finalPriority に保存さ
れます。 コールが 1 つだけの場合、元の優先度と最終的な優先度の差は、（CRD.finalPriority
– CRD.origPriority）の絶対値で計算されます。

すべてのコールの中で
元の優先度と最終的な
優先度の間の差の平均
（コールあたり）
（Average Difference
(Per Call) Between
Original and Final
Priorities Experienced by
All Calls）

元のコール優先度は CRD.origPriority に、最終的なコール優先度は CRD.finalPriority に保存さ
れます。 コールが 1 つだけの場合、元の優先度と最終的な優先度の差は、（CRD.finalPriority
– CRD.origPriority）の絶対値で計算されます。

日数は次のように計算されます。 この情報は、直近の整数に切り上げ、日数の単位で表示さ
れます。
レポート終了時刻 - レポート開始時刻
たとえば、レポート開始時刻とレポート終了時刻が同じ日の場合、日数は 1 になります。

このフィールドは、レポート期間での全コールの最大数を表示します。

このフィールドは、レポート期間での全コールの差の合計（絶対値）を、コールの数で割る
ことで計算されます。
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表 70：優先度のアクティビティ（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

コールの優先度レベル 特定のコール優先度についてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選択した
（Call Priority Levels） ものから、コール優先度のリストを取得します。 CRD テーブルでクエリを実行して、選択し
たコール優先度のみを含めます。

トラフィック分析レポート
トラフィック分析レポートには、Unified CCX システムへの着信コールに関する情報が表示されま
す。
表 71：トラフィック分析レポートのクエリ デザイン, （235 ページ） では、トラフィック分析レ
ポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
選択したレポート開始日とレポート終了日がデータベースで使用可能な日付範囲を超える場合、
レポート開始日とレポート終了日はデータベースで使用できる日付範囲に合うように自動的に調
整されます。 たとえば、開始日 x から終了日 y までデータがデータベースで使用できる場合、選
択した開始日が x 以前であり、選択した終了日が y 以降であるならば、レポート開始日とレポー
ト終了日は x と y にそれぞれ自動的に調整されます。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 71：トラフィック分析レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

日付（Date）

レポート期間での各日の日付。

合計着信コール（Total 日ごとに、sessionID が一意であり、コンタクト タイプ フィールドに 1（着信コール）の値が
Incoming Calls）
設定されている CCD レコードの数をカウントします。
平均コール（時間ご
と）（Avg Calls (per
hour)）

合計着信コールの数を 1 日の時間数で割ることで計算されます。
レポート期間の初日または最終日は、ユーザが選択する開始時刻と終了時刻により、時間数
が 24 時間にならない場合があります。 レポート期間内のその他の日の時間数は 24 時間です。

ピークコール（時間ご それぞれの日を 1 時間間隔で割ります。 各間隔内での着信コールの数は、その間隔で sessionIDs
と）（Peak Calls (per が一意である CCD レコードの数をカウントすることで確定します。 ピーク時間は、着信コー
hour)）
ルが最大数である間隔になります。 このフィールドは、ピーク時間でのコールの数を表示し
ます。
ピーク時間開始（Peak それぞれの日を 1 時間間隔で割ります。 各間隔内での着信コールの数は、その間隔で sessionIDs
Hour Start）
が一意である CCD レコードの数をカウントすることで確定します。 ピーク時間は、着信コー
ルが最大数である間隔になります。このフィールドは、ピーク時間の開始時刻を表示します。
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フィールド

説明

ピーク時間終了（Peak それぞれの日を 1 時間間隔で割ります。 各間隔内での着信コールの数は、その間隔で sessionIDs
Hour End）
が一意である CCD レコードの数をカウントすることで確定します。 ピーク時間は、着信コー
ルが最大数である間隔になります。このフィールドは、ピーク時間の終了時刻を表示します。
平均コール時間（Call コールには複数のコール レッグがある場合があります。 コールのコール時間は、すべての
Duration Avg）
コール レッグの CCD.connectTime の合計で計算されます。
1 日の平均コール時間は、その日の全着信コールのコール時間の合計を、その日の着信コール
の数で割ることで計算されます。
最小コール時間（Call コールには複数のコール レッグがある場合があります。 コールのコール時間は、すべての
Duration Min）
コール レッグの CCD.connectTime の合計で計算されます。
1 日の最小コール時間は、その日のすべての着信コールで最も短いコール時間のことです。
最大コール時間（Call コールには複数のコール レッグがある場合があります。 コールのコール時間は、すべての
Duration Max）
コール レッグの CCD.connectTime の合計で計算されます。
1 日の最大コール時間は、その日のすべての着信コールで最も長いコール時間のことです。

アウトバウンド レポート
エージェントのアウトバウンド キャンペーン（要約）レポート
エージェント アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートには、エージェント ベースの、プ
ログレッシブ アウトバウンド キャンペーンとプレディクティブ アウトバウンド キャンペーンに
関するコールの統計情報が表示されます。
表 72：エージェント アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートのクエリ デザイン, （237
ページ） では、エージェント アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートに表示される情報
の取得方法や計算方法を示します。
表 73：エージェント アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （
238 ページ） では、エージェント アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートのフィルタ パラ
メータがデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
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表 72：エージェント アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

キャンペーン
（Campaign）

発信コールごとに、campaignID が CCDR に記録されます。 キャンペーン名は、campaignID
を指定することで、Campaign テーブルから取得されます。 campaignName と campaignID の間
は 1 対 1 のマッピングです。

コンタクト：総計
（Contacts - Total）

指定された campaignID に対して、一意の dialingListID があり、指定された campaignID が存在
する DialingList レコードの総数です。 アクティブなレコードと非アクティブなレコードは、
計算の対象になります。 callStatus が 3（クローズ）または 5（コール最大数）の場合、レコー
ドには非アクティブのマークが付けられます。

コンタクト：試行
（Contacts Attempted）

指定された campaignID、sessionID、profileID、および 8 の値（エージェント アウトバウンド）
に設定されたコンタクト タイプに対して、CCD.callResult = 1（音声）、2（ファックス）、3
（留守番電話）、4（無効）、11（ビジー）、15（無応答）、16（システムによる放棄）、17
（失敗）、または 18（顧客による放棄）である CCD レコードの数をカウントします。

コンタクト：残り
（Contacts Remaining）

指定された campaignID と profileID に対して、callStatus = 1（保留中）、2（アクティブ）、4
（コールバック）、6（再試行）、または 7（不明）である DialingList レコードの数をカウン
トします。

コンタクト：% 試行
（Contacts - %
Attempted）

（試行 / 合計レコード）* 100%

コール：音声（Calls - 指定された campaignID、sessionID、profileID、および 8 の値（エージェント アウトバウンド）
Voice）
に設定されたコンタクト タイプに対して、CCD.callResult = 1（音声）である CCD レコードの
数をカウントします。
コール：留守番電話
（Calls - Answering
Machine）

指定された campaignID、sessionID、profileID、および 8 の値（エージェント アウトバウンド）
に設定されたコンタクト タイプに対して、CCD.callResult = 3（留守番電話）である CCD レ
コードの数をカウントします。

コール：無効（Calls - 指定された campaignID、sessionID、profileID、および 8 の値（エージェント アウトバウンド）
Invalid）
に設定されたコンタクト タイプに対して、CCD.callResult = 4（無効）である CCD レコードの
数をカウントします。
コール：ファックス/
モデム（Calls Fax/Modem）

指定された campaignID、sessionID、profileID、および 8 の値（エージェント アウトバウンド）
に設定されたコンタクト タイプに対して、CCD.callResult = 2（ファックス）である CCD レ
コードの数をカウントします。

コール：無応答（Calls 指定された campaignID、sessionID、profileID、および 8 の値（エージェント アウトバウンド）
- No Answer）
に設定されたコンタクト タイプに対して、CCD.callResult = 15（無応答）である CCD レコー
ドの数をカウントします。
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フィールド

説明

コール：ビジー（Calls 指定された campaignID、sessionID、profileID、および 8 の値（エージェント アウトバウンド）
- Busy）
に設定されたコンタクト タイプに対して、CCD.callResult = 11（ビジー）である CCD レコー
ドの数をカウントします。
コール：失敗（Calls - 指定された campaignID、sessionID、profileID、および 8 の値（エージェント アウトバウンド）
Failed）
に設定されたコンタクト タイプに対して、CCD.callResult = 17（失敗）である CCD レコード
の数をカウントします。
コール：顧客による放 指定された campaignID、sessionID、profileID、および 8 の値（エージェント アウトバウンド）
棄（Calls - Customer
に設定されたコンタクト タイプに対して、CCD.callResult = 18（顧客による放棄）である CCD
Abandoned）
レコードの数をカウントします。
コール：システムによ 指定された campaignID、sessionID、profileID、および 8 の値（エージェント アウトバウンド）
る放棄（Calls - System に設定されたコンタクト タイプに対して、CCD.callResult = 16（システムによる放棄）である
Abandoned）
CCD レコードの数をカウントします。
要求されたコールバッ 指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
ク（Requested
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
Callback）
ACD.callResult = 8（要求されたコールバック）である ACD レコードの数をカウントします。
平均通話時間
指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
（Average Talk Time） nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを callResult = 1
（音声）で検索します。 これらのレコードに対して、ACD.talkTime を使用して平均通話時間
を計算します。
最大通話時間
（Maximum Talk
Time）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを callResult = 1
（音声）で検索します。 これらのレコードに対して、最大の ACD.talkTime を取得します。

表 73：エージェント アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

キャンペーン リスト
（Campaign List）

このパラメータに対してユーザが選択したものから、キャンペーン名のリストを取得します。
Campaign テーブルで該当する campaignID を検索し、これらの campaignID をレポートの生成
に限定して使用します。

エージェント アウトバウンド CCDR レポート
エージェント アウトバウンド CCDR レポートには、CCD テーブルに含まれているほとんどの情
報が表示されます。 このレポートには、DialingList テーブルと Campaign テーブルの情報も表示さ
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れます。 レポートでは、コール レッグごとに 1 つの行を使用します（コール転送またはリダイレ
クトが新しいコール レッグを開始します）。
表 74：エージェント アウトバウンド CCDR レポートのクエリ デザイン, （239 ページ） では、
エージェント アウトバウンド CCDR レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示しま
す。
表 75：エージェント アウトバウンド CCDR レポートのフィルタ パラメータ, （240 ページ） で
は、エージェント アウトバウンド CCDR レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方
法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 74：エージェント アウトバウンド CCDR レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

ノード ID（Node ID） CCD.nodeID から取得されます。
セッション ID
（Session ID）

CCD.sessionID から取得されます。

シーケンス No.
（Sequence No.）

CCD.sessionSeqNum から取得されます。

開始時刻（Start Time） CCD.startDateTime から取得されます。
終了時間（End Time） CCD.endDateTime から取得されます。
コンタクト D（Contact CCD.contactDisposition から取得されます。
D）
発信元 T（Originator
T）

CCD.originatorType から取得されます。

発信元 ID（Originator
ID）

CCD.originatorID から取得されます。
発信元タイプが 1（エージェント）の場合、CCD.originatorID は リソース ID です。
CCD.originatorID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceLoginID に保存されているエージェント ログイン ID を取得します。

発信元 DN（Originator CCD.originatorType がデバイス（2）または不明（3）の場合、CCD.originatorDN から取得され
DN）
ます。
（DN = directory
CCD.originatorType がエージェント（1）の場合、CCD.originatorID を Resource.resourceID と、
number（ディレクトリ CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、Resource.extension を取得します。
番号））
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フィールド

説明

着信先 T（Destination
T）

CCD.destinationType から取得されます。

着信先 ID（Destination CCD.destinationID から取得されます。
ID）
着信先タイプが 1（エージェント）の場合、CCD.destinationID は リソース ID です。
CCD.destinationID を Resource.resourceID と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、
Resource.resourceLoginID に保存されているエージェント ログイン ID を表示します。
着信先 DN
（Destination DN）

CCD.destinationType がデバイス（2）または不明（3）の場合、CCD.destinationDN から取得さ
れます。
CCD.destinationType がエージェント（1）の場合、CCD.destinationID を Resource.resourceID
と、CCD.profileID を Resource.profileID と結合して、Resource.extension を取得します。

コールの状態（Call
Status）

CCD テーブルから dialingListID を取得します。 DialingList テーブルで、CCD テーブルから取
得した dialingListID に該当するレコードを見つけます。 DialingList テーブルで、このレコー
ドからコール状態の値を取得します。 コール状態の値は、DialingList.callStatus に保存されま
す。

コールの結果

CCD.callResult から取得されます。

キャンペーン名
（Campaign Name）

CCD テーブルから campaignID を取得します。 Campaign テーブルで、CCD テーブルから取得
した campaignID に該当するレコードを見つけます。 キャンペーン名の値は
Campaign.campaignName に保存されます。

表 75：エージェント アウトバウンド CCDR レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

UCCX エージェント
キャンペーン リスト

Campaign.campaignName から取得されます。
Campaign.campaignType が 1（エージェント ベースのアウトバウンド キャンペーン）、
Campaign.dialerType が 1（プログレッシブ）または 2（プレディクティブ）の場合です。

エージェントアウトバウンド（30分ごと）レポート
エージェント アウトバウンド（30 分ごと）レポートには、30 分ごとの、プログレッシブ エージェ
ントとプレディクティブ エージェントのすべての発信コールに関する詳細な統計情報が表示され
ます。
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表 76：エージェント アウトバウンド（30 分ごと）レポートのクエリ デザイン, （241 ページ） で
は、エージェントアウトバウンド（30分ごと）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法
を示します。
表 77：エージェント アウトバウンド（30 分ごと）レポートのフィルタ パラメータ, （242 ペー
ジ） では、エージェント アウトバウンド（30 分ごと）レポートのフィルタ パラメータがデータ
を取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 76：エージェント アウトバウンド（30 分ごと）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

キャンペーン名
（Campaign Name）

CampaignData テーブルから campaignID を取得します。 Campaign テーブルで、CampaignData
テーブルから取得した campaignID に該当するレコードを見つけます。 Campaign テーブルで、
このレコードからキャンペーン名を取得します。キャンペーン名の値はCampaign.campaignName
に保存されます。

開始時刻（Start Time） CampaignData.startDateTime から取得されます。
終了時間（End Time） CampaignData.endDateTime から取得されます。
試行コール総数（Total CampaignData.attemptedCalls から取得されます。
Attempted Calls）
ライブ音声コール総数 CampaignData.voiceCalls から取得されます。
（Total Live Voice
Calls）
放棄コール総数（Total CampaignData.abandonedCalls から取得されます。
Abandoned Calls）
エージェントあたりの CampaignData.linesPerAgent から取得されます。
回線数（Lines Per
Agent）
放棄率（Abandoned
Rate）

CampaignData.abandonedRate から取得されます。
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表 77：エージェント アウトバウンド（30 分ごと）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

キャンペーン名
（Campaign Name）

CampaignData テーブルから campaignID を取得します。 Campaign テーブルで、CampaignData
テーブルから取得した campaignID に該当するレコードを見つけます。 Campaign テーブルで、
このレコードからキャンペーン名を取得します。キャンペーン名の値はCampaign.campaignName
に保存されます。

アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）レポート
アウトバウンドエージェントパフォーマンス（詳細）レポートには、キャンペーンごとに各エー
ジェントの詳細な統計情報が表示されます（プログレッシブとプレディクティブ）。 このレポー
トには、合計コールの詳細、エージェントごとのキャンペーン コールの詳細の他に、エージェン
ト ベースのプログレッシブとプレディクティブの全キャンペーンに対して、エージェントごとの
コール詳細を示す要約行も表示されます。
表 78： アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）レポートのクエリ デザイン, （242
ページ） では、アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）レポートに表示される情
報の取得方法や計算方法を示します。
表 79：アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）レポートのフィルタ パラメータ,
（243 ページ） では、アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）レポートのフィルタ
パラメータがデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 78： アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名（Agent Name）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、
profileID、nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レ
コードを検索します。 キャンペーンにダイヤルするエージェントは、
ACD.resourceID に記録されます。 ACD.resourceID を Resource.resourceID と結合し
て、Resource.resourceName を取得します。

キャンペーン（Campaign）

指定された campaignID に対して、Campaign テーブルでキャンペーン名を検索し
ます。

無応答（RNA）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、
profileID、nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レ
コードを検索します。 このエージェント（ACD.resourceID で識別される）の ACD
レコードの数をカウントします。ここで、callResult は 12（呼び出しに無応答）で
す。
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フィールド

説明

転送

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、
profileID、nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レ
コードを検索します。 このエージェント（ACD.resourceID で識別される）の ACD
レコードの数をカウントします。ここで、callResult は 5（禁止コール）、8（要求
されたコールバック）、または 20（転送）であり、contactType = 5（転送受信）
です。

通話時間：平均（Talk Time - Avg） 指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、
profileID、nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、callResult = 1（音
声）、8（要求されたコールバック）、または 20（転送）で、関連する ACD レ
コードとこのエージェントの resourceID を検索します。 これらのレコードに対し
て、ACD.talkTime を使用して平均通話時間を計算します。
通話時間：最大（Talk Time Max）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、
profileID、nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、callResult = 1（音
声）、8（要求されたコールバック）、または 20（転送）で、関連する ACD レ
コードとこのエージェントの resourceID を検索します。 これらのレコードに対し
て、最大の ACD.talkTime を取得します。

表 79：アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

結果

キャンペーン名（Campaign
Names）

このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント ベースのプロ
グレッシブとプレディクティブのキャンペーン名のリストを取得します。Campaign
テーブルで該当する campaignID を検索し、これらの campaignIDs をレポート生成
に限定して使用します。

エージェント名（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロ
ファイル ID のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを
取得します。 これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する
Resource.resourceID と Resource.profileID を取得します。
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フィルタ パラメータ

結果

リソース グループ名（Resource
Group Names）

特定のリソース グループについてレポートするには、次のようにリソース ID と
プロファイル ID のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、リソース グループ名のリス
トを取得します。 ResourceGroup テーブルを検索して、リストで見つかった値が
RG.resourceGroupName に存在するレコードを見つけます。 resourceGroupID と
profileID で RG と Resource を結合して、選択したリソース グループに属するエー
ジェントのリストを見つけます。 エージェントのリソース ID とプロファイル ID
は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されます。 このレ
ポートは、アクティブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削除される
エージェントのみを表示します。

スキル名（Skill Names）

特定のスキルを持つエージェントについてレポートするには、次のようにリソー
ス ID とプロファイル ID のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、スキル名のリストを取得し
ます。 Skill テーブルを検索して、リストで見つかった値が Skill.skillName に存在
するレコードを見つけます。 skillID と profileID で Skill と RSM を結合して、
resourceSkillMapID を見つけます。 resourceSkillMapID と profileID で RSM と Resource
を結合して、選択したスキルを持つエージェントのリストを見つけます。 エー
ジェントのリソース ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と
Resource.profileID にそれぞれ保存されます。 このレポートは、アクティブなエー
ジェントおよびレポート開始時刻以降に削除されるエージェントのみを表示しま
す。

チーム名（Team Names）

特定のチームについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、チーム名のリストを取得し
ます。 Team テーブルを検索して、リストで見つかった値が Team.teamName に存
在するレコードを見つけます。 Team.teamID を Resource.assignedTeamID と、
Team.profileID を Resource.profileID と結合して、選択したチームに属するエージェ
ントのリストを見つけます。 エージェントのリソース ID とプロファイル ID は、
Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されます。

アウトバウンド キャンペーン（要約）レポート
アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートには、指定期間中の各キャンペーンの統計に関す
る要約情報が表示されます。 このレポートは、Cisco Unified OUTD 機能で使用できます。
表 80：アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートのクエリ デザイン, （245 ページ） では、
アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示しま
す。
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表 81：アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートのフィルタ パラメータ, （247 ページ） で
は、アウトバウンドキャンペーン（要約）レポートのフィルタパラメータがデータを取得する方
法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 80：アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

キャンペーン名
（Campaign Name）

発信コールごとに、campaignID が CCDR に記録されます。 キャンペーン名は、campaignID
を指定することで、Campaign テーブルから取得されます。 campaignName と campaignID の間
は 1 対 1 のマッピングです。

レコードの合計数

指定された campaignID に対して、一意の dialingListID があり、指定された campaignID が存在
する DailingList レコードの総数です。 アクティブなレコードと非アクティブなレコードは、
計算の対象になります。 callStatus が 3（クローズ）または 5（コール最大数）の場合、レコー
ドには非アクティブのマークが付けられます。

応対可

指定された campaignID に対して、一意の dialingListID があり、指定された campaignID が存在
する DialingList レコードの総数です。 また、DailingList.callStatus は、次のいずれかの値であ
る必要があります（3（クローズ）と 5（最大コール数）は不可）。
1 = 保留中
2 = アクティブ
4 = コールバック
6 = 再試行
7 = 不明

試行（Attempted）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
callResult が 9（エージェントのスキップ）または 10（エージェントのクローズ）ではない
ACD レコードの数をカウントします。 この数は [承認（Accepted）] と同じです。 この数から
dialingListID が同じである重複レコードを減算して、指定された dialingListID が最終結果で一
度だけ現れるようにします。

試行 %（Attempted
%）

（試行 / 合計レコード）* 100%

承認（Accepted）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult が 9（エージェントの拒否）または 10（エージェントのクローズ）ではない
ACD レコードの数をカウントします。
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フィールド

説明

却下

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult = 9（エージェントの拒否）である ACD レコードの数をカウントします。

終了（Closed）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult = 10（エージェントのクローズ）である ACD レコードの数をカウントします。

音声

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult = 1（音声）である ACD レコードの数をカウントします。

留守番電話
指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
（Answering Machine） nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult = 3（留守番電話）である ACD レコードの数をカウントします。
ファックス/モデム
（Fax/Modem）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult = 2（ファックス/モデム）である ACD レコードの数をカウントします。

無効（Invalid）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult = 4（無効）である ACD レコードの数をカウントします。

要求されたコールバッ 指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
ク（Requested
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
Callback）
ACD.callResult = 8（要求されたコールバック）である ACD レコードの数をカウントします。
顧客不在（Customer
Not Home）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult = 7（顧客不在）である ACD レコードの数をカウントします。

誤番号（Wrong
Number）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult = 6（誤番号）である ACD レコードの数をカウントします。

禁止コール（Do Not
Call）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult = 5（禁止コール）である ACD レコードの数をカウントします。

ビジー

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
ACD.callResult = 11（ビジー）である ACD レコードの数をカウントします。
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フィールド

説明

平均通話時間
指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
（Average Talk Time） nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを callResult = 1
（音声）で検索します。 これらのレコードに対して、ACD.talkTime を使用して平均通話時間
を計算します。
最大通話時間
（Maximum Talk
Time）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを callResult = 1
（音声）で検索します。 これらのレコードに対して、最大の ACD.talkTime を取得します。

表 81：アウトバウンド キャンペーン（要約）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

キャンペーン名
（Campaign Name）

このパラメータに対してユーザが選択したものから、キャンペーン名のリストを取得します。
Campaign テーブルで該当する campaignID を検索し、これらの campaignIDs をレポート生成に
限定して使用します。

アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レ
ポート
アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レポートには、キャンペーン
ごとに各エージェントの詳細な統計情報が表示されます。 また、プレビュー アウトバウンド キャ
ンペーンの、合計コールの詳細およびキャンペーンコールの詳細も表示されます。このレポート
は、Cisco Unified Outbound Dialer（Cisco Unified OUTD）機能で使用できます。
表 82：アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レポートのクエリ デザ
イン, （248 ページ） では、アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レ
ポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 83：アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レポートのフィルタ パ
ラメータ, （249 ページ） では、アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー
レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
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表 82：アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

エージェント名
（Agent Name）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
キャンペーンにダイヤルするエージェントは、ACD.resourceID に記録されます。 ACD.resourceID
を Resource.resourceID と結合して、Resource.resourceName を取得します。

キャンペーン名
（Campaign Name）

指定された campaignID に対して、Campaign テーブルでキャンペーン名を検索します。

受信コンタクト
（Offered）

（承認 + 拒否 + クローズ）で計算されます。

承認（Accepted）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
このエージェント（ACD.resourceID で識別される）の ACD レコードの数をカウントします。
ここで、callResult は 9（エージェントの拒否）または 10（エージェントのクローズ）ではあ
りません。

却下

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
このエージェント（ACD.resourceID で識別される）の ACD レコードの数をカウントします。
ここで、callResult = 9（エージェントの拒否）です。

終了（Closed）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
このエージェント（ACD.resourceID で識別される）の ACD レコードの数をカウントします。
ここで、callResult = 10（エージェントのクローズ）です。

無応答（RNA）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
このエージェント（ACD.resourceID で識別される）の ACD レコードの数をカウントします。
ここで、callResult は 12（転送）ではありません。

転送

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、関連する ACD レコードを検索します。
このエージェント（ACD.resourceID で識別される）の ACD レコードの数をカウントします。
ここで、callResult は 13（呼び出しに無応答）ではありません。

平均通話時間
指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
（Average Talk Time） nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、callResult = 1（音声）、8（要求された
コールバック）、または 20（転送）で、関連する ACD レコードとこのエージェントの
resourceID を検索します。 これらのレコードに対して、ACD.talkTime を使用して平均通話時
間を計算します。
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フィールド

説明

最大通話時間
（Maximum Talk
Time）

指定された campaignID に対して、CCD テーブルから sessionID、sessionSeqNum、profileID、
nodeID の値を確定します。 これらの値を使用して、callResult = 1（音声）、8（要求された
コールバック）、または 20（転送）で、関連する ACD レコードとこのエージェントの
resourceID を検索します。 これらのレコードに対して、ACD.talkTime を使用して平均通話時
間を計算します。

表 83：アウトバウンド エージェント パフォーマンス（詳細）プレビュー レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

キャンペーン名
（Campaign Name）

このパラメータに対してユーザが選択したものから、キャンペーン名のリストを取得します。
Campaign テーブルで該当する campaignID を検索し、これらの campaignIDs をレポート生成に
限定して使用します。

エージェント名
（Agent Names）

特定のエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID
のリストを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、エージェント名のリストを取得します。
これらの値は Resource.resourceName にあります。 該当する Resource.resourceID と
Resource.profileID を取得します。

リソース グループ名
（Resource Group
Names）

特定のリソース グループについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル
ID のリストを取得します。

スキル名（Skill
Names）

特定のスキルを持つエージェントについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロ
ファイル ID のリストを取得します。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、リソース グループ名のリストを取得し
ます。 ResourceGroup テーブルを検索して、リストで見つかった値が RG.resourceGroupName
に存在するレコードを見つけます。 resourceGroupID と profileID で RG と Resource を結合し
て、選択したリソース グループに属するエージェントのリストを見つけます。 エージェント
のリソース ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保
存されます。 このレポートは、アクティブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削
除されるエージェントのみを表示します。

このパラメータに対してユーザが選択したものから、スキル名のリストを取得します。 Skill
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Skill.skillName に存在するレコードを見つけま
す。 skillID と profileID で Skill と RSM を結合して、resourceSkillMapID を見つけます。
resourceSkillMapID と profileID で RSM と Resource を結合して、選択したスキルを持つエー
ジェントのリストを見つけます。 エージェントのリソース ID とプロファイル ID は、
Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されます。 このレポートは、アクティ
ブなエージェントおよびレポート開始時刻以降に削除されるエージェントのみを表示します。
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フィルタ パラメータ

説明

チーム名（Team
Names）

特定のチームについてレポートするには、次のようにリソース ID とプロファイル ID のリス
トを取得します。
このパラメータに対してユーザが選択したものから、チーム名のリストを取得します。 Team
テーブルを検索して、リストで見つかった値が Team.teamName に存在するレコードを見つけ
ます。 Team.teamID を Resource.assignedTeamID と、Team.profileID を Resource.profileID と結
合して、選択したチームに属するエージェントのリストを見つけます。エージェントのリソー
ス ID とプロファイル ID は、Resource.resourceID と Resource.profileID にそれぞれ保存されま
す。

システム レポート
アプリケーション パフォーマンス分析レポート
アプリケーション パフォーマンス分析レポートには、Unified CCX アプリケーションまたは Cisco
Unified IP IVR アプリケーションごとに、受信されたコールに関する情報が表示されます。 コール
アプリケーションごとに 1 つの行を使用します。 情報は CCD テーブルに保存されます。
表 84：アプリケーション パフォーマンス分析レポートのクエリ デザイン, （250 ページ） では、
アプリケーション パフォーマンス分析レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示しま
す。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 84：アプリケーション パフォーマンス分析レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

アプリケーション ID
（Application ID）

CCD.applicationID から取得されます。

アプリケーション名
（Application Name）

CCD.applicationName から取得されます。

提供コール数（Calls
Presented）

各アプリケーションは、CCD.applicationID と CCD.applicationName の組み合わせにより識別さ
れます。 アプリケーションごとに、CCD レコードの数をカウントして、そのアプリケーショ
ンに提供されたコールの合計数を確定します。

処理済コール

各アプリケーションは、CCD.applicationID と CCD.applicationName の組み合わせにより識別さ
れます。 アプリケーションごとに、CCD.contactDisposition = 2（処理）である CCD レコード
の数をカウントして、そのアプリケーションに提供されたコールの合計数を確定します。
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フィールド

説明

放棄コール数（Calls
Abandoned）

各アプリケーションは、CCD.applicationID と CCD.applicationName の組み合わせにより識別さ
れます。 アプリケーションごとに、CCD.contactDisposition = 1（放棄）または 4（中断）であ
る CCD レコードの数をカウントして、そのアプリケーションに提供されたコールの合計数を
確定します。

放棄率（1 時間あた
り）（Abandon Rate
(per hour)）

次のように計算されます。
放棄コール数 / レポート期間内の時間数

平均コール時間（Avg コール時間は CCD.connectTime に保存されます。 アプリケーションの平均コール時間は、そ
Call Duration）
のアプリケーションでの全コールの CCD.connectTime の合計をコールの数で割ることで計算
されます。

アプリケーション（要約）レポート
アプリケーション（要約）レポートには、Unified CCX アプリケーションまたは Cisco Unified IP
IVR アプリケーションごとに、コール統計情報の要約が表示されます。
表 85：アプリケーション（要約）レポートのクエリ デザイン, （251 ページ） では、アプリケー
ション（要約）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
表 86：中断・拒否コール（詳細）レポートのフィルタ パラメータ, （253 ページ） では、アプリ
ケーション（要約）レポートのフィルタ パラメータがデータを取得する方法について説明しま
す。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 85：アプリケーション（要約）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

アプリケーション名
（Application Name）

CCD.applicationName から取得されます。

着信番号（Called
Number）

CCD.origCalledNumber から取得されます。

受信コール（Calls
Presented）

CCD.applicationName と CCD.origCalledNumber の組み合わせで、アプリケーションを一意に識
別します。
アプリケーションごとに、CCD レコードの数をカウントして、そのアプリケーションに提供
されたコールの数を取得します。
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フィールド

説明

フローイン（Flow-In） CCD.applicationName と CCD.origCalledNumber の組み合わせで、アプリケーションを一意に識
別します。
アプリケーションごとに、CCD.contactType が 4（リダイレクト受信）である CCD レコードの
数をカウントします。
フローアウト
（Flow-Out）

CCD.applicationName と CCD.origCalledNumber の組み合わせで、アプリケーションを一意に識
別します。
アプリケーションごとに、CCD.flowout が 1 である CCD レコードの数をカウントします。

処理済コール

CCD.applicationName と CCD.origCalledNumber の組み合わせで、アプリケーションを一意に識
別します。
アプリケーションごとに、CCD.contactDisposition が 2（処理）である CCD レコードの数をカ
ウントします。

平均応答速度（Avg
Speed Answer）

このフィールドには、エージェントに接続されたコールのみが含まれます。
sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で、CCD、CRD、ACD を結合します。 （RNA
が除外されるように）ACD.talkTime がゼロよりも大きい ACD レコードを見つけます。
合計キュー時間を計算するには、CRD.queueTime に保存されている値を追加します。
合計呼び出し時間を取得するには、ACD.ringTime に保存されている値を追加します。
エージェントに接続されたコールの数を取得するには、結合による結果セットで ACD レコー
ドの数をカウントします。
平均応答速度は、次のように計算されます。
合計キュー時間 / エージェントに接続されたコール数
エージェントに接続されたコール数が、このアプリケーションでゼロの場合、このフィール
ドはゼロになります。

平均通話時間（Avg
Talk Time）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で、CCD、CRD、ACD を結合します。 （RNA
が除外されるように）ACD.talkTime がゼロよりも大きい ACD レコードを見つけます。
合計通話時間を取得するには、ACD.talkTime に保存されている値を追加します。
エージェントに接続されたコールの数を取得するには、結合による結果セットで ACD レコー
ドの数をカウントします。
平均通話時間は、次のように計算されます。
合計通話時間 / エージェントに接続されたコール数
エージェントに接続されたコール数が、このアプリケーションでゼロの場合、このフィール
ドはゼロになります。
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フィールド

説明

平均作業時間（Avg
Work Time）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で、CCD、CRD、ACD を結合します。 （RNA
が除外されるように）ACD.talkTime がゼロよりも大きい ACD レコードを見つけます。
合計作業時間を取得するには、ACD.workTime に保存されている値を追加します。
エージェントに接続されたコールの数を取得するには、結合による結果セットで ACD レコー
ドの数をカウントします。
平均作業時間は、次のように計算されます。
合計作業時間 / エージェントに接続されたコール数
エージェントに接続されたコール数が、このアプリケーションでゼロの場合、このフィール
ドはゼロになります。

放棄コール数（Calls
Abandoned）

CCD.applicationName と CCD.origCalledNumber の組み合わせで、アプリケーションを一意に識
別します。
アプリケーションごとに、CCD.contactDisposition が 1（放棄）、4（中断）、または 5 以上（拒
否）である CCD レコードの数をカウントします。

平均放棄時間（Avg
Abandon Time）

CCD.applicationName と CCD.origCalledNumber の組み合わせで、アプリケーションを一意に識
別します。
アプリケーションごとに、CCD.contactDispostion が 1（放棄）、4（中断）、または 5 以上（拒
否）である CCD.connectTime の値の合計を計算して、合計放棄時間を取得します。
放棄コール数がゼロでない場合、このフィールドは次のように計算されます。
合計放棄時間 / 放棄コール数
放棄コール数がゼロの場合、このフィールドはゼロになります。

表 86：中断・拒否コール（詳細）レポートのフィルタ パラメータ

フィルタ パラメータ

説明

アプリケーション名
（Application Name）

特定のアプリケーションについてレポートするには、このパラメータに対してユーザが選択
したものから、アプリケーション名のリストを取得します。 CCD.applicationName に保存され
ている値が、選択されたリストに存在する CCD レコードを見つけます。

リモート モニタリング（詳細）レポート
リモート モニタリング（詳細）レポートには、スーパーバイザのエージェント モニタリング ア
クティビティに関する情報が表示されます。
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表 87：リモート モニタリング（詳細）レポートのクエリ デザイン, （254 ページ） では、リモー
ト モニタリング（詳細）レポートに表示される情報の取得方法や計算方法を示します。
この項で示すデータベースのテーブル名やフィールド名については、この章で使用する表記法,
（131 ページ） を参照してください。
表 87：リモート モニタリング（詳細）レポートのクエリ デザイン

フィールド

説明

ユーザ ID

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と RMD を結合して、レポート期間内に
CCD.startDateTime 値を備えた RMD レコードを確定します。 RMD.rmonID を RmonUser.rmonID
と、RMD.profileID を RmonUser.profileID と結合します。 ユーザ ID は RmonUser.name に保存
されます。

開始時刻（Start Time） sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と RMD を結合して、レポート期間内に
CCD.startDateTime 値を備えた RMD レコードを確定します。 開始時刻は
RMD.startMonitoringReqTime に保存されます。
元のモニタリング対象 sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と RMD を結合して、レポート期間内に
者（Original Monitored CCD.startDateTime 値を備えた RMD レコードを取得します。
Party）
RMD.origMonitoredIDType が 1（エージェント タイプ）の場合、このフィールドの値はエー
ジェントの内線番号です。 これは RMD.origMonitoredID に保存されます。
RMD.origMonitoredIDType が 2（CSQ タイプ）の場合、このフィールドは CSQ 名です。
RMD.origMonitoredID を CSQ.contactServiceQueueID と、RMD.profileID を CSQ.profileID と結合
して、CSQ.csqName に保存されている CSQ 名を取得します。
モニタリング対象内線 sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と RMD を結合して、レポート期間内に
（Monitored
CCD.startDateTime 値を備えた RMD レコードを確定します。 RMD.sessionID を MRD.sessionID
Extension(s)）
と、RMD.startMonitoringReqTime を MRD.startMonitoringReqTime と結合して、
MRD.monitoredRsrcID と MRD.profileID を取得します。 MRD.monitoredRsrcID を
Resource.resourceID と、MRD.profileID を Resource.profileID と結合して、Resource.extension に
保存されているエージェントの内線を取得します。
セッションにモニタリングされている内線が複数ある場合、複数の MRD レコードがあり、
Resource.extension の値はコンマで区切られます。
時間（Duration）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と RMD を結合して、レポート期間内に
CCD.startDateTime 値を備えた RMD レコードを確定します。 このフィールドは、
RMD.startMonitoringReqTime と RMD.endMonitoringTime の差を秒数で示した値です。
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フィールド

説明

待ち時間（Wait
Time）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCD と RMD を結合して、レポート期間内に
CCD.startDateTime 値を備えた RMD レコードを確定します。 RMD.sessionID を MRD.sessionID
と、RMD.startMonitoringReqTime を MRD.startMonitoringReqTime と結合します。 このフィー
ルドは、MRD.startMonitoringCallTime と MRD.startMonitoringReqTime の差を秒数で示した値
です。
スーパーバイザがコールの待機中にモニタリングしていなかった場合、MRD テーブルにはこ
のコールのレコードは取り込まれません。 この場合、このフィールドは [時間（Duration）]
の値に設定されます。

状態（Status）

sessionID、sessionSeqNum、profileID、nodeID で CCDR を RMD と結合して、レポート期間内
に CCD.startDateTime 値を備えた RMD レコードを確定します。 ステータスの数値は RMD.cause
に保存されます。 テキスト表示は、次の原因に基づいています。
正常 – モニタリング（Normal – Monitored）：cause = 3
正常 – エージェント RNA（Normal – Agent RNA）：cause = 100
エラー – モニタリング停止不可（Error – Unable to Stop Monitoring）：cause = –9
エラー – 新しいコールのモニタリング不可（Error – Unable to Monitor New Call）：cause = –8
エラー – エージェント ログオフ（Error – Agent Logged Off）：cause = –7
エラー – ネットワークの問題（Error – Network Problem）：cause = –6
エラー – VoIP サーバが通信不可（Error – VoIP Server Unable to Communicate）：cause = –5
エラー – モニタリング禁止（Error – Monitoring Not Allowed）：cause = –4
エラー – エージェントが未ログイン（Error – Agent Not Logged In）：cause = –3
エラー – 無効な入力（Error – Invalid Input）：cause = –2
エラー – その他（Error – Other）：cause = 0 または –1
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付録

A

レポート参照値のリスト
コールの優先度
ワークフローで別の優先度が設定されない限り、コールにはデフォルトの優先度1が割り当てら
れます。
• 1：最低。
• 10：最高。
• N/A：コールは優先度が割り当てられる前に放棄されます。
コールの結果
• 1：顧客は応答しており、エージェントに接続されています。
• 2：FAX 装置またはモデムが検出されました。
• 3：留守番電話が検出されました。
• 4：ネットワークは無効な番号としてレポートしています。
• 5：顧客は再度コールしないよう要求しています。
• 6：コールは接続されましたが、番号が間違っています。
• 7：コールは接続されましたが、違う人につながりました。
• 8：顧客がコールバックを要求しています。 これは IVR ベースの発信キャンペーンには適用
されません。
• 11：話中音が検出されました。
• 15：顧客が応答しなかったか、ゲートウェイに障害が発生したため、顧客の電話がタイム
アウトになりました。
• 16：コールは次の理由で放棄されました。
• 音声自動応答装置（IVR）のポートが使用できないか、Unified CCX が IVR ポートへの
コール転送に失敗した。
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• エージェントが使用できないか、Unified CCX がエージェントへのコール転送に失敗し
た。
• 17：ゲートウェイの問題によりコールが失敗しました。
• 18：顧客またはエージェントはコールを放棄しました。 顧客またはエージェントは、Unified
CCX アプリケーションの管理 Web インターフェイスで設定される、放棄コールの待ち時間
内にコールを切断しました。
コールの状態（Call Status）
• 1：保留中。 コールが保留中です。
• 2：アクティブ。 レコードは、ダイヤリングのために発信サブシステムに送信されました。
• 3：クローズ済み。 レコードはクローズされました。
• 4：コールバック。 レコードにコールバックのマークが付けられています。
• 5：最大コール数。 最大試行回数に達したため、レコードがクローズされました。
• 6：再試行。 遅延を伴う再試行でコールバックが不成功になるたびに、コールはただちにリ
ダイヤルされます。
• 7：不明。 発信システムが、アクティブなレコードとともに再開されると、レコードは [不
明（Unknown）] 状態になります。
• 8：遅延を伴う再試行。 コンタクトがビジーであるか応答しなかった、または顧客やシステ
ムがコールを放棄したことが原因で、コールがリダイヤルされます。
再試行時間は、Unified CCX アプリケーションの管理 Web インターフェイスで、該当する
設定に応じて設定されます。
コール タイプ
• 1 = 会議：電話会議。
• 2 = 着信 ACD：エージェントによって処理される Unified CCX コール。
• 3 = IPCC での着信非 ACD：Unified CCX の内線番号でエージェントによって受信される非
Unified CCX コール。
• 4 = 非 IPCC での着信非 ACD：非 Unified CCX の内線番号でエージェントによって受信され
る非 Unified CCX コール。
• 5 = IPCC での発信：Unified CCX の内線でエージェントがダイヤルするコール。
• 6 = 非 IPCC での発信：非 Unified CCX の内線でエージェントがダイヤルするコール。
• 7 = 転送受信：エージェントに転送されるコール。
• 8 = 転送発信：エージェントが転送するコール。
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コンタクト処理（Contact Disposition）
次は、コールの結果に基づいたコンタクト処理とその値です。
• 1：放棄
• 2：処理済み
• 4：中断
• 5 ～ 98：拒否
• 99：クリーン
Finesse Email のコンタクト処理
• 2：処理済み
• 4：中断
コンタクト タイプ（Contact Type）
• 1 = 受信。 Unified CCX で受信された外部コール。
• 2 = 発信。 システム内で行われたコール以外の、Unified CCX Computer Telephony Interface
（CTI）ポートから発信されたコール。
• 3 = 内部。 エージェント間で、転送または会議の対象となるコール、またはシステム内で行
われるコール。
• 4 = リダイレクト。 このレッグへコールをリダイレクトした、前のコール。
• 5 = 転送受信。 このレッグへコールを転送した、前のコール。
• 6 = プレビュー発信。 エージェントがプレビュー コールを受け入れた後に、Unified CCX
エージェントの電話から外部の宛先に発信されたコール。
• 7 = IVR 発信。 Unified CCX 発信ダイヤラから IVR 発信キャンペーンの外部の宛先に発信さ
れたコール。
• 8 = エージェント発信。 Unified CCX 発信ダイヤラからの、エージェントの進捗または予測
発信キャンペーンの外部宛先に対するコール。
Finesse Email のコンタクト タイプ
• 1 = 受信。 Unified CCX で受信された外部コンタクト。
• 2 = 転送。 コンタクトの再キューイングされたレッグ。
宛先電話番号/宛先 DN および宛先タイプ
• 1 = エージェント。 エージェントに対して提示されるコール。 エージェントの Unified CCX
内線番号または非 Unified CCX 内線番号が提示されます。
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• 2 = デバイス。 ルート ポイントに対して提示されるコール。 コールが応答されるルート ポ
イントに関連付けられた CTI ポート番号を表示します。
• 3 = 不明。 ゲートウェイを通じて外部の宛先に提示されるか、またはモニタ対象外のデバイ
スに提供されるコール。 ダイヤルされる電話番号を表示します。
モニタリング セッションの状態
• 通常 - モニタ（Normal – Monitored）：モニタリングが正常に完了しています。
• 標準 – エージェントの RNA（Normal – Agent RNA）：エージェントがコールに応答してい
ません。
• エラー – モニタリングを停止できません（Error – Unable to Stop Monitoring）：スーパーバイ
ザがモニタリング セッションを終了するために * キーを押しましたが、終了することがで
きません。
• エラー – 新しいコールをモニタすることができません（Error – Unable to Monitor New Call）：
スーパーバイザが新しいコールをモニタすることを選択しましたが、システムが応答しま
せん。
• エラー – エージェントがログオフ済み（Error – Agent Logged Off）：スーパーバイザがモニ
タしようとしたエージェントはログオフしています。
• エラー - ネットワークの問題（Error – Network Problem）：ネットワークの問題によりモニ
タリング セッションが成功しませんでした。
• エラー - VoIP サーバと通信不可（Error – VoIP Server Unable to Communicate）：Unified CCX
のモニタリング コンポーネントのあるサーバと通信できなかったため、モニタリング セッ
ションは成功しませんでした。
• エラー – モニタリングは許可されていません（Error – Monitoring Not Allowed）：スーパー
バイザは許可リストにないエージェントまたは CSQ を監視しようとしています。
• エラー – エージェントがログインしていません（Error – Agent Not Logged In）：スーパーバ
イザがモニタしようとしているエージェントはログインしていません。
• エラー – 無効な入力（Error – Invalid Input）：スーパーバイザが、システムが認識しない入
力を行いました。
• エラー – その他（Error – Other）：上記のメッセージのいずれでも定義されていないエラー。
発信元の電話番号/発信元 DN および発信元タイプ
• 1 = エージェント。 エージェントから発信されたコール。 エージェントの Unified CCX 内線
番号が表示されます。
• 2 = デバイス。 エージェントに関連付けられていないデバイスから発信されたコール、また
はエージェントに関連付けられているが、エージェントが現在ログインしていないデバイ
スからのコール。 発信者がダイヤルしたルート ポイントに関連付けられているコンピュー
タ テレフォニー インターフェイス（CTI）ポート番号を表示します。
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• 3 = 不明。 外部発信者がゲートウェイを通じて、または、モニタ対象外のデバイスによって
発信されたコール。 発信者の電話番号を表示します。
定義済みの理由コード
理由
コー
ド

状態

イベント

22

ログア
ウト

SUP_AGT_TO_LOGOUT スーパーバイザがエージェントの状態を [ログアウト
（Logout）] に変更しました。

33

待受停 SUP_AGT_TO_NOT
止（Not READY
Ready）

スーパーバイザがエージェントの状態を[待受停止（Not
Ready）] に変更しました。

32748

ログア
ウト

エージェントが Unified Communications Manager から削
除されると、エージェントは Unified CCX からログア
ウトされます。 このイベントは、Unified CCX がエー
ジェント情報を Unified Communications Manager と同期
するとトリガーされます。

32749

待受停 CANCEL_FEATURE
止（Not
Ready）

AGENT_DELETED

イベントの説明

2 人のエージェント間のインタラクティブ コール分配
（ICD）コンサルト コール中に [キャンセル（Cancel）]
機能がトリガーされたため、エージェントの状態が [通
話中（Talking）] から [待受停止（Not Ready）] に変更
されました。
コンサルト中のエージェントが電話機の [キャンセル
（Cancel）] ソフトキーを押すと、コンサルティングを
受けているエージェントと ICD コールとの関連付けが
なくなり、コンサルティングを受けているエージェン
トの状態が [待受停止（Not Ready）] に変わります。
この機能は、一部の新しい電話でのみ使用可能です。

32750

ログア
ウト

32751

待受開 AGENT_SKIPS
始
（Ready）

32752

待受開 CANCEL_RESERVATION エージェントは、プレビュー発信コールを受け取り、
始
予約のキャンセルを決定し、デスクトップで [予約の
（Ready）
キャンセル（Cancel Reservation）] ボタンを押します。

AGT_IPCC_EXT_
CHANGED

エージェントの Unified CCX 内線番号が Unified
Communications Manager によって変更されたため、エー
ジェントは Unified CCX からログアウトされます。
エージェントはプレビュー発信コールを受け取り、コー
ルをスキップします。
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理由
コー
ド

状態

イベント

32753

待受停 LINE_RESTRICTED
止（Not
Ready）

イベントの説明

エージェントの電話回線が、Unified Communications
Manager の管理者により制限デバイスとしてフラグを
付けられています。
注目

エージェントの回線が制限リストに追加されて
いると、RmCm サブシステムの機能が影響を
受けます。

Unified Communications Manager の [デフォルトのデバ
イス プロファイル設定（Default Device Profile
Configuration）] ウィンドウで [CTI からデバイスを制御
可能（Allow Control of Device from CTI）] チェック ボッ
クスがオフである場合、回線は制限されたままで、制
御できません。 Unified Communications Manager に登録
されているデバイスでは、この設定を変更できます。
『Cisco Unified Communications Manager Administration
Guide』（http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/
ps556/ prod_maintenance_guides_list.html [英語]）を参照
してください。
32754

待受停 DEVICE_RESTRICTED エージェントのデバイスは、Unified Communications
止（Not
Manager の管理者により制限デバイスとしてフラグが
Ready）
付けられています。
注目

エージェントのデバイスが制限リストに追加さ
れていると、RmCm サブシステムの機能が影
響を受けます。

Unified Communications Manager の [デフォルトのデバ
イス プロファイル設定（Default Device Profile
Configuration）] ウィンドウで [CTI からデバイスを制御
可能（Allow Control of Device from CTI）] チェック ボッ
クスがオフである場合、デバイスは制限されたままで、
制御できません。 Unified Communications Manager に登
録されているデバイスでは、この設定を変更できます。
『Cisco Unified Communications Manager Administration
Guide』（http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/
ps556/ prod_maintenance_guides_list.html [英語]）を参照
してください。
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理由
コー
ド

状態

イベント

32755

待受停 CALL_ENDED
止（Not
Ready）

イベントの説明

Unified CCX のコールを処理した後、エージェントは
[待受停止（Not Ready）] 状態に移行します。 このイベ
ントは以下の場合に発生します。
• [待受停止（Not Ready）] 状態であるエージェント
1 が、エージェント 2 からコンサルト コールを受
信します。 コールの処理後、エージェント 1 は
[待受停止（Not Ready）] 状態に戻ります。
• このエージェントに対して [自動利用可能
（Automatic Available）] オプションが無効になっ
ています。 コールの処理後、エージェント 1 は
[待受停止（Not Ready）] 状態に移行します。

32756

待受停 PHONE_UP
止（Not
Ready）

エージェントの電話機は [電話停止（Phone Down）] 状
態になった後にアクティブになります。

32757

待受停 CM_FAILOVER
止（Not
Ready）

Unified Communications Manager がフェールオーバーし、
エージェントは [待受停止（Not Ready）] 状態に移行し
ます。

32758

待受停 WORK_TIMER_EXP エージェントの状態が [処理中（Work）] から [待受停
止（Not
止（Not Ready）] に変更されます。 このような移行は、
Ready）
エージェントの CSQ の [処理中（Work）] 状態が、期
限切れの後処理タイマーに関連付けられている場合に
発生します。

32759

待受停 PHONE_DOWN
止（Not
Ready）

エージェントの電話機が動作を停止し、エージェント
が [利用不可（Unavailable）] 状態になります。

32760

待受停 AGT_LOGON
止（Not
Ready）

エージェントがログインし、自動的に [待受停止（Not
Ready）] 状態になります。

32761

待受停 AGT_RCV_NON_ICD エージェントがデスクトップまたは IP フォンにログイ
止（Not
ンし、Unified CCX プラットフォームでキューに入れら
Ready）
れていないコールを受信します。
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理由
コー
ド

状態

イベント

イベントの説明

32762

待受停 AGT_OFFHOOK
止（Not
Ready）

電話をかけるために、エージェントがオフフックにな
ります。 エージェントが理由コードを入力した場合、
その理由コードが表示されます。 エージェントが理由
コードを入力しない場合、システムがこの理由コード
を発行します。

32763

待受停 AGT_RNA
止（Not
Ready）

エージェントは指定されたタイムアウト時間内にUnified
CCX コールに応答できませんでした。

32764

ログア
ウト

CRS_FAILURE

アクティブ サーバがスタンバイ サーバになったため、
エージェントは Unified CCX プラットフォームへの接
続を失いました。

32765

ログア
ウト

CONNECTION_DOWN IP フォン エージェントまたはデスクトップが機能を停
止しているか、接続が中断しています。

32766

ログア
ウト

CLOSE_CAD

エージェントがログアウトせずにデスクトップを閉じ
ました。

32767

ログア
ウト

AGT_RELOGIN

エージェントが 1 つのデバイス（コンピュータまたは
電話）にログインし、2 つ目のデバイスにログインし
ようとしています。
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