
キューの管理

コールは、スキルグループ内のメンバーシップまたはプレシジョンキューに設定された資格

に基づいてエージェントにキューイングされます。

管理者は、ロールと部門によって制約されない限り、この章で説明されているすべてのツール

にアクセスできます。を参照してください。管理者アクセスの制限

スーパバイザは、[スキルグループ（Skill Groups）]へのアクセスが制限されており、[属性
（Attributes）]および [プレシジョンキュー（Precision Queues）]には表示専用でアクセスでき
ます。

•属性（Attributes）（1ページ）
•スキルグループまたはプレシジョンキュー（3ページ）
•プレシジョンキュー（Precision Queues）（4ページ）
•スキルグループ（Skill Groups）（13ページ）

属性（Attributes）
属性とは、言語や場所、エージェントの技能など、コールルーティングの要件を識別するもの

です。ブール値および能力の 2つのタイプの属性を作成できます。

•ブール値属性を使用して、エージェントの属性値を trueまたは falseとして識別します。
たとえば、Bostonという属性を作成するとします。この属性に割り当てられたエージェン
トは、ボストンに配属されています。Boston内のエージェントは、その属性の用語として
Boston = Trueを持ちます。

•能力属性を使用して、技能レベルを 1から 10までのレベルで指定します。10が最高レベ
ルの技能を有していることを意味します。たとえば、スペイン語属性の場合、ネイティブ

スピーカーの属性は能力 = 10となります。

プレシジョンキューを作成する際は、そのキューの一部となる属性を識別し、そのキューをス

クリプトに実装します。エージェントに新しい属性を割り当て、属性値がプレシジョンキュー

の基準を満たす場合、エージェントはプレシジョンキューに自動的に関連付けられます。

属性を設定するには、Unified CCE Administration >組織 >スキル >属性に移動し、属性を設
定します。
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属性を表示および保守できます。スーパーバイザは、Agentsツールの [属性（Attributes）]タブ
で、監視対象エージェントの属性を設定できます。グローバルスーパーバイザにはすべての属

性が表示されます。部署のスーパーバイザには、グローバル属性および部署の属性が表示され

ます

関連トピック

属性の追加および保守（2ページ）
プレシジョンキュー（Precision Queues）（4ページ）

属性の追加および保守

次の手順では、属性を追加する方法について説明します。属性の維持については、オブジェク

トの更新およびオブジェクトの削除を参照してください。

手順

ステップ 1 [Unified CCE Administration] > [管理（Manage）] > [属性（Attributes）]に移動します。

ステップ 2 [属性の一覧（List of Attributes）]ウィンドウで、[新規（New）]をクリックします。

ステップ 3 [一般（General）]タブで、次のフィールドに入力します。

説明必須ですか？フィールド

部署の管理者は、この属性に関連付ける 1つ
の部署を部署のポップアップ一覧から選択す

る必要があります。一覧には、この管理者の

部署のすべてが表示されます。（部署

（Departments）を参照）。

グローバル管理者は、このフィールドをデフォ

ルトのままに設定しておくことができます。

これは、グローバル（部署に属さない）とし

て属性を設定します。グローバル管理者は、

この属性の部署を選択することもできます。

はい（部署の管理者

用）

部署名（Department）

一意の属性名を入力します。たとえば、抵当

保険（mortgage insurance）の属性を作成する
には [抵当（mortgage）] と入力します。

はい[名前（Name）]

255文字以内で、属性に関する説明を入力し
ます。

ネイティブ文字セットを参照してください。

いいえ[説明（Description）]

[ブール値（Boolean）]か [能力（Proficiency）]
のタイプを選択します。

いいえ（No）タイプ
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説明必須ですか？フィールド

デフォルト（[ブール値（Boolean）]の場合は
Trueまたは Falseを選択し、[能力
（Proficiency）]の場合は 1～ 10の数字）を
選択します。

いいえ（No）デフォルト

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

スキルグループまたはプレシジョンキュー
組織のルーティングニーズに合わせて [スキルグループ（skill groups）]または [プレシジョン
キュー（precision queues）]を使用する場合について考えます。ここでは、2通りの方法を区別
します。

スキルグループの使用

スキルグループは、能力または責任を表します。たとえば、英国での販売を担当する営業担当

者など、事前に定義された特徴の集合などがあります。このスキルグループを「English sales」
と名付けることができます。このグループ内のエージェントを（おそらくは経験に基づき）2
つのタイプの能力に分ける場合、English Sales 1と English Sales 2のように 2つの別個のスキル
グループを設定する必要があります。次に、エージェントの能力に基づいて、そのエージェン

トを一方のグループに関連付けます。これには、[スキルグループ（skill group）]にアクセス
し、そこに追加するエージェントを特定します（またはそのスキルグループをそのエージェン

トに追加します）。要するに、スキルグループを作成するには、まず、English Sales 2など、
各エージェントに求める特徴の組み合わせに関する概念を築きます。

プレシジョンキューの使用

スキルグループとは対照的に、プレシジョンキューは属性定義を分類し、エージェントの集

合を属性レベルで形成します。プレシジョンキューの属性レベルに一致するエージェントは、

そのプレシジョンキューに関連付けられます。

プレシジョンキューを使用する場合、前の English salesの例では、Englishと Salesの属性の定
義と、それらの特徴を持つエージェントをその属性に関連付ける作業を伴います。プレシジョ

ンキュー English Salesは、それらの特徴を持つすべてのエージェントをプレシジョンキュー
に動的にマップします。また、さらに複雑な能力属性を定義して、エージェントに関連付ける

こともできます。それによって、1つのプレシジョンキューで、英語能力 10、販売能力 5のよ
うに複数の能力検索を組むことができます。

このプレシジョンキューの例をスキルグループに分けるには、英語能力 10と販売能力 5とい
う 2つの別個の [スキルグループ（skill group）]を設定する必要があります。プレシジョン
キューを使用すると、エージェントを属性別に振り分けることができます。スキルグループで

は、スキルグループを定義し、それにエージェントを割り当てます。
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スキルグループまたはプレシジョンキューの決定

プレシジョンルーティングは、従来のルーティングを拡張するものであり、これに置き換わる

ものです。従来のルーティングでは、エージェントが属するすべての [スキルグループ（skill
group）]を調べ、ビジネスニーズに対応するスキルの階層を定義します。ただし、従来のルー
ティングには 1次元の性質による制限があります。

プレシジョンルーティングは、簡単な設定、スクリプティング、およびレポートを使用した多

次元のルーティングを提供します。エージェントは、能力を示す複数の属性で表されます。こ

れにより、各エージェントの能力が正確に公開され、ビジネス価値が向上します。

ルーティングニーズがあまり複雑でない場合、1つまたは2つの [スキルグループ（skillgroup）]
を使用することを検討してください。ただし、管理の容易な 1つのキューに 10もの能力レベ
ルを含む検索を実施する場合は、プレシジョンキューを使用してください。

プレシジョンルーティングは、UnifiedCVPのCourtesyCallback機能をサポートしていません。
プレシジョンキューは複雑なため、正確な予想待機時間を計算することは困難です。Courtesy
Callbackは予想待機時間によって異なります。そのため、Courtesy Callbackの代わりに、Agent
Requestインターフェイスを介してノンプリエンプティブなコールバックを使用します。

（注）

プレシジョンキュー（Precision Queues）
プレシジョンルーティングは、スキルグループルーティングの多次元の代替物となるもので

す。Unified CCEスクリプティングを使用して、発信元のニーズにちょうど適合するエージェ
ントにコールを向けるようプレシジョンキューを動的にマッピングできます。プレシジョン

キューはプレシジョンルーティングの主要コンポーネントです。

プレシジョンルーティングを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 属性を作成する。属性とは、Trueまたは False値、あるいは 1～ 10の能力評価を割り当て
ることができる特徴です。

2. 属性をエージェントに割り当てる。

3. [プレシジョンキュー（Precision Queues）]を作成する。

4. ルーティングスクリプト（routing scripts.）を作成する。

エージェントを[プレシジョンキュー（PrecisionQueues）]に追加する必要はありません。エー
ジェントはそれぞれの属性に基づいて自動的に[プレシジョンキュー（Precision Queues）]の
メンバーになります。[プレシジョンキュー（Precision Queues）]がボストンに住むエージェ
ント、流暢なスペイン語を話すエージェント、および装置の特定の部品に関するトラブルシュー

ティングにおいて熟達したエージェントを必要とする場合、Boston = True、Spanish = True、お
よび Repair = 10の属性を持つエージェントが自動的に[プレシジョンキュー（Precision Queues
）]に加えられます。装置に関するヘルプを必要とする、ボストン在住のスペイン人の発信者
は、そのエージェントにルーティングされます。
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[プレシジョンキュー（Precision Queues）]には、次のものが含まれます。

•項：項によって属性と値が比較されます。たとえば、Spanish == 10という項を作成でき
ます。この属性の項は、最も高いスペイン語能力です。

各プレシジョンキューには複数の属性があり、これらの属性は複数の項で使用できます。

たとえば、スペイン語の能力値が 5から 10のエージェントを選択するには、Spanish > 5
の項を 1つ、また Spanish < 10の項を 1つ作成します。

•式：式は1つまたは複数の項の集合です。式の中の項は、同じ演算子を共有する必要があ
ります。つまり、すべて ANDか、すべて ORの関係であることが必要です。

•
•手順：プレシジョンキュー手順とは、プレシジョンキュー内の時間ベースのルーティン
グポイントです。手順は 1つ以上の式の集合です。

手順には、待機時間とConsider If式が含まれる場合もあります。待機時間を使用して、対
応可能なエージェントを待機する最大時間を割り当てます。Consider If式を使用して、別
のキューなど、事前に定義された基準に照らして手順を評価します。

ロールと管理する部署によって、管理者はプレシジョンキューを設定するフル権限を持ちま

す。スーパーバイザは、プレシジョンキューツールに表示専用でアクセスできます。グロー

バルスーパーバイザはすべてのプレシジョンキューを表示できます。部署のスーパーバイザ

は、グローバルプレシジョンキューおよび自分の部署のプレシジョンキューを表示できます。

複数のエージェントに関連付けられたプレシジョンキューを追加または変更する場合、システ

ムはエージェントの関連付けの更新によるシステムリソース割り当てで潜在的な過負荷が発生

するのを回避します。プレシジョンキューの更新は、システムが非常にビジーである場合は拒

否される可能性があります。
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プレシジョンキューの追加および保守

始める前に

次の手順では、プレシジョンキューを作成する方法について説明します。プレシジョンキュー

の維持については、オブジェクトの更新およびオブジェクトの削除を参照してください。

プレシジョンキューを作成する前に、属性を作成する必要があります（属性の追加および保守

（2ページ）を参照してください）。

手順

ステップ 1 Unified CCE管理 >組織 >スキル >プレシジョンキューに移動します。

これによって、現在設定されているすべてのプレシジョンキューを示す [プレシジョンキュー
の一覧（List of Precision Queues）]ウィンドウが開きます。

ステップ 2 新規をクリックして、新規プレシジョンキューウィンドウを開きます。各フィールドに値を
指定します。

説明必須ですか？名前（Name）

部署の管理者は、このプレシジョン

キューに関連付ける部署のポップアップ

一覧から1つの部署を選択する必要があ
ります。一覧には、この管理者の部署の

すべてが表示されます。（部署

（Departments）を参照）。

グローバル管理者は、このフィールドを

デフォルトのままに設定しておくことが

できます。これは、グローバル（部署に

属さない）としてプレシジョンキュー

を確立します。グローバル管理者は、こ

のプレシジョンキューの部署を選択す

ることもできます。

管理者がプレシジョンキューの部署を

選択するときに、属性とバケット間隔の

ポップアップ一覧はグローバルオブジェ

クトとその部署のオブジェクトを示しま

す。

管理者がプレシジョンキューの部署を

変更すると、選択内容が新しい部署また

はグローバル部署に属さない場合はバ

ケット間隔と属性の選択がクリアされま

す。

はい（部署の管理者

専用）

部署名（Department）

キューの管理
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説明必須ですか？名前（Name）

最大 32文字の英数字で入力します。はい名前（Name）

255文字以内で、プレシジョンキューの
説明を入力します。

ネイティブ文字セットを参照してくださ

い。

いいえ[説明（Description）]

サービスレベル契約に関するレポーティ

ングに使用されるサービスレベルタイ

プを選択します。

サービスレベルタイプは、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、サービスレベルの計算にど

のように影響するかを示します。

• [放棄呼を無視する（Ignore
AbandonedCalls）]（デフォルト）：
サービスレベルの計算から放棄さ

れたコールを除外するには、このオ

プションを選択します。

• [放棄呼をマイナスの影響として処
理（Abandoned Calls have Negative
Impact）]：サービスレベルのしき
い値の時間内で応答されたコールの

みを処理済みコールとしてカウント

する場合は、このオプションを選択

します。サービスレベルは、サー

ビスレベルのしきい値の時間内に

放棄されたコールによって、マイナ

スの影響を受けています。

• [放棄呼をプラスの影響として処理
（Abandoned Calls have Positive
Impact）]：サービスレベルのしき
い値の時間内に放棄されたコールを

応答済みコールとして考慮するに

は、このオプションを選択します。

この設定では、放棄呼はサービス

レベルにプラスの効果をもたらしま

す。

はいサービスレベルタイプ

（Service Level Type）

キューの管理
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説明必須ですか？名前（Name）

サービスレベル契約に基づき、コール

に応答するまでの時間を、0～
2,147,483,647の秒数で入力します。

このフィールドに入力する時間は、サー

ビスレベル契約に関するレポーティン

グに使用され、プレシジョンキューに

コールが留まる時間には影響しません。

コールが手順内に残る時間の長さは、

個々の手順の待機時間によって決定され

ます。

はいサービスレベルしきい値

（Service Level Threshold）

オプションを選択し、このキューから

コールを受信するエージェントを決定し

ます。

エージェントの順序は、プレシジョン

キューの手順で選ばれるエージェントを

示すものではありません。エージェント

は、手順に指定された条件に基づいて包

含または除外されます。

• [最長時間対応可能なエージェント
（LongestAvailableAgent）]（デフォ
ルト）：プレシジョンキューに対

してエージェントを順序付けるデ

フォルトの方法。コールは、対応可

能（または受信可能）状態が最も長

いエージェントに送信されます。

• [最もスキルの高いエージェント
（Most SkilledAgent）]：コールは、
プレシジョンキューの手順に関連

するすべての属性から、合計して適

格性の最も高いエージェントに送信

されます。エージェント豊富な環境

では、この設定は、適格性のより高

いエージェントの使用率が高まるこ

とを意味します。

• [最もスキルの低いエージェント
（Least SkilledAgent）]：コールは、
プレシジョンキューの手順に関連

するすべての属性から、合計して適

格性の最も低いエージェントに送信

されます。

はいエージェント順序（Agent
Order）

キューの管理
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説明必須ですか？名前（Name）

バケット間隔を選択します。この上限を

使用し、コールに応答するタイムスロッ

トが測定されます。フィールドはシステ

ムのデフォルトにデフォルト設定されま

す、参照 （コールレポートのシステム

設定参照）（参照）。

異なるバケット間隔を選択するには、次

の操作を行います。

1. [虫眼鏡（magnifying glass）]アイコ
ンをクリックし、[バケット間隔の選
択（Select Bucket Interval）]を表示
します。

2. 行をクリックして選択し、一覧を閉
じます。

いいえバケット間隔（Bucket
Intervals）

ステップ 3 番号付きの Step Builderリンクをクリックし（「手順 1」、「手順 2」など）、[Step Builder]
ポップアップウィンドウ内でプレシジョンキューの手順を作成します。

ステップ 4 追加が終了したら、[保存（Save）]をクリックします。

プレシジョンキュー手順の作成

どのプレシジョンキューにも手順が存在する必要があり、どの手順にも式が存在する必要があ

ります。式とは、属性の項の集合です。

手順

ステップ 1 [手順（Steps）]パネルで番号付きの手順リンクをクリックします（[手順 1（Step 1）]、[手順
2（Step 2）]など）。

手順番号のポップアップウィンドウが開きます。

ステップ 2 最初の手順を次のように作成します。

a) [式 1（Expression 1）]パネルの [属性の選択（Select Attribute）]フィールドの右側にある
[虫眼鏡（magnifying glass）]アイコンをクリックします。

b) リストから属性を選択します。
c) 2つの [選択（Select）]フィールドを使用して、属性の項を確立します。最初の [選択
（Select）]フィールドをクリックして、演算子を選択します。

•ブール値属性について、等しいおよび等しくないの演算子を選択します。
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•能力属性について選択できる演算子は、True、False、より少ない、以下、より大き
い、および以上です。

d) 2つめの [選択（Select）]フィールドをクリックして値を選択します。

•ブール値属性の値は Trueおよび Falseです。

•能力属性の値は、1～ 10の値になります。

選択すると、式に対する属性の項が作成されます。

ステップ 3 2つめの属性を最初の式に追加するには、[式 1（Expression 1）]列の [属性の追加（Add
Attribute）]をクリックします。

a) [および（AND）]か [または（OR）]を選択して、最初の属性と 2つめの属性の関係を確
立します。

b) ステップ 2b、2c、および 2dを繰り返します。

ステップ 4 引き続き、属性を式 1に追加します。

式内のすべての属性を同じ論理演算子で結び付ける必要があります。すべて [および（AND）]
か、すべての [または（OR）]であることが必要です。

ステップ 5 2つめの式を追加するには、[式 1（Expression 1）]列の [属性の追加（Add Attribute）]ドロッ
プダウンをクリックして、 [式の追加（Add Expression）]を選択します。

ステップ 6 [および（AND）]か [または（OR）]を選択して、最初の式と2つめの式の関係を確立します。

ステップ 7 属性を式 2に追加します。

ステップ 8 必要に応じて、式の追加を続行します。

この例では、ボストン領域に住むスペイン人の発信者が、ServerXYZを修理するために技術者
のオンサイトサービスを必要としています。理想的なエージェントはスペイン語が流暢であ

り、ServerXYZに関して最も高い能力を持っている必要があります。これは、式 1で確認でき
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ます。式2を使用すると、選択したエージェントがボストン領域かニューイングランド領域の
いずれかから出向く必要があることを指定できます。

ステップ 9 手順が完成したら、[OK]をクリックしてプレシジョンキューに追加します。

ステップ 10 次の手順を作成するには、[手順の追加（Add Step）]をクリックします。

後続の各手順には、先行の式と属性によって事前にデータが入力されます。連続的段階で属性

の資格と適格性を低下させ、受け入れ可能なエージェントのプールが拡大するように基準を下

げます。

ステップ 11 すべての手順を作成したら、最後を除く任意の手順を開き、[Consider if]フィールドと [待機
（Wait for）]フィールドに値を入力できます。

• [Consider if]は、追加の基準に対してコールを手順内で評価する式です。（[Consider if]に
関する追加情報については、プレシジョンキューに対する Consider If式（11ページ）を
参照してください）

• [待機（Wait for）]は、対応可能なエージェントを待機する秒単位の値です。コールは、特
定の手順でキューに入り、指定された秒数が過ぎるまで、その手順の条件に一致する対応

可能エージェントを待ちます。待機時間が空白であると、手順の条件に一致する対応可能

エージェントが存在しない場合に、コールはただちに次の手順に進みます。待機時間はデ

フォルトで 0に設定され、最大 2147483647の値を取ることができます。

プレシジョンキューに対する Consider If式

プレシジョンキューの最終手順でなければ、その手順に対してConsider If式を入力できます。
Consider If式は、追加の基準に対してコールを（手順内で）評価します。コールが Consider If
式のある手順に到達するたびに、式が評価されます。式の値が trueとして返された場合、コー
ルはその手順の対象となります。値が falseを戻した場合は、コールは次の手順に移ります。
手順に対して式が指定されていない場合は、その手順は常にコールに対して考慮されます。

Consider If式を追加するには、[Consider If]ボックスに式を入力します。または、スクリプト
エディタを使用して式を構築し、それをコピーして [Consider If]ボックスに貼り付けます。
ConsiderIf式で使用されるオブジェクトは、大文字と小文字を区別します。プレシジョンキュー
に追加するすべての Consider If式は、有効でなくてはなりません。無効な式を追加すると、
[プレシジョンキュー（precision queue）]を保存できません。式が有効であることを確認する
には、 [スクリプトエディタ（Script Editor） ]を使用して式を作成し、評価します。

Consider If式では、次のスクリプトオブジェクトのみが有効です。

•コール（Call）

• PQ

•スキルグループ（Skillgroup）

• ECC

• PQ手順（PQ Step）
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•コールタイプ（Call Type）

•カスタム関数（CustomFunctions）（カスタム関数はスクリプトエディタで作成できます）

有効なConsider If式が無効になる可能性もあります。たとえば、[プレシジョンキュー（precision
queue）]を作成、または更新した後に、式で使用されたオブジェクトを削除すると、その式は
有効ではなくなります。

Consider If式の例

• PQ.PQ1.LoggedOn > 1：このキューにログインしているエージェントが 1人以上いるかど
うかを評価します。

• CallType.CallType1.CallsRoutedToday > 100：今日、このタイプのコールが 100以上ルー
ティングされたかどうかを評価します。

• PQStep.PQ1.1.RouterAgentsLoggedIn > 1：手順 1に対し、このキューにログインしている
ルータエージェントが 1人以上いるかどうかを評価します。

• CustomFunction(Call.PeripheralVariable1) > 10：カスタム関数を使用するこの式が、10よ
りも大きい値を戻すかどうかを評価します。

プレシジョンキューのコールフローの例

高度な例として、5つの手順があるプレシジョンキューで、手順 1に Consider If式として [発
信者はプレミアムメンバー（Caller is Premium Member）]が付加されている場合について考え
ます。

•手順 1 -属性：Skill > 8 - Consider If: [発信者はプレミアムメンバー（Caller is Premium
Member）]

•手順 2 -属性：Skill > 6

•手順 3 -属性：Skill > 4

•手順 4 -属性：Skill > 3

•手順 5 -属性：Skill >= 1

プレミアムカスタマーではない発信者 Johnが、1-800-repairsにコールしたとします。Johnの
コールはこのプレシジョンキューにルーティングされます。

• Johnはプレミアムカスタマーではないので、（手順 1の Consider Ifにより）ただちに手
順 1から手順 2にルーティングされ、そこで応答を待ちます。

•手順 2の待機時間が過ぎると、Johnのコールは手順 3に移行してエージェントを待ちま
す。

•手順 3の待機時間が過ぎると、Johnのコールは手順 4に移行してエージェントを待ちま
す。
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•手順5に到達すると、Johnのコールは対応可能なエージェントを無期限に待ちます。この
手順以降のルーティング論理が存在しないため、コールがこの手順を回避することはでき

ません。

全体としてみると、カスタマーは連続する各手順を使用して、対応可能なエージェントのプー

ルを広げていくことになります。最終的に、「最後」の手順（最も大きい番号の手順）に到達

すると、コールは非常に大きなエージェントプールで待機することになる可能性があります。

手順が進むごとに、コールが処理される機会が増加します。また、これにより、最も価値があ

り、スキルの高いエージェントを早めにプレシジョンキューの手順に入れることができます。

コールは、後の手順であまり適切でないエージェントに回される前に、まず、そのような最適

なエージェントに到達します。

複数のエージェントの属性に同じ習熟レベルが設定されている場合、PQステップは、最長時
間対応可能なエージェント（LLA）を活用します。

（注）

スキルグループ（Skill Groups）
スキルグループとは、同じタイプの要求を処理するための、同じ能力セットを共有するエー

ジェントの集まりです。たとえば、同じ言語を話すエージェントや、請求に関する問い合わせ

に対応できるエージェントの集まりなどです。

エージェントは、複数のスキルグループのメンバーになることができます。各スキルグルー

プは、音声、チャット、または電子メールなどの特定のメディアルーティングドメイン（MRD）
に関連付けられます。

エージェントのスキルグループメンバーシップは、そのエージェントにルーティングされる

コンタクトのタイプを判別できます。たとえば、エージェントが Cisco_Voiceルーティングド
メインのみに設定されたスキルグループのメンバーである場合、そのエージェントはそのスキ

ルグループの音声エージェントとなります。エージェントが非音声ルーティングドメインに

設定されたスキルグループのメンバーである場合、そのエージェントはそのスキルグループ

のマルチチャネルエージェントとなります。

CiscoUnified Intelligence Centerレポートを使用し、スキルグループ内のエージェントアクティ
ビティを表示したり、スキルグループ間のコール分配をモニタしたり、スキルグループ間で

パフォーマンスを比較したりできます。

[Unified CCE Administration] > [管理（Manage）] > [スキルグループ（Skill Groups）]に移動
し、スキルグループを設定します。

管理者は、スキルグループを設定するフル権限を持ちます。スーパーバイザは、スキルグルー

プを表示できますが、スキルグループの追加や削除はできません。グローバルスーパーバイ

ザには、すべてのスキルグループが表示されます。部署ごとのスーパーバイザには、各部署の

グローバルプレシジョンキューおよびプレシジョンキューが表示されます。スーパーバイザ

には、[スキルグループメンバー（Skill Groups Members）]タブで監視対象のエージェントを
追加および削除する権限があります。
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関連トピック

スキルグループの検索

スキルグループの追加および保守（14ページ）
エージェント（Agents）
スキルグループまたはプレシジョンキュー（3ページ）
スーパーバイザの管理

スキルグループの追加および保守

次の手順では、スキルグループを追加する方法について説明します。スキルグループの維持

については、オブジェクトの更新およびオブジェクトの削除を参照してください。スキルグ

ループを作成すると、複数のエージェントのスキルグループメンバーシップを一度に編集で

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）。

手順

ステップ 1 [Unified CCE Administration] > [管理（Manage）] > [スキルグループ（Skill Groups）]に移動
します。

ステップ 2

ステップ 3 [新規（New）]をクリックして [新規スキルグループ（New Skill Group）]ウィンドウを開きま
す。

ステップ 4 [一般（General）]タブのフィールドに入力します。

説明必須フィールド

最大で32文字の英数字を使用する名前を
入力します。

はい[名前（Name）]

255文字以内で、スキルグループの説明
を入力します。ネイティブ文字セットを

参照してください。

いいえ[説明（Description）]
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説明必須フィールド

部署の管理者は、このスキルグループに

関連付ける部署のポップアップ一覧から

1つの部署を選択する必要があります。
一覧には、この管理者の部署のすべてが

表示されます。（部署（Departments）を
参照）。

グローバル管理者は、このフィールドを

デフォルトのままに設定しておくことが

できます。これは、グローバル（部署に

属さない）としてスキルグループを確立

します。グローバル管理者は、このスキ

ルグループの部署を選択することもでき

ます。

管理者がスキルグループの部署を選択す

るときに、エージェントとバケット間隔

のポップアップ一覧はグローバルオブ

ジェクトとその部署のオブジェクトを示

します。

管理者がスキルグループの部署を変更す

ると、選択内容が新しい部署またはグロー

バル部署に属さない場合はバケット間隔

とエージェントの選択がクリアされます。

はい（部署の管理

者専用）

部署名（Department）

キューの管理

15

キューの管理

スキルグループの追加および保守

PCCE_BK_PE72BBDB_00_pcce-admin-config-guide-11-0_chapter4.pdf#nameddest=unique_22


説明必須フィールド

MRDは、メディアに対する要求がどのよ
うにルーティングされるかを計画します。

システムは、特定の通信メディア（音声

や電子メールなど）に関連付けられたス

キルグループにコールをルーティングし

ます。このフィールドのデフォルト値は、

Cisco_Voiceです。

別のメディアルーティングドメインを選

択するには、次の手順を実行します。

1. [虫眼鏡（magnifying glass）]アイコン
をクリックし、[メディアルーティン
グドメインを選択（Select Media
Routing Domain）]を表示します。

選択肢は、Unified CCE Configuration
Managerで作成されたすべてのMRD
です。

2. 行をクリックして選択し、一覧を閉
じます。

いいえメディアルーティングドメイ

ン（Media Routing Domain）

バケット間隔を選択します。この上限を

使用し、コールに応答するタイムスロッ

トが測定されます。フィールドはシステ

ムのデフォルトにデフォルト設定されま

す、参照コールレポートのシステム設

定。

異なるバケット間隔を選択するには、次

の操作を行います。

1. [虫眼鏡（magnifying glass）]アイコン
をクリックし、[バケット間隔の選択
（Select Bucket Interval）]を表示しま
す。

2. 行をクリックして選択し、一覧を閉
じます。

選択をクリアするには、[x]アイコンをク
リックします。

いいえバケット間隔（Bucket
Interval）
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説明必須フィールド

コールをエージェントに接続する目標と

して秒単位で値を設定します。

このフィールドのデフォルトは、このメ

ディアルーティングドメイン用にUnified
CCE Configuration Managerで設定された
しきい値です。

メディアルーティングドメインのサービ

スレベルしきい値を使用するには、この

フィールドは空白のままにしておきます。

コールに対してサービスレベルイベント

を設定しない場合は、値を 0秒にしてお
きます。これらのコールは、サービスレ

ベルコールとしては処理されません。

なしサービスレベルしきい値

（Service Level Threshold）
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説明必須フィールド

サービスレベルタイプを選択します。

サービスレベルタイプは、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、サービスレベルの計算にどのよう

に影響するかを示します。

• [メディアルーティングドメイン値
を使用（Use Media Routing Domain
Value）]（デフォルト）：MRDに対
して現在定義されている値を使用す

るには、このオプションを選択しま

す。

• [放棄呼を無視する（IgnoreAbandoned
Calls）]：サービスレベルの計算から
放棄されたコールを除外するには、

このオプションを選択します。

• [放棄呼をマイナスの影響として処理
（Abandoned Calls have Negative
Impact）]：サービスレベルしきい値
の時間内で応答されたコールのみ

を、処理済みコールとしてカウント

する場合は、この設定を選択しま

す。サービスレベルは、サービスレ

ベル時間内に放棄されたコールに

よって、マイナスの影響を受けてい

ます。

• [放棄呼をプラスの影響として処理
（Abandoned Calls have Positive
Impact）]：サービスレベルのしきい
値の時間内に放棄されたコールを応

答済みコールとして考慮するには、

このオプションを選択します。この

設定では、放棄呼はサービスレベル

にプラスの効果をもたらします。

いいえサービスレベルタイプ

（Service Level Type）

ステップ 5 メンバータブに入力します。

このタブには、このスキルグループのエージェントの一覧が表示されます。

a) [ + ]アイコンをクリックして、エージェントの追加を開きます。
b) この[スキルグループ（skill group）]に追加する [エージェント（Agent）]をクリックしま
す。
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c) ウィンドウを閉じます。ユーザが選択したエージェントは、[エージェントのリスト（List
of Agents）]に表示されます。

d) このタブで [保存（Save）]をクリックして、一覧ウィンドウに戻ります。スキルグループ
が正常に作成されたことがメッセージで表示されます。
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