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コールの優先度
応対可能なエージェントがいないためにコールがスキルグループにキューイングされた場合

は、スキルグループキューイングノードによってコールの優先順位が設定されます。その後、

キュー優先度ノードを使用して、待ち時間の長さに応じてコールの優先順位を上げることがで

きます。コールは、同じ優先順位または異なる優先順位を持つ複数のスキルグループに対して

キューイングできます。

エージェントが対応可能になったときに、そのエージェントのスキルグループキューに複数

のコールが存在していると、そのエージェントが所属しているスキルグループの中で、最も待

ち時間が長く、最も優先順位の高いコールがそのエージェントに割り当てられます（優先順位

は 1～ 10で表され、1が最高になります）。

対応可能なエージェントの確認
Packaged CCEエージェントへのルーティングを行うスクリプトは、スキルグループ内に対応
可能なエージェントが存在しているかどうかを確認する必要があります。応対可能なエージェ

ントがいない場合は、スキルグループキューイングノードを使用する必要があります。この

スクリプトの実行は、エージェントが対応可能になるか、発信者が切断すると終了します。
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プレシジョンキュー用のスクリプト
コンタクトセンターにプレシジョンルーティングを実装するには、スクリプトを作成する必

要があります。

スクリプトでは、設定済み（静的）および動的なプレシジョンキューノードを作成し、使用

できます。

•静的なプレシジョンキューノードは、設定済みの 1つのプレシジョンキューをターゲッ
トとします。スクリプトで1つのプレシジョンキューを使用する場合には、静的なプレシ
ジョンキューを使用してください。

•動的なプレシジョンキューノードは、以前に設定された 1つまたは複数のプレシジョン
キューをターゲットとするために使用します。複数のプレシジョンキューに対してルー

ティングスクリプトが 1つだけでよい場合は、動的なプレシジョンキューを使用します
（たとえば、全体的なコール処理がキューごとに変化しない場合）。動的なプレシジョン

キューを使用すると、システム内のルーティングスクリプトを簡素化し、その総数を削減

できます。

プレシジョンキュースクリプトノード

プレシジョンキュースクリプトノードを使用して、必要な能力を持つエージェントが対応可

能になるまで、発信者の要件に基づいてコールをキューイングします。このノードには複数の

エージェント選択基準が含まれ、各手順に分けられています。

1つのコールを複数のプレシジョンキューにキューイングできます。いずれかのプレシジョン
キューでエージェントが対応可能になると、コールはそのリソースにルーティングされます。

1つのプレシジョンキューノードで複数のプレシジョンキューを参照することはできません。
ただし、複数のプレシジョンキューノードを順次実行して参照することは可能です。

プレシジョンキューノードには [優先度（Priority）]フィールドがあります。このフィールド
では、初期のキューイング優先度を設定して、別のノードを使用する他のターゲットにキュー

イングされた他のコールに対し、このノードで処理されるコールをどの程度優先させるかを指

定します。優先度は、1（最高）から 10（最低）までの整数で指定します。デフォルト値は 5
です。

エージェントが応対可能になったときに、複数のコールがプレシジョンキューにキューイング

されていた場合は、優先度の値が最も小さいコールが最初にターゲットへルーティングされま

す。たとえば、2つのコールがキューイングされているプレシジョンキューのエージェントが
対応可能になったとします。一方のコールが優先度 3で、もう一方のコールが優先度 5の場合
は、値の小さい優先度3のコールがプレシジョンキューにルーティングされ、もう一方のコー
ルはキューに残ります。2つのコールの優先度が同じ場合は、先にキューイングされたコール
が先にルーティングされます。

VRU（音声応答装置）スクリプトの指示は、VRUに送信されません。コールがプレシジョン
キューノードに入ったときに、使用可能なリソースがない場合、コールはプレシジョンキュー

にキューイングされます。そのコールがまだVRUにない場合、コールはそのノードからデフォ
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ルト VRUに転送されます。その後、スクリプトフローはただちに成功分岐を通過します。ス
クリプトは引き続き外部スクリプト実行ノードを使用して、エージェントが対応可能になるま

でコールを保留にしている間の動作を VRUに指示します。このノードでは、保留音楽を再生
するネットワーク VRUスクリプトを呼び出すのが一般的です。アナウンスを一定間隔で挿入
する場合もあります。また、スクリプトフローでは、他のキューイングノードを使用して他

のターゲット（スキルグループキューイング、エージェントキューイングなど）に同じコー

ルをキューイングすることもできます。

静的なプレシジョンキューの設定

手順

ステップ 1 [プレシジョンキューのプロパティ（Precision Queue Properties）]ダイアログボックスで、[静
的（Statically）]オプションを選択します。

ステップ 2 リストから、このノードに入るすべてのコールのルーティング先となるプレシジョンキューを
選択します。

ステップ 3 [プロパティの選択（Priority selection）]ボックスで、このノードを介して処理されるコールに
対して最初のキューイングプロパティを選択します。1～ 10を選択できます。デフォルトは
5です。

ステップ 4 [ターゲットの再クエリーを有効にする（Enable target requery）]チェックボックスをオンにし
て、このノードを介して処理されるコールに対して再クエリー機能を有効にします。

ステップ 5 [エージェントがログインしていない場合は待機（Wait if Agents Not Logged In）]チェックボッ
クスをオンにします。

このチェックボックスが選択され、このステップに関連付けられたエージェントがログインし

ていない場合、ルータはそのステップに設定された時間が経過するまで待機します。一方、こ

のチェックボックスが選択されていないと、ルータはいずれのステップでも待機しません。

ルータは、このチェックボックスが選択されているかどうかにかかわらず、最後のス

テップでは無制限に待機します。

（注）

ステップ 6 プレシジョンキューを編集するには、リストからプレシジョンキューを選択し、[プレシジョ
ンキューの編集（Edit Precision Queue）]をクリックします。

動的なプレシジョンキューの設定

手順

ステップ 1 [プレシジョンキューのプロパティ（Precision Queue Properties）]ダイアログボックスで、[動
的（Dynamically）]オプションを選択します。
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ステップ 2 [優先度の選択（Priority selection）]セクションで、このノードを介して処理されるコールに対
して初期のキューイング優先順位を選択します。1～ 10を選択できます。デフォルトは 5で
す。

ステップ 3 [ターゲットの再クエリーを有効にする（Enable target requery）]チェックボックスをオンにし
て、このノードを介して処理されるコールに対して再クエリー機能を有効にします。

ステップ 4 [エージェントがログインしていない場合は待機（Wait if Agents Not Logged In）]チェックボッ
クスをオンにします。

このチェックボックスが選択され、このステップに関連付けられたエージェントがログインし

ていない場合、ルータはそのステップに設定された時間が経過するまで待機します。一方、こ

のチェックボックスが選択されていないと、ルータはいずれのステップでも待機しません。

ルータは、このチェックボックスが選択されているかどうかにかかわらず、最後のス

テップでは無制限に待機します。

（注）

ステップ 5 次のキューオプションを選択します。

•このノードに入るコールをプレシジョンキュー名に動的にルーティングするには、[プレ
シジョンキュー名（Precision Queue Name）]オプションを選択します。

•このノードに入るコールをプレシジョンキュー IDに動的にルーティングするには、[プレ
シジョンキュー ID（Precision Queue ID）]オプションを選択します。

ステップ 6 [数式エディタ（Formula Editor）]をクリックして、コールをルーティングするプレシジョン
キュー名またはプレシジョンキュー IDを決定する式を作成します。

プレシジョンキューノードのキューイング動作

プレシジョンキューは、それぞれ待機時間が設定された1つまたは複数の時間ベースのステッ
プを使用して、内部で設定されます。コールがキューイングされると、最初のステップが開始

され、タイマーが始動します。これは、スクリプトの実行パスが成功ノードから抜け出て、新

しいノードがターゲットになった場合も起こります（例：外部スクリプトの実行）。

最初のステップのタイマーが終了すると、制御は2番目のステップに移ります（そのステップ
が存在する場合）。同様にして以降のステップにも制御が移っていきます。コールがキューに

留まり、実行を待つステップが存在する限り、コールは、プレシジョンキューノードを離れ

た後にたどるパスに関係なく、内部的にステップ間を移動し続けます。2つ以上のプレシジョ
ンキューにキューイングされたコールは、内部的に並行して各プレシジョンキューのステッ

プを通過します。プレシジョンキューの最後のステップに到達したコールは、ルーティング、

放棄、または終了させられるまで、そのステップ上にキューイングされ続けます。
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キャンセルキューノード
コールをスキルグループのキューからキャンセルする場合は、キャンセルキューノードを使

用する必要があります。キャンセルキューノードを使用すると、そのコールがキューイング

されているすべてのスキルグループからキャンセルできます。

終了ノード
終了ノードでは、デフォルトのルーティングが試行されます。デフォルトラベルが存在しない

場合は、ルーティングクライアントにエラー（ダイアログエラー）が送信されます。

エージェント転送ノード
エージェント転送ノードを使用すると、エージェント間の転送を実行できます。ルータは、

エージェントにコールを送信する前に、そのエージェントが応対可能であるかどうかを確認し

ます。エージェントが応対可能でない場合は、スキルグループに対してコールがキューイング

されます。また、エージェント転送ノードを使用してエージェントにコールを送信することも

できます。この場合は、「発信者」がエージェントである必要はありません。

特定のターゲットエージェントに転送するために、最初のエージェントは、ターゲットエー

ジェント IDを入力します。ダイヤル番号（エージェント ID）と照合する DNPエントリは、
PBXのDNPタイプがなければなりません。このDNPタイプの場合、ルート要求をルータに送
信する間、PIMはダイヤル番号（エージェント ID）を発信者入力番号（CED）フィールドに
入力します。ルータがコールを適切に処理するには、エージェント転送ノードでエージェント

IDのロケーションとして CEDフィールドを指定します。

エージェント IDはの Unified Communications Managerクラスタの拡張に一致してはいけませ
ん。すべてのエージェント IDを同じ長さで同じ番号から開始する場合、一般的なワイルドカー
ド文字列は、すべてのエージェント IDに一致します。ワイルドカード文字列によって、エー
ジェント間のルーティング用の DNPに必要なエントリは 1つのみになります。

エージェント転送ノードでは PIMを指定する必要があります。環境に複数の PIMがある場合
は、PIMがエージェントを含めるかを指定するためにエージェント ID番号計画を使用します。
エージェント IDは特定の PIMに関連付けられ、それ自体は一意ではありません。一貫した
エージェント ID割り当て計画をセットアップできます（PIM 1のすべてのエージェント IDは
1から開始するなど）。このパターンによって、企業全体にわたってエージェント IDを繰り
返さずに済みます。これにより、特定のエージェントが含まれる PIMを指定するためのスク
リプトエディタで CEDフィールドを解析できます。
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キューポイントとしての Unified CVP
Packaged CCE は、エージェントが応対可能になるまで待機する間、Unified CVPを使用して
コールをキューイングします。

Packaged CCE から Unified CVRポートにコールが送信されてキューイングされると、以下が
実行されます。

• VoIPゲートウェイから PSTNに正しいシグナルまたはメッセージを返すための終端ポイ
ントがコールに提供されます。

•エージェントが対応可能になるまで発信者が待機している間、アナウンス、音楽、または
予想待機時間や順番待ちの人数に関する情報が発信者に提供されます。エージェントが応

対可能になるまで待ちたくない発信者は、メッセージを残すこともできます。

•ネットワークから送信されない情報を発信者から取得します。

発信者が電話を切った場合は、イベントレポートメッセージ（切断または放棄のイベントタ

イプ）を通じて、 Unified CVPから Packaged CCE に通知されます。エージェントが対応可能
になると、 Packaged CCE が Unified CVPに対して、コールをエージェントにルーティングす
るように、接続メッセージを使用して自動的に指示します。

割り込み可能と割り込み不可能

お客様に数字の入力を求めて、画面ポップアップやコールルーティングに必要な情報を確認す

る VRUスクリプトを使用する場合は、そのスクリプトを割り込み不可能モードにする必要が
あります。

スキルグループキューイングノードでコールがスキルグループにキューイングされた後、

VRUに送信されて割り込み不可能なVRUスクリプトが実行された場合、発信者がその割り込
み不可能スクリプトに応答したりアナウンスを聞いている間は、エージェントが対応可能に

なっても、コールはエージェントに接続されません。その VRUスクリプトが終了して、割り
込み可能な VRUスクリプトの割り込み可能なノード（待機ノードや外部スクリプト実行ノー
ドなど）が実行されるまで、 Packaged CCEはそのコールに対応可能なエージェントを検索し
ません。ただし、キュー内での順番は維持されるため、エージェントが対応可能になると、そ

のコールは後から着信したコールよりも先に応答されます（優先順位が同じと仮定した場合）。

アナウンスまたは音楽タイプの処理を行う VRUスクリプトの場合は、割り込み可能モードに
します。この場合は、発信者がVRUスクリプトからアナウンスや音楽を受信している間でも、
最初に応対可能になったエージェントへコールを接続できます。

VRUスクリプトの割り込み可能の設定は、Unified CCE Administration Webツールの [ネット
ワーク VRUスクリプト（Network VRU Scripts）]ガジェットで行います。VRUスクリプトま
たは Packaged CCEスクリプトでこの設定を上書きすることはできません。
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