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平均応答時間
平均応答時間（ASA）は、平均応答待機時間（すべての受信タスクが応答されるまでに待った時
間の合計）です。応答待機時間には、遅延時間、キュー時間、および呼び出し時間が含まれま

す。 ASAはコールがキューに入ると開始し、4台のエンティティに対して設定されます。

• Agent（エージェント）

•コールタイプ

•スキルグループ（Skill Group）

•プレシジョンキュー（Precision Queue）

ASAは、時間、分、秒（HH:MM:SS）で報告されます。

エージェントの場合、エージェントによって応答されたコールの合計応答待機時間をエージェン

トが応答したコール数で分割することによって、ASAは計算されます。
(AnswerWaitTime/CallsAnswered)

コールタイプの場合、コールタイプの合計応答待機時間をコールタイプによって処理されたコー

ル数で分割することによって、ASAは計算されます。 (AnswerWaitTime/CallsHandled)

スキルグループとプレシジョンキューの場合、スキルグループまたはプレシジョンキューで応

答されたコールの合計応答待機時間をそのスキルグループまたはプレシジョンキューによって応

答されたコール数で分割することによって、ASAは計算されます。 (AnswerWaitTime/CallsAnswered).
次の例を検討してください。

•コールがスキルグループ Xで 30秒間キューイングされている。

•コールはその後、スキルグループ Yで 10秒にキューイングされる。
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この場合、合計キュー時間は 40秒となり、コールがスキルグループYで 10秒間キューイングさ
れただけの場合も、スキルグループ Yの ASAの計算に使用されます。

関連トピック

コールタイプ放棄/応答分布 -履歴
コールタイプ -履歴全フィールド
コールタイプキューのインターバル全フィールド

Peripheralスキルグループ -履歴全フィールド
プレシジョンキューのインターバル -全フィールド
コールタイプ -リアルタイム（Call Type Real Time）
Peripheralスキルグループ -リアルタイム全フィールド
プレシジョンキュー -リアルタイム全フィールド
コールタイプスキルグループ履歴

スキルコールプロファイル履歴

スキルサマリー履歴

コールタイプ -リアルタイム（Call Type Real Time）
コールタイプ -今日リアルタイム
スキルグループ -リアルタイムステータス

サービスレベル
サービスレベルは、コールへの応答に関する目標を設定し、評価する際に役立ちます。

指定した間隔内に応答または放棄されたすべてのコールは、その間隔のサービスレベルコールで

あると見なされます。

サービスレベルは、サービスレベル時間内に応答も放棄もされていないコールの影響は受け

ません。たとえば、サービスレベルのしきい値内でエラー条件が発生したコールはサービス

レベルに影響しません。

（注）

サービスレベルの計算では、次の 2つの設定パラメータが重要です。

• [サービスレベルのしきい値（Service level threshold）]：コールを処理するための目標として
設定する秒数。特定時間のサービスレベルを計算する場合、Packaged CCEは、その間隔内
でサービスレベルイベントが発生したコール数を特定します。たとえば、目標を 2分以内
のコールの 80%に応答に設定する場合は、サービスレベルのしきい値を 120秒に設定しま
す。レポートには、その間隔内でサービスレベルイベントがあった、コールのパーセンテー

ジが表示されます。

• [サービスレベルタイプ（Service level type）]：サービスレベルのしきい値よりも前に放棄
されたコールがサービスレベル計算に与える影響が決まります。サービスレベルタイプに

は次の 3つのオプションがあります。

◦ [無視する（Ignore）]：放棄されたコールはサービスレベルの計算から除外されます。
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◦ [マイナスの影響（Negative impact）]：サービスレベルしきい値内で放棄されたコール
は処理されるコールとしてカウントされません。

◦ [プラスの影響（Positive impact）]：サービスレベルしきい値内で放棄されたコールは処
理されるコールとしてカウントされます。

サービスレベルの計算は、サービスレベル設定に定義されたサービスレベルタイプに基づきま

す。これらについては、次の表で説明します。

表 1：サービスレベルタイプの数式

サービスレベルを決定するために使用される数式サービスレベルタイプ

ServiceLevelCalls / (ServiceLevelCallsOffered – ServiceLevelAband)放棄呼の無視

ServiceLevelCalls / (ServiceLevelCallsOffered)放棄呼へのマイナスの

影響

(ServiceLevelCalls + ServiceLevelAband) / (ServiceLevelCallsOffered放棄呼へのプラスの影

響

サービスレベルタイプの計算方法の例については、次のコール数を考慮してください。

•サービスレベルしきい値（ServiceLevelCalls）内に応答 = 70コール

•サービスレベルしきい値（ServiceLevelAband）内に放棄 = 10コール

•超過サービスレベルしきい値（ServiceLevelCallsOffered –（ServiceLevelCalls +
ServiceLevelAband））= 20コール

•合計サービスレベルイベント（ServiceLevelCallsOffered）= 100コール

これらのコール数では、次のようにサービスレベルが計算されます。

表 2：サービスレベルの計算

サービスレベル計算：このサービスレベルタイプの場合：

70/（100 - 10）= 77%放棄呼を無視する計算方法

70/100 = 70%放棄呼が、マイナスの影響を与える計算方法

（70 + 10）/100 = 80%放棄呼が、プラスの影響を与える計算方法

サービスレベルのしきい値とタイプは、システム全体に設定したり、個々のコールタイプ、スキ

ルグループおよびプレシジョンキューに設定したりできます。個々のエンティティの設定はシ

ステムレベルでの設定をオーバーライドします。
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コールタイプのサービスレベル

カスタマーエクスペリエンスを全体的に測定するためにコールタイプを使用すると、コール処理

全体と発信者によるシステムの使用状況について深く理解できるようになります。

コールタイプのサービスレベルのしきい値タイマーは、サービスレベルが定義されているコー

ルタイプにコールが入った時点で開始します。サービスレベルタイマーが経過すると、サービ

スレベルは、このコールに関連付けられている現在のコールタイプに適用されます。

[キューイング（Queue To）]ノードを使用するスクリプトに関連付けられているコールタイプだ
けが、サービスレベルを定義します。コールタイプがスクリプト変更またはコールタイプノー

ドを使用して変更されると、サービスしきい値タイマーはリセットされます。

このコールタイプに対して発生する可能性があるサービスレベルイベントは、次の 4つです。

•サービスレベルのしきい値が経過する前に、エージェントがコールに応答します。この場
合、ServiceLevelsCallsOfferedおよび ServiceLevelCallsデータベースフィールドが増加しま
す。

•サービスレベルのしきい値が経過する前に Unified CVPまたはエージェントの電話でコール
が放棄された場合。この場合、ServiceLevelCallsOfferedおよびServiceLevelAbandデータベー
スフィールドが増加します。

•サービスレベルのしきい値が経過する前に応答されなかったため、コールがリダイレクトさ
れた場合。この場合、ServiceLevelCallsOfferedデータベースフィールドが増加します。

•たとえば、コールがエージェントによって応答、または放棄されないまま、サービスレベル
のしきい値タイマーが経過した場合。この場合、ServiceLevelCallsOfferedデータベースフィー
ルドが増加します。

サービスレベルしきい値が経過する前にコールにエラーが発生した場合、[ServiceLevelError]デー
タベースフィールドの値は増加しますが、[ServiceLevelOffered]の値は増加しません。サービス
レベルしきい値が経過した後にコールにエラーが発生した場合は、[ServiceLevelOffered]の値が増
加します。

サービスレベルの計算からエラーを除外するには、エラーのコールを除外して

[ServiceLevelCallsOffered]を調整します。調整された SL提供コール数 = SL提供コール数 –（Total
Errorコール数 - ServiceLevelError）

この例では、放棄コールがマイナスの影響を与えます。ServiceLevel = ServiceLevelCalls /
(ServiceLevelCallsoffered – (AgentErrorCount + ErrorCount – ServiceLevelError))。

関連トピック

コールタイプ -履歴全フィールド
コールタイプキューのインターバル全フィールド

コールタイプ -リアルタイム（Call Type Real Time）
コールタイプスキルグループ履歴
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スキルグループとプレシジョンキューのサービスレベル

スキルグループとプレシジョンキューレベルでは、サービスレベルメトリックは、モニタリン

グエージェント、スキルグループ、およびプレシジョンキューのパフォーマンスに役立ちます。

スキルグループまたはプレシジョンキューのサービスレベルのしきい値タイマーは、コールが

スキルグループまたはプレシジョンキューにキューイングされるとすぐに開始されます。

スキルグループまたはプレシジョンキューで発生する可能性のあるサービスレベルイベントが

5つあります。

•サービスレベルのしきい値が経過する前に、エージェントがコールに応答します。この場
合、コールに応答したスキルグループまたはプレシジョンキューの [ServiceLevelsCallsOffered]
および [ServiceLevelCalls]データベースフィールドの値が増加します。コールが複数のスキ
ルグループにキューイングされた場合は、他のスキルグループまたはプレシジョンキュー

に対する [ServiceLevelsCallsOffered]および [ServiceLevelCallsDequeued]データベースフィー
ルドの値が増加します。

•サービスレベルしきい値が経過する前に、スキルグループまたはプレシジョンキューから
コールがキューイング解除されます。この場合、ServiceLevelsCallsOfferedおよび
ServiceLevelCallsDequeuedデータベースフィールドが増加します。コールは [キャンセル
キュー（CancelQueue）]ノードを使用してキューから外される場合もあれば、別のスキルグ
ループまたはプレシジョンキューにルーティングされるためにそのスキルグループまたは

プレシジョンキューのキューから外される場合もあります。

•サービスレベルのしきい値が経過する前に、VRU（キュー）またはエージェントの電話で
コールが放棄された場合。この場合、ServiceLevelCallsOfferedおよびServiceLevelAbandデー
タベースフィールドが増加します。

•サービスレベルのしきい値が経過する前に応答されなかったため、コールがリダイレクトさ
れた場合。この場合、ServiceLevelCallsOfferedデータベースフィールドが増加します。

•サービスレベルのしきい値タイマーが経過した場合。例：コールがエージェントによって
応答、または放棄されないまま、サービスレベルのしきい値に達しました。この場合、

ServiceLevelCallsOfferedデータベースフィールドが増加します。

ServiceLevelCallsOfferedからエラーを削除する場合は、カスタムレポートで
ServiceLevelCallsOffered –（Errors – SLErrors）という数式を使用できます。

（注）

関連トピック

Peripheralスキルグループ -履歴全フィールド
プレシジョンキューのインターバル -全フィールド
Peripheralスキルグループ -リアルタイム全フィールド
プレシジョンキュー -リアルタイム全フィールド
スキルコールプロファイル履歴
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バケット間隔
バケットインターバルを指定すると、特定の時間増分（0～ 8秒、60秒未満など）内の放棄呼ま
たは応答呼のデータを追跡できます。

バケット間隔は次のものに関連付けられます。

•コールタイプ

•スキルグループ

•プレシジョンキュー

これは、システム全体に設定したり、個々のコールタイプ、スキルグループ、およびプレシジョ

ンキューに設定したりできます。個々のエンティティの設定はシステムレベルでの設定をオー

バーライドします。

現在、グローバル設定はコールタイプにのみ適用できます。（注）

サービスレベルでは、何パーセントのコールが特定の時間内に応答されたかがわかりますが、

サービスレベルのどれくらい近くで、コールが応答または放棄されたかはわかりません。コール

タイプの間隔では、コールが応答されるまでに、または放棄されるまでに、発信者がどれくらい

待っているかも把握できます。

たとえば、サービスレベルが 2分の場合に、間隔を 30秒、1分、90秒、120秒、180秒、210秒、
および 240秒に設定したとします。これらのインターバルを使用すれば、コールが 180秒のサー
ビスレベルしきい値の 30秒後までに応答されたのか、ほとんどの人が応答されるまでにさらに
1分長く待っているのかがわかります。

この間隔は、発信者が放棄するまでにどれぐらい待とうという意志があるかについての洞察も得

られます。たとえば、サービスレベルを 2分過ぎるまでは、発信者の多くはコールを放棄しない
とします。この場合は、サービスレベルの目標を変更できることが示されている可能性がありま

す。

レポートの不一致を回避するには、特定の時間境界（つまり、1日、週、または月の終わり）で
のみバケット間隔設定を変更します。時間境界を変更するときには、変更するインターバルに対

してレポートを実行しているユーザがいないことを確認してください。

関連トピック

コールタイプ放棄/応答分布 -履歴
プレシジョンキュー放棄/応答分布 -履歴
スキルコールプロファイル履歴
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