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マルチチャネルサービスの概要
システムがUnifiedWIMまたはUnifiedEIMと統合する場合、これらのアプリケーションによっ
て処理されるルートの接続にルーティングスクリプトを作成します。

Unified EIMおよび Unified WIMへのサポートされるルート要求
Packaged CCEでは、Unified EIMおよび Unified WIMに統合されている場合、次のタイプのマ
ルチチャネルルート要求がサポートされています。

•Webコールバック：Webコールバック要求は、UnifiedWIMを必要としない要求です。お
客様はWebサイトで「折り返しお電話をください（Call me back）」と表記されたボタン
をクリックします。その後、お客様とエージェントが電話で会話をします。

•ブレンディッドコラボレーション：ブレンディッドコラボレーションでは、発信者とエー
ジェントが電話で会話をしながら、Webセッションを通じて共同作業を行います。発信者
とエージェントは音声で会話をしながら、Webページ、フォーム、アプリケーションなど
を共有できます。

•テキストチャット：発信者とエージェントが電話で会話をする必要がない場合や、電話で
の会話が不可能な場合は、テキストチャットセッションを実行できます。Webでチャッ
トをしながら共同で作業を行うこともできます。

•電子メールメッセージ：お客様とエージェントが電子メールで通信します。
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Unified EIMおよび Unified WIMを付けるApplication Request Routing
Unified WIMまたは Unified EIMアプリケーションは、メディアルーティング周辺機器ゲート
ウェイ（MR-PG）に要求をルーティングします。MR-PGのメディアルーティング Peripheral
インターフェイスマネージャ（MR-PIM）は、要求のキューイングまたはルーティングを行う
ための汎用インターフェイスです。MR-PIMはコールルータと通信し、コールルータがルー
ティングスクリプトを実行することで、要求の最適な処理方法が決定されます。

CCEは、メディアクラス IDを使用して、メディアまたはチャネルのタイプを識別します。メ
ディアクラスは、各アプリケーションに関連付けられている通信チャネルです。Cisco_Voice
は、Webコールバックと遅延コールバックの要求および Packaged CCEのインバウンドとアウ
トバウンドの音声コールに対して使用される事前定義済みのメディアクラスです。

各メディアクラスには、少なくとも 1つのメディアルーティングドメイン（MRD）がありま
す。MRDとは、各メディアに関連付けられたスキルグループの集合です。CCEは、MRDを
使用して、スキルグループおよび特定のメディアに関連付けられたエージェントにタスクを

ルーティングします。各MRDには 1つの Packaged CCEスクリプトが必要ですが、1つのスク
リプトで複数のMRDからの要求をルーティングすることもできます。

Unified EIMおよび Unified WIM向けのSynchronized Agentsおよび Skill
Groups

エージェントはすべてのマルチチャネルソフトウェアを通じて共通ですが、スキルグループ

はアプリケーションごとに異なります。Contact Center EnterpriseソリューションでUnified EIM
およびUnifiedWIMを使用してエージェントを作成したり、アプリケーション間でエージェン
トを共有したりすることができます。エージェントまたはスキルグループが Unified EIMおよ
び EIMECEで作成されている場合は、コンタクトセンターのエンタープライズソリューショ
ンでも同時に作成されます。コンタクトセンターのエンタープライズソリューションでエー

ジェントを作成する場合は、エージェントがそれらのアプリケーションで動作する前に、Unified
EIMおよび EIMECEでエージェントを有効にする必要があります。

Unified EIMおよびEIMECEでは、Unified EIMおよびEIMECEのスキルグループのみを作成、
変更、または削除します。スキルグループは、アプリケーションによって異なります。Unified
EIMおよび EIMECEでスキルグループを作成すると、そのスキルグループはコンタクトセン
ターのエンタープライズソリューションでも同時に作成されます。ただし、コアコンタクト

センターのエンタープライズアプリケーションでは、そのスキルグループを有効にすること

はできません。

独立メディアキュー

マルチチャネルソフトウェアでは、メディアクラスごとに定義された独立キューを介してす

べてのメディアをルーティングするように設定できます。また、1種類のメディアだけにログ
インして、電子メール、テキストチャット、または音声だけを処理するようにエージェントを

設定することもできます。その場合は、対応するメディアアプリケーションにログインしてい

るエージェントだけに要求がキューイングされます。
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ユニバーサルキューの機能
ユニバーサルキューとは、複数のメディアのカスタマーコンタクトを処理するエージェント

に、複数のチャネルからの要求をルーティングするシステムの機能です。Packaged CCEは、
ユニバーサルキューを使用して、複数のチャネルからの要求を1つのキューに追加して処理し
ます。ルーティングスクリプトは、要求のチャネルに関係なく、ビジネスルールに基づいて、

エージェントに要求を送信できます。たとえば、 Packaged CCEでは、エージェントのスキル
や現在のタスクに基づき、電話、チャット、および電子メールメッセージでの要求を、これら

のすべてのチャネルを処理するエージェントにルーティングできます。

ユニバーサルキュー設定の概要
1つのユニバーサル作業キューですべての要求を管理するようにマルチチャネルソフトウェア
を設定できます。また、タスクごとにメディアを切り替えながら、すべてのメディアタイプを

処理するようにエージェントを設定することもできます。たとえば、音声、電子メール、およ

びチャットを処理し、ソフトフォン、Unified EIM、および Unified WIMにログインするエー
ジェントは、3つのスキルグループのメンバーとして設定することができます。そのエージェ
ントには、3つのスキルグループに対する要求の中で、最も待機時間が長い要求が割り当てら
れます。また、マルチチャネルソフトウェアのスクリプティング環境を使用して、要求に優先

度を付けることもできます。

メディアルーティングドメイン
メディアルーティングドメイン（MRD）は、音声や電子メールなどの各通信メディアに対す
る要求がどのようにエージェントにルーティングされるのかを計画します。例えば、Unified
WIMは、 Packaged CCEMRDを使用して、スキルグループおよび特定のチャネルに関連付け
られたエージェントにタスクをルーティングします。

MRDはPackagedCCE設定で定義され、エンタープライズ全体を通じて一意の IDを持ちます。

メディアルーティングドメインと割り込み

MRDを設定する際には、そのMRDのタスクを割り込み可能にするかどうかを指定します。
割り込みが不可能なMRDのタスクを処理するエージェントには、他のMRDからのタスクは
割り当てることができません。割り込み可能なMRDの場合は、別のMRDからのタスクがエー
ジェントに割り当てられることがあります。

通常、エージェントと顧客が同期する音声コールやチャットなどのタスクは、中断可能ではあ

りません。それに対して、電子メールメッセージの場合は、顧客とリアルタイムで通信を行わ

ないため、通常は割り込み可能です。したがって、電子メールメッセージを処理しているエー

ジェントに対しては、電話やチャットセッションのタスクを割り込ませることができます。
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メディアルーティングドメインを使用したコンタクトの分類

ルート要求のMRDに基づいて連絡先を分類することができます。

例えば、電子メールとチャットに別のMRDを設定することができます。その場合は、1つの
スクリプトで電子メールメッセージとチャットを別々のターゲットへルーティングすることが

できます。

メディアルーティングドメインノード（Paletteのルーティングタブ内）。

図 1 : [MRDドメイン（MRD Domain）]アイコン

MRDノードのプロパティを定義する前に、そのノードからのターゲットと接続を挿入します。

単一の分岐に複数のMRDを指定することは可能ですが、1つのMRDに関連付けることがで
きる分岐は 1つのみです。

（注）

以下の図では、メディアルーティングドメインノードのプロパティダイアログボックスが説

明されています。

図 2 :メディアルーティングドメインのプロパティ（Media Routing Domain Properties）

次のようにメディアルーティングドメインノードのプロパティを定義します。
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手順

ステップ 1 MRDを分岐に関連付けるには、分岐を選択し、次の手順を実行します。

a) [追加（Add）]をクリックします。
b) ドロップダウンリストからMRDを選択します。

ステップ 2 分岐を削除するには、その分岐を選択して [削除（Delete）]をクリックします。

ステップ 3 分岐の名前を変更するには、[名前の変更（Rename）]をクリックして、新しい名前を入力しま
す。

ステップ 4 分岐をその他として定義するには、その分岐を選択して [その他に設定（Make Otherwise）]を
クリックします。指定した時間範囲のどれにも該当しない間は、この分岐が選択されます。

ノードには、[その他（Otherwise）]の分岐は 1つしか指定できません。

エージェントキューイングノード
（パレットの [キュー]タブにある）エージェントキューイングノードを使用すると、エージェ
ントに連絡先を直接キューイングすることができます。

エージェントキューイングのタイプを変更する際には、以下のいずれかを実行します。

•エージェントの直接指定

•エージェントを式で選択

エージェントキューイングのタイプの変更

手順

ステップ 1 [エージェントキューイングのプロパティ（Queue toAgent properties）]ダイアログボックスで、
[変更（Change）]をクリックします。[キューエージェントタイプ（Queue Agent Type）]ダイ
アログボックスが表示されます。
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図 3 :キューエージェントタイプ（Queue Agent Type）

ステップ 2 特定のエージェントを選択する場合は、[明示的なエージェント参照（Explicit agent references）]
をオンにします。

ステップ 3 式を使用してエージェントを選択する場合は、[式でエージェント参照をルックアップ（Lookup
agent references by expression）]を選択します。

ステップ 4 1（最高）～ 10（最低）までの優先度を選択します。

ステップ 5 必要に応じて、[ターゲットの再クエリーを有効にする（Enable target requery）]をオンにしま
す。

エージェントの直接指定
次の図は、エージェントの直接指定を選択した場合のエージェントキューイングノードのプ

ロパティダイアログボックスを示します。
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図 4 :エージェントの直接指定のプロパティ

エージェントを直接指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 エージェントキューイングのタイプを [明示的なエージェント参照（Explicit agent references）]
に変更します（必要な場合に限る）。

ステップ 2 [エージェント（Agent）]カラムで、エージェントを選択します。

ステップ 3 [メディアドメイン（MediaRoutingDomain）]カラムで、選択したエージェントのメディアルー
ティングドメインを選択します。

ステップ 4 [スキルグループ（Skill Group）]カラムで、選択したエージェントとメディアルーティングド
メインのスキルグループを選択します。

ステップ 5 ルート列で、選択したエージェントとメディアルーティングドメインのルートを選択します。

ステップ 6 エージェントがログインしていない場合でも、そのエージェントに対してコンタクトをキュー
イングする場合は、[エージェントがログインしていない場合にキューイング（Queue if agent
not logged in）]を選択します。

ステップ 7 入力したデータが有効かどうかをテストするには、[検証（Validate）]をクリックします。

ステップ 8 必要に応じて、[接続ラベル（Connection Labels）]を変更します。
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