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変更履歴
以下の表に、このガイドで行われた変更のリストを示します。最新の変更から提示されていま

す。

日付セクション変更内容

2019年 3月UnifiedCCEリファレンス設計
での 2000エージェント

Cisco Business Editionでの制限
の削除 2000エージェントの使
用に関するリファレンス設計
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日付セクション変更内容

2019年 1月マニュアル初回リリース

プレシジョンキューおよびス

キルグループに関する制限

ビジネススキルグループの制

限が追加されました。

VMware高可用性の考慮事項Cisco IdS、ライブデータ、お
よび Unified CMの再起動の優
先順位が追加されました。

ソリューションのセキュリ

ティ

送信中のPIIデータのセキュリ
ティ保護に関する情報を追加

しました

Unified CCXリファレンス設
計

リファレンス設計の設定制限

および機能の可用性

新しいリファレンス設計モデ

ルに関する情報を追加しまし

た。

• Packaged CCE 4000 Agent

• Packaged CCE 12000 Agent

• HCS-CC 24000 Agents

• Unified CCE 24000 Agent

Contact Center Enterpriseソ
リューションの概要

統合機能の設計上の考慮事項

新たな就業時間の機能に関す

る情報を追加しました。

ソリューションのセキュリ

ティ

Microsoft Active Directoryから
分り離された承認に関する情

報を追加しました。

コアコンポーネントの帯域

幅、遅延、および QoS
帯域幅使用状況に関するサン

プル情報が変更されました。

CiscoMediaSenseの保守サポー
トの終了期限になったことに

関する情報が削除されました。

このマニュアルについて
このガイドには、Cisco Unified Contact Center Enterprise（Unified CCE）の展開に関する設計上
の考慮事項およびガイドラインが記載されています。このガイドは、導入されたソリューショ

ンに含まれる可能性があるすべてのコンポーネントの情報をまとめたものです。このガイド
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は、読者が基本的なコンタクトセンターの用語および概念をよく理解していることを前提とし

ています。Unified CCXを適切に展開するには、『Cisco Collaboration System Solution Reference
Network Designs』Cisco Collaboration Systemソリューションリファレンスネットワーク設計
(SRND)『Cisco Collaboration System Solution Reference Network Designs』記載の情報にも精通し
ている必要があります。

このガイドでは、設計プロセスに焦点を当てています。最初のコンセプト設計から、最終的な

設計提示までの過程において必要な情報を提供することが目的です。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のインストール、設定、および管理の詳細については、他のガ

イドで説明しています。

本書の最初の 3章では、3種類の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を幅
広くカバーしています。

• Packaged Contact Center Enterprise

• Cisco Hosted Collaboration Solution for Contact Center

• Unified Contact Center Enterprise

残りの章では、Unified CCEについて詳しく説明していきます。

対象読者
このガイドの最初の 3章は、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の全体
的な概要が必要なユーザを対象としています。

このガイドの主な対象者は、コンタクトセンターを設計するユーザです。このガイドは、コン

タクトセンターの企業向けのコンポーネントの連携および動作方法について、詳しい知識を必

要とするシステム管理者にも役立ちます。

関連資料
上記の本ガイドで説明されない情報の詳細については、以下のドキュメントを参照してくださ

い。
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LinkSubject

https://www.cisco.com/c/en/us/support/
customer-collaboration/
unified-contact-center-enterprise/
products-device-support-tables-list.html

https://www.cisco.com/c/en/us/support/
customer-collaboration/
packaged-contact-center-enterprise/
products-device-support-tables-list.html

https://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/
hosted-collaboration-solution-contact-center/
products-device-support-tables-list.html

どの製品のどのバージョンのがコンタクトセ

ンターのエンタープライズソリューションに

対応しているかについては、互換性マトリク

スを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/
customer-collaboration/
unified-contact-center-enterprise/
products-feature-guides-list.html

CiscoUnified Contact Center Enterprise機能ガイ
ドソリューションの統合された機能の設定と

管理の詳細を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/
unified-communications-manager-callmanager/
products-implementation-design-guides-list.html

現在のソリューション構築の基盤となるユニ

ファイドコミュニケーションのインフラスト

ラクチャの詳細については、CiscoCollaboration
Systemsソリューションリファレンスネット
ワーク設計を参照してください。

各コンポーネントの完全なドキュメントについては、以下のサイトに掲載されたコンタクトセ

ンターの企業向けソリューションを参照してください。

リンクコンポーネント

https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
packaged-contact-center-enterprise/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Packaged Contact
Center Enterprise

http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/finesse/
tsd-products-support-series-home.html

Cisco Finesse

http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
remote-expert-mobile/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Remote Expertモ
バイル

http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/socialminer/
tsd-products-support-series-home.html

Cisco SocialMiner

http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
unified-customer-voice-portal/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Unified Customer
Voice Portal

http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
unified-intelligence-center/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Unified
Intelligence Center

http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
virtualized-voice-browser/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Virtualized Voice
Browser
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通信、サービス、およびその他の情報
•シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Managerでサインアップ
してください。

•重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、CiscoServicesにアクセスしてくだ
さい。

•サービスリクエストを送信するには、Cisco Supportにアクセスしてください。

•安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、
およびサービスを探して参照するには、Cisco Marketplaceにアクセスしてください。

•一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、CiscoPress
にアクセスしてください。

•特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finderにアクセス
してください。

Ciscoバグ検索ツール

Ciscoバグ検索ツール（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリス
トを管理する Ciscoバグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Webベースのツール
です。BSTは、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

フィールドアラートおよび Field Notice
シスコは、自社製品を変更したり、重要なキープロセスを決定したりすることがあります。こ

れらの変更は、シスコのフィールドアラートおよび Cisco Field Noticeを使用して通知されま
す。Cisco.comで製品アラートツールを使用し、フィールドアラートや Field Noticeを受信す
るように登録できます。このツールを使用すると、関心のあるすべての製品を選択して、通知

を受信するためのプロファイルを作成することができます。

www.cisco.comにサインインして、https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.htmlのツー
ルにアクセスします。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関するご意見に関しては、 contactcenterproducts_docfeedback@Cisco.comまで
Eメールでご連絡ください。

ご意見をお待ちしています。
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表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

説明表記法

太字は、ユーザ入力などのコマンド、キー、ボタン、フォルダおよび

サブメニュー名を表すときに使用されます。次に例を示します。

• [編集（Edit）] > [検索（Find）]を選択します。

• [完了（Finish）]をクリックします。

太字フォント

イタリック体は、次の内容を表すときに使用されます。

•新しい用語の紹介。例：スキルグループとは、類似したスキルを
持つエージェントの集合です。

•ユーザが置き換える必要のある構文値。例：IF (condition, true-value,
false-value)

•ドキュメントのタイトル。例：CiscoUnifiedContactCenterEnterprise
インストールおよびアップグレードガイドを参照してください。

イタリック体

Courierなどのウィンドウフォントは、次の場合に使用されます。

•コード中のテキストや、ウィンドウに表示されるテキスト。例：
<html><title>Cisco Systems, Inc. </title></html>

ウィンドウ フォント

山カッコは、次の場合に使用されます。

•コンテキストでイタリックが許可されない引数（ASCII出力な
ど）。

•ユーザが入力する文字列で、ウィンドウには表示されないもの（パ
スワードなど）。

< >
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