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Packaged CCEコンポーネント
シスコでは、A側および B側と呼ばれるUCS CシリーズまたはUCS Bシリーズサーバのペア
に Packaged CCEを提供します。これらのサーバ上で、5つのシスココンタクトセンターが 17
の仮想マシン（VM）として動作します。これらのコンポーネントを次に示します。

Cisco Unified Contact Center Enterprise（Unified CCE）

Unified CCEは、CCEコールサーバ（A側と B側）2台と Unified CCEデータサーバ（A側と
B側）2台、計 4台の VMとしてインストールされます。

CCEコールサーバはコールをルーティングし、2台のPeripheralGatewayをホストし、エージェ
ントデスクトップとのインターフェイスを取る CTIオブジェクトサーバとして動作します。

CCEデータサーバは、ロガーとして機能します。ロガーとは、コンタクトセンター設定デー
タと履歴レポーティングデータをデータサーバへの配信用に格納するデータベースサーバで

す。また、管理およびリアルタイムデータサーバとしても機能します。この VMコンソール
から Configuration Managerにアクセスできます。

Cisco Unified Customer Voice Portal（Unified CVP）：コール/VXMLサーバ、OAMPサーバ、およ
びレポートサーバ

Unified CVPは、インテリジェントな音声およびビデオセルフサービス製品であり、これを利
用してコンタクトセンターの情報を効率的に取得できます。また、プロンプト表示、収集、

キューイング、およびコール制御を可能にします。Unified CVPは、次のようにインストール
されます。

• Unified Customer Voice Portal（CVP）サーバ 4台（A側に 2台、B側に 2台）。音声ガイ
ダンス、キューイング、コール制御を提供します。PackagedCCEの場合、UnifiedCVPサー
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バはコールサーバと VXMLサーバの機能を組み合わせています。このマニュアルでは、
このサーバを Unified CVPサーバと呼びます。

• A側にUnified CVPOAMPサーバ 1台。Unified CVPクラスタを維持するためのウェブベー
スの操作コンソールを提供します。

•オプションの Unified CVP Reporting Server 1～ 2台。Unified CVPの操作からレポーティン
グデータを収集し、Unified Intelligence Centerレポートテンプレートを介してアクセスさ
れます。

Cisco Unified Communications Manager（Unified Communications Manager）

Unified Communications Managerは、エンタープライズクラスの IP通信処理システムです。従
来の電話機能に加え、モビリティやフル機能の会議サービスなど、高度な機能を提供します。

Unified Communications Managerは 3台の VM、つまり、読み取り/書き込みデータベースを格
納する A側のパブリッシャと、電話機およびゲートウェイを登録する A側および B側のサブ
スクライバとしてインストールされます。

UnifiedCommunicationsManagerには 2つオプションがあります。UnifiedCommunicationsManager
VM「オンボックス」は、A側ホストのパブリッシャとサブスクライバ、B側ホストのサブス
クライバの 3つあります。外部 Communications Managerを使用する場合もあります。外部
Unified Communications Managerを使用しても、3つの VMは他の目的には解放されません。

Cisco Unified Intelligence Center（Unified Intelligence Center）

Unified IntelligenceCenterは、リアルタイムおよび履歴レポーティングを提供する高度なレポー
ティングプラットフォームです。Unified IntelligenceCenterは、複数のレポーティングオブジェ
クトを1つにまとめるためのダッシュボードベースキャンバスを提供し、コンタクトセンター
の統計情報を包括した一覧表を示します。

Unified Intelligence Centerは 2台のVM、つまり、A側のパブリッシャと B側のサブスクライバ
としてインストールされます。

Cisco Finesse（Finesse）

Finesseは、カスタマーサービス組織と対話する各種のコミュニティにコラボレーションエク
スペリエンスをもたらすように設計された、次世代のエージェントおよびスーパーバイザデス

クトップです。Finesseの利用により、カスタマーエクスペリエンスおよびカスタマーケア担
当者の満足度が向上します。

Finesseは、A側のプライマリノードと B側のセカンダリノードの 2つの VMとしてインス
トールされます。
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サインイン
https://<IP Address>/cceadminにアクセスして Unified CCE Administrationにサインイ
ンします。<IP Address>は、A側または B側のUnified CCEデータサーバまたはオプションの
外部 AW-HDS-DDSのアドレスです。

IPv6ネットワーク上のスーパバイザは、https://<FQDN>/cceadminにアクセスしてUnified
CCE Administrationにサインインします。<FQDN>は、A側または B側の Unified CCEデータ
サーバまたはオプションの外部 AW-HDS-DDSの完全修飾ドメイン名です。

[サインイン（Sign-In）]ウィンドウには、次のフィールドがあります。

ロールを選択するドロップダウンリスト。ロールは次のとおりです。

•管理者ツールで作成される管理者。

•エージェントとして作成され、スーパーバイザとして動作するように設
定されるスーパーバイザ。

[ロール
（Role）]

設定済みのすべてのドメインと、定義済みの代替ユーザプリンシパル名

（UPN）を示すドロップダウンリスト。
[ドメイン
（Domain）]

管理者は、Active Directoryのユーザ名を使用してサインインします。

スーパーバイザは、Agentツールの [一般（General）]タブに設定されている
エージェントのユーザ名を使用してサインインします。

[ユーザ名
（Username）]

管理者は、Active Directoryのパスワードを使用してサインインします。

スーパーバイザは、Agentツールの [一般（General）]タブに設定されている
パスワードを使用してサインインします。

[パスワード
（Password）]

管理者が最初にサインインすると、[ホーム（Home）]メニューが開きます。

スーパーバイザが最初にサインインすると、[管理（Manage）]メニューが開きます。

言語

言語パックがインストールされている場合、[サインイン（Sign-In）]ウィンドウは、12以上
の言語を示す [言語（Language）]ドロップダウンメニューが含まれます。初期のデフォルト
言語は英語です。他の言語でユーザインターフェイスとオンラインヘルプを表示するには、

その言語を選択します。それ以降のサインインでも、言語を再び変更するまでは選択した言語

が保持されます。
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システムインターフェイス
正常なログイン後の表示は、管理者またはスーパバイザのどちらであるかによって異なりま

す。管理者の場合、ロールと関連部門によっても表示内容は異なります。管理者およびシステ

ムアクセスを参照してください。

アクセス権限に関係なく、すべての管理者には以下が表示されます。

•ユーザ名とサインアウトオプションを示す、メニューの上のタイトルバー。システムは、
30分間非アクティブであると、自動的にサインアウトします。

• [ホーム（Home）]、[管理（Manage）]、および [設定（Settings）] 3つのメニューの一部
またはすべてを示すメニューバー

導入ツールのアクセス権限を持つ管理者には、メニューバーに通知アイコンも含まれます。通

知アイコンは、導入したマシンからシステムが検出した検証ルールの警告およびエラーの数を

示します。通知アイコンをクリックして導入ツールを開くと、検証ルールのアラートが発生し

たマシンを表示し、それらのアラートの詳細を表示できます。

スーパーバイザには、[管理（Manage）]メニューしか表示されず、そのメニューにあるツール
へのアクセスも制限されます。

状況依存情報については、ページ上のヘルプアイコンをクリックしてください。

メニュー

管理

最も頻繁に使用するツールは、[管理（Manage）]メニューにまとめられています。使用可能な
ツールに応じて、[管理（Manage）]メニューには [エージェント（Agent）]、[コール（Call）]
および [その他（Other）]の 3種のサブメニューの一部または全部が含まれます。
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システム

使用可能なツールに応じて、[システム（System）]メニューには [一般（General）]および [ア
クセス（Access）]サブメニューの一部または全部が含まれます。

一覧（Lists）

[一覧（List）]ウィンドウ

ほとんどのツールでは、現在設定されているすべてのオブジェクトの行がある [一覧（List）]
ウィンドウが開きます。たとえば、[チーム（Teams）]ツールには各チームを行にした一覧が
あり、[コールタイプ（Call Types）]ツールには各コールタイプを行にした一覧があります。
[一覧（List）]ウィンドウでは、検索、ソート、編集、削除が実行できます。

[一覧（List）]ウィンドウに対する権限は管理者とスーパーバイザで異なり、各ツールに関す
るトピックに記載されています。

一覧の検索

ほとんどのツールには [一覧（List）]ウィンドウに [検索（Search）]フィールドがあります。
ツールによって多少のバリエーションはありますが検索インターフェイスはみな同様です。

検索および管理者

グローバル管理者としてサインインすると、検索はすべてのオブジェクトを返します。

部署の管理者としてサインインすると、検索は管理する部署内のすべてのオブジェクトとグ

ローバルオブジェクト（部署に属さないオブジェクト）を返します。

基本検索

検索ツールによっては、[名前（Name）]（またはそれと同等のもの）および[説明（Description）]
フィールドに対する基本的な検索を提供します。

いずれかの値のすべてまたは一部を入力して一致を検索します。[検索（Search）]フィールド
からテキストを削除して、検索をクリアします。

部署 IDを使用したツールの検索

部署に関連付けることのできるオブジェクトでは、[検索（Search）]フィールドの右側にある
[+]アイコンをクリックしてポップアップウィンドウを開くことができます。

•名前または説明を入力します（コールタイプおよびプレシジョンキューに対しては [ID]
を追加します）。

•部署を選択します。[グローバルおよび部署（Globals andDepartments）]、[グローバルのみ
（Globals only）]、または [部署のみ（Departments only）]のオプションがあります。
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[グローバルおよび部署（Globals and Departments）]または [部署のみ（Departments only）]
を選択すると、入力フィールドが有効になり、部署名のスペース区切りのリストを入力で

きます（部署は OR検索です）。

部署による検索は部署が設定されている場合にだけ有効です。（注）

エージェントの高度な検索

[エージェント（Agents）]ツールの [検索（Search）]フィールドは、高度で柔軟性のある検索
を実現しています。

[検索（Search）]フィールドの右端にある [+]アイコンをクリックしてポップアップウィンド
ウを開きます。以下を実行できます。

• [エージェントのみ（agents only）、スーパーバイザのみ（supervisors only）]、またはその
両方を検索するように選択できます。

•ユーザ名、エージェント ID、姓または名前、あるいは説明を入力して、その文字列を検
索できます。

•スペースで区切ると、複数のチーム名を入力できます。（チームは OR検索です。エー
ジェントまたはスーパーバイザはいずれかのチームのメンバーであることが必要です）。

•スペースで区切ると、複数の属性名を入力できます。（属性は AND検索です。エージェ
ントまたはスーパーバイザはすべての属性を持つ必要があります）。

•スペースで区切ると、複数のスキルグループ名を入力できます。（スキルグループは
AND検索です。）

•部署を選択します。[グローバルおよび部署（Globals andDepartments）]、[グローバルのみ
（Globals only）]、または [部署のみ（Departments only）]のオプションがあります。

[グローバルおよび部署（Globals and Departments）]または [部署のみ（Departments only）]
を選択すると、入力フィールドが有効になり、部署名のスペース区切りのリストを入力で

きます（部署は OR検索です）。

関連トピック

部署（Departments）

リストのソート

[一覧（List）]ウィンドウのカラムのカラムヘッダーに [矢印（arrow）]アイコンがある場合、
その矢印をクリックして、昇順または降順にソートします。
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オブジェクトの追加

[リスト（List）]ウィンドウで [新規（New）]をクリックして [追加（Add）]ウィンドウを開
きます。このウィンドウでは新規オブジェクトを作成および保存するフィールドに入力できま

す。

オブジェクトの更新

[一覧（List）]ウィンドウでオブジェクトを編集するには、そのオブジェクトの行をクリック
します。これにより、変更を行い保存できるウィンドウが開きます。この表は、各ツールに対

してどのフィールドを編集できるかを示しています。

[エージェントツール一覧]ウィンドウでは、複数エージェントのスキルグループメンバーシッ
プを一括で編集することもできます（複数エージェントのスキルグループメンバーシップの

編集を参照）、また複数エージェントの説明、デスク設定、チームの編集も可能です（複数の

エージェントの説明、デスク設定およびチームの編集を参照）。

展開タイプによっては使用できないツールもあります。メモ

編集可能なフィールドツール（Tool）

[すべて（All）]のフィールド管理者（Administrators）

サイトすべてのフィールド。

[パスワードの変更（Change Password）]をオ
ンにして、エージェントのパスワードをリセッ

トします。

エージェントのデフォルトスキル

グループからエージェントを削除し

た場合、そのエージェントのデフォ

ルトスキルグループはシステム定

義のデフォルトスキルグループに

変更されます。

（注）

エージェント（Agents）

[タイプ（Type）]を除くすべてのフィールド。属性（Attributes）

[名前（Name）]

組み込みのバケット間隔は編集できません。

バケット間隔（Bucket Intervals）

フィールドなし一括ジョブ（Bulk Jobs）

システム生成 IDを除くすべてのフィールド

組み込みのコールタイプは編集できません。

コールタイプ（Call Types）
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編集可能なフィールドツール（Tool）

[すべて（All）]のフィールド部署（Departments）

[すべて（All）]のフィールドデスク設定（Desk Settings）

ルーティングタイプおよびメディアルーティ

ングドメイン以外のすべてのフィールド。

ダイヤル番号（Dialed Numbers）

ユーザ定義の配列およびスカラ拡張コール変

数の場合、[名前（Name）]、[説明
（Description）]、[最大長（Maximum
Length）]、[有効（Enabled）]、[永続
（Persistent）]を編集できます。

組み込み拡張コール変数の場合、[有効
（Enabled）]と [永続（Persistent）]のみが編
集可能なフィールドです。

拡張コール変数（Expanded Call Variables）

[すべて（All）]のフィールドネットワーク VRUスクリプト

[すべて（All）]のフィールドプレシジョンキュー（Precision Queues）

テキストおよび説明理由コード（Reason Codes）

カスタムロールでは、両方のタブ上のすべて

のフィールドが編集可能であり、すべてのア

クセスフィールドをチェックまたはチェック

解除できます。

編集できない内蔵ロールが 4つあります。

ロール（Roles）

チーム

メディアルーティングドメインおよび周辺

機器番号を除くすべてのフィールド。

[Peripheral番号（PeripheralNumber）]
フィールドは、新しいスキルグルー

プを追加して保存すると自動的に生

成されます。ここには、Peripheral上
で認識されるスキルグループの数が

表示されます。

（注）

スキルグループ（Skill Groups）

オブジェクトの削除

オブジェクトを [一覧（List）]ウィンドウから削除するには、そのオブジェクトの行にマウス
ポインタを置き、行の最後にゴミ箱のアイコンを表示します。ゴミ箱のアイコンをクリックし

て、削除を確定します。
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複数のオブジェクトを一度に削除するには、削除する各オブジェクトに対するチェックボック

スを、最大 50のオブジェクトまでオンにします。リスト内のすべてのオブジェクトを選択す
るには、リストヘッダーで [すべて選択/選択解除（select/deselect all）]チェックボックスをオ
ンにします。（一覧内のオブジェクトの数が 50個以下の場合にのみすべて選択チェックボッ
クスが利用できます。オブジェクトリストの上部にある [削除（Delete）]をクリックしたら、
選択したすべてのオブジェクトを削除したことを確認します。

選択したオブジェクトの数がオブジェクトリストの上に表示されます。すべてのオブジェクト

を選択解除するには、[すべて選択/選択解除（select/deselect all）]チェックボックスをクリック
します。（リスト内のオブジェクト数に関係なく、リスト内の1つ以上のオブジェクトをチェッ
クする場合に[すべて選択解除（deselect all）]チェックボックスが有効になります）。

ヒント

部署の管理者はグローバルオブジェクトを削除できません。オブジェクトは、[一覧（List）]
ウィンドウの [部署（Department）]カラムでグローバルとして識別されます。

Unified CCE Administrationからオブジェクトを削除すると、システムは以下のいずれかを実行
します。

•オブジェクトを即時に削除します。

•削除するオブジェクトをマークし、永続的な削除を有効にします。（ConfigurationManager
内のそのオブジェクトのツールを使用してオブジェクトを完全に削除します）。

•オブジェクトが現在の状態で削除できない理由を示すエラーメッセージを示します。

複数のオブジェクトを同時に削除する場合、1つ以上のオブジェクトが現在の状態で削除
できないと、削除に成功したオブジェクト数と削除できなかったオブジェクトを示すエ

ラーメッセージが表示されます。

次のような特定のオブジェクトは削除できません。

•デフォルトデスク設定など、システムのデフォルトとして設定されたオブジェクト。

•着信番号によって参照されるコールタイプなど、他のオブジェクトによって参照されるオ
ブジェクト。

•組み込み拡張コール変数およびロールなどの大部分の組み込みオブジェクト。

次の表に、すべてのUnified CCEAdministrationオブジェクトの削除タイプを示します。使用可
能なオブジェクトは、ロールや導入タイプによって異なります。

注記削除タイプツール

—永続的管理者（Administrators）

—マーク付きエージェント（Agents）

—マーク付き属性（Attributes）
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注記削除タイプツール

—マーク付きバケット間隔（Bucket
Intervals）

一括ジョブ、そのコンテンツファイル、ロ

グファイルがそれらを作成したホストコ

ンピュータから削除されます。

キューにある一括ジョブ、完了した一括

ジョブ、または失敗した[一括ジョブ（Bulk
Jobs）]を削除できます。

処理中の[一括ジョブ（Bulk Jobs）]は削除
できません。

導入方式に2つの管理およびデータサーバ
ホストが含まれている場合、一括ジョブが

作成された Unified CCE Administrationホス
トから一括ジョブを削除する必要がありま

す。

永続的一括ジョブ（Bulk Jobs）

—マーク付きコールタイプ（CallTypes）

—マーク付き部署（Departments）

—永続的デスク設定（DeskSettings）

—マーク付きダイヤル番号（Dialed
Numbers）

—マーク付き拡張コール変数（Expanded
Call Variables）

—永続的ネットワーク VRUスクリ
プト

プレシジョンキューがスクリプトで静的ま

たは動的に参照されるかによって異なりま

す。

マーク付きプレシジョンキュー

（Precision Queues）

—マーク付き理由コード（Reason
Codes）

—永続的ロール（Roles）

—永続的チーム（Teams）

エージェントのデフォルトのスキルグルー

プとして設定されたスキルグループを削除

すると、そのエージェントのデフォルトの

スキルグループはシステム定義のデフォル

トのスキルグループに変更されます。

マーク付きスキルグループ（Skill
Groups）

使用する前に
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オブジェクトの削除



関連トピック

永続的な削除（Permanent Deletion）

ポップアップウィンドウ

ポップアップウィンドウの選択

多くの [追加（Add）]および [編集（Edit）]ウィンドウには、そのツールに関連のあるオブジェ
クトの検索および選択に対してポップアップウィンドウがあります。

一部のポップアップウィンドウでは、1つのオブジェクトを選択可能です。他のポップアップ
ウィンドウでは、複数のオブジェクトを選択可能です。たとえば、エージェントは1つのチー
ムだけに属すので、エージェントをチームに追加するポップアップウィンドウでは1つだけし
か選択できませんが、[スキルグループメンバー（Skill Group Members）]ポップアップウィ
ンドウでは、エージェントを 1つ以上のスキルグループに追加することができます。

[追加（Add）]をクリックするか、虫眼鏡アイコンをクリックして、設定されている項目を検
索および選択するポップアップウィンドウを開きます。

使用する前に
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使用する前に

ポップアップウィンドウ

PCCE_BK_PE72BBDB_00_pcce-admin-config-guide-11-0_chapter9.pdf#nameddest=unique_29


キーボードショートカット

疑問符（?）キーを押して、ツールおよびユーザのステータス（スーパバイザまたは管理者）
に対するキーボードのショートカットを示すウィンドウを開きます。

テキストフィールドで（?）を押した場合はキーボードショートカットウィンドウは開きませ
ん。escキーを押してテキストフィールドのフォーカスを除いてから（?）キーを押してくだ
さい。

ヒント

使用する前に

12

使用する前に

キーボードショートカット
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