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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コールセンタールーティングの環境の中でコーラーをエージェントにルーティングする
方法であって、該方法は、
　１つ以上のコンピューターにより、エージェントのセットの中のエージェントに関連す
るエージェントデータの複数の項目を取得するステップと、
　該１つ以上のコンピューターにより、コーラーのセットの中のコーラーに関連するコー
ラーデータの複数の項目を取得するステップと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該コーラーのセットの第一部分を、エージェント
に、該コーラーの第一部分の中のコーラーに関連するコーラーデータと該エージェントに
関連するエージェントデータを比較することに少なくとも部分的に基づいてエージェント
・コーラーペアを形成するためにパターンマッチングアルゴリズムに従ってマッピングさ
せるステップと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該コーラーのセットの第二部分を、エージェント
に、エージェント・コーラーペアを形成するために該第一部分とは異なるマッピング方法
に従ってマッピングさせるステップと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該コーラーの第一部分に対して取得された第一結
果変数と、該コーラーの第二部分に対して取得された第一結果変数とを推定するステップ
と、
　該１つ以上のコンピューターにより、第一チャート上に、該コーラーの第二部分に対し
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て取得された該第一結果変数対時間と並置された該コーラーの第一部分に対して取得され
た該第一結果変数対時間の第一グラフィカルデータを生成するステップと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該第一グラフィカルデータを提供するか、該第一
グラフィカルデータをアクセス可能にするステップと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該推定するステップに少なくとも部分的に基づい
て、該部分のうちの１つからの該コーラーのうちの１つを該エージェントのうちの１つに
ルーティングするステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記１つ以上のコンピューターにより、前記コーラーの第一部分に対して取得された第
二結果変数と、該コーラーの第二部分に対して取得された第二結果変数とを推定すること
と、
　該１つ以上のコンピューターにより、第二チャート上に、該コーラーの第二部分に対し
て取得された該第二結果変数対時間と並置された該コーラーの第一部分に対して取得され
た該第二結果変数対時間の第二グラフィカルデータを生成することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該第二グラフィカルデータを提供するか、該第二
グラフィカルデータをアクセス可能にすることと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ以上のコンピューターにより、前記パターンマッチングアルゴリズムを介して
ルーティングされた前記コーラーの部分または割合を調整することを更に含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記コーラーの第二部分をマッピングさせることは、前記エージェントのパフォーマン
スベースオーダーに従って該コーラーをマッピングすることを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記コーラーの第二部分をマッピングさせることは、自動コール分配キューオーダーに
基づいて該コーラーをエージェントにマッピングすることを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記コーラーの第二部分に関連する第一結果変数と比較した前記コーラーの第一部分に
関連する第一結果変数を表示することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの結果変数は、コスト、収益、または顧客満足度のうちの１つ以上
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記パターンマッチングアルゴリズムはニューラルネットワークアルゴリズムを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　コールセンタールーティングの環境の中でコーラーをエージェントにルーティングする
システムであって、該システムは、
　１つ以上のコンピューターにより、エージェントのセットの中のエージェントに関連す
るエージェントデータの複数の項目を取得することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、コーラーのセットの中のコーラーに関連するコー
ラーデータの複数の項目を取得することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該コーラーのセットの第一部分を、エージェント
に、該コーラーの第一部分に関連するコーラーデータと該エージェントに関連するエージ
ェントデータを比較することに少なくとも部分的に基づいてエージェント・コーラーペア
を形成するためにパターンマッチングアルゴリズムに従ってマッピングさせることと、
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　該１つ以上のコンピューターにより、該コーラーのセットの第二部分を、エージェント
に、エージェント・コーラーペアを形成するために該第一部分とは異なるマッピング方法
に従ってマッピングさせることと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該コーラーの第一部分に対して取得された第一結
果変数と、該コーラーの第二部分に対して取得された第一結果変数とを推定することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、第一チャート上に、該コーラーの第二部分に対し
て取得された該第一結果変数対時間と並置された該コーラーの第一部分に対して取得され
た該第一結果変数対時間の第一グラフィカルデータを生成することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該第一グラフィカルデータを提供するか、該第一
グラフィカルデータをアクセス可能にすることと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該推定するステップに少なくとも部分的に基づい
て、該部分のうちの１つからの該コーラーのうちの１つを該エージェントのうちの１つに
ルーティングすることと
　を実行するロジックで構成された１つ以上のコンピューターを備える、システム。
【請求項１０】
　前記１つ以上のコンピューターにより、前記コーラーの第一部分に対して取得された第
二結果変数と、該コーラーの第二部分に対して取得された第二結果変数とを推定すること
と、
　該１つ以上のコンピューターにより、第二チャート上に、該コーラーの第二部分に対し
て取得された該第二結果変数対時間と並置された該コーラーの第一部分に対して取得され
た該第二結果変数対時間の第二グラフィカルデータを生成することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該第二グラフィカルデータを提供するか、該第二
グラフィカルデータをアクセス可能にすることと
　を実行するロジックで構成された該１つ以上のコンピューターを更に備える、請求項９
に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記１つ以上のコンピューターにより、前記パターンマッチングアルゴリズムを介して
ルーティングされた前記コーラーの部分または割合を調整するロジックで構成された該１
つ以上のコンピューターを更に備える、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記グラフィカルユーザーエレメントに対するデータは、前記第二部分に対する前記第
一部分の比率またはパーセンテージを設定するためのエレメントに対するデータを含む、
請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　自動コール分配キューオーダーに基づいて前記コーラーの第二部分をエージェントにマ
ッピングさせるロジックを更に備える、請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記コーラーの第二部分をマッピングさせることは、前記エージェントのパフォーマン
スベースオーダーに従って該コーラーをマッピングすることを含む、請求項９に記載のシ
ステム。
【請求項１５】
　前記コーラーの第二部分に関連する第一結果変数と比較した前記コーラーの第一部分に
関連する第一結果変数を表示するロジックを更に備える、請求項９に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記パターンマッチングアルゴリズムはニューラルネットワークアルゴリズムを含む、
請求項９に記載のシステム。
【請求項１７】
　１つ以上のコンピューターにより実行されたときに方法を実行するためのコンピュータ
ー読み出し可能命令を含む非一時的なコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、
　該方法は、
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　１つ以上のコンピューターにより、エージェントのセットの中のエージェントに関連す
るエージェントデータの複数の項目を取得することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、コーラーのセットの中のコーラーに関連するコー
ラーデータの複数の項目を取得することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該コーラーのセットの第一部分を、エージェント
に、該コーラーの第一部分に関連するコーラーデータと該エージェントに関連するエージ
ェントデータを比較することに少なくとも部分的に基づいてエージェント・コーラーペア
を形成するためにパターンマッチングアルゴリズムに従ってマッピングさせることと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該コーラーのセットの第二部分を、エージェント
に、エージェント・コーラーペアを形成するために該第一部分とは異なるマッピング方法
に従ってマッピングさせることと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該コーラーの第一部分に対して取得された第一結
果変数と、該コーラーの第二部分に対して取得された第一結果変数とを推定することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、第一チャート上に、該コーラーの第二部分に対し
て取得された該第一結果変数対時間と並置された該コーラーの第一部分に対して取得され
た該第一結果変数対時間の第一グラフィカルデータを生成することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該第一グラフィカルデータを提供するか、該第一
グラフィカルデータをアクセス可能にすることと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該推定するステップに少なくとも部分的に基づい
て、該部分のうちの１つからの該コーラーのうちの１つを該エージェントのうちの１つに
ルーティングすることと
　を含む、非一時的なコンピューター読み出し可能記憶媒体。
【請求項１８】
　前記１つ以上のコンピューターにより、前記コーラーの第一部分に対して取得された第
二結果変数と、該コーラーの第二部分に対して取得された第二結果変数とを推定すること
と、
　該１つ以上のコンピューターにより、第二チャート上に、該コーラーの第二部分に対し
て取得された該第二結果変数対時間と並置された該コーラーの第一部分に対して取得され
た該第二結果変数対時間の第二グラフィカルデータを生成することと、
　該１つ以上のコンピューターにより、該第二グラフィカルデータを提供するか、該第二
グラフィカルデータをアクセス可能にすることと
　を実行するためのコンピューター読み出し可能命令を更に含む、請求項１７に記載の非
一時的なコンピューター読み出し可能記憶媒体。
【請求項１９】
　前記１つ以上のコンピューターにより、前記パターンマッチングアルゴリズムを介して
ルーティングされた前記コーラーの部分または割合を調整するためのコンピューター読み
出し可能命令を更に含む、請求項１７に記載の非一時的なコンピューター読み出し可能記
憶媒体。
【請求項２０】
　前記コーラーの第二部分を自動コール分配キューオーダーに基づいてマッピングさせる
ための命令を更に備える、請求項１７に記載の非一時的なコンピューター読み出し可能記
憶媒体。
【請求項２１】
　前記コーラーの第二部分をマッピングさせることは、前記エージェントのパフォーマン
スベースオーダーに従って該コーラーをマッピングすることを含む、請求項１７に記載の
非一時的なコンピューター読み出し可能記憶媒体。
【請求項２２】
　前記コーラーの第二部分に関連する第一結果変数と比較した前記コーラーの第一部分に
関連する第一結果変数を表示するための命令を更に備える、請求項１７に記載の非一時的
なコンピューター読み出し可能記憶媒体。
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【請求項２３】
　前記パターンマッチングアルゴリズムはニューラルネットワークアルゴリズムを含む、
請求項１７に記載の非一時的なコンピューター読み出し可能記憶媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は２００８年１月２８日に出願された米国特許出願番号１２／０２１，２５１に
関連する。本出願は、２００８年１１月６日に出願された“Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｍａｐ
ｐｉｎｇ　ｏｆ　ｃａｌｌｅｒｓ　ｉｎ　ａ　Ｃａｌｌ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｒｏｕｔｉｎｇ
　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ”と題された米国出願番号１２／２６６，４４６、および２０
０８年１１月６日に出願された“Ｂａｌａｎｃｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｃｏｍｐｕｔ
ｅｒ　Ｍｏｄｅｌｓ　ｉｎ　ａ　Ｃａｌｌ　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ”と題された
米国出願番号１２／２６６，４６１に対し優先権を主張する。
 
【０００２】
　（背景）
　（１．分野）
　本発明はコンタクトセンターシステムで電話コールおよび他のテレコミュニケーション
をルーティングすることの分野に一般的に関連する。
【背景技術】
【０００３】
　（２．関連技術）
　典型的なコンタクトセンターは、電話または電子メールもしくはインターネットチャッ
トセッションを実施するためのコンピューターのような、中央スイッチに接続されたテレ
コミュニケーションデバイスをそれぞれ割り当てられた、複数の人間エージェントから成
る。これらのデバイスを使って、エージェントは一般的にコンタクトセンターの顧客もし
くは見込み顧客またはコンタクトセンターのクライアントに、販売、顧客サービス、また
は技術サポートを提供するために使用される。
【０００４】
　典型的に、コンタクトセンターまたはクライアントは、特定のサービス（例えば、請求
の質問または技術サポート）のための複数の異なるコンタクト番号またはアドレスをそれ
らの顧客、見込み顧客、または他の第三者に公示する。特定のサービスを求める顧客、見
込み顧客、または第三者は、そして、このコンタクト情報を使い、内向きコーラーは適切
なサービスを提供できるコンタクトセンターの人間エージェントに１つ以上のルーティン
グポイントでルーティングされる。このような内向きコンタクトに応答するコンタクトセ
ンターは典型的に“内向きコンタクトセンター”と呼ばれる。
【０００５】
　同様に、コンタクトセンターは現在もしくは見込み顧客または第三者に外向きコンタク
トを取り得る。このようなコンタクトは、製品の販売を促進するか、技術サポートもしく
は請求情報を提供するか、顧客の好みを調査するか、または債務の回収に助力するために
取られ得る。このような外向きコンタクトを取るコンタクトセンターは“外向きコンタク
トセンター”と呼ばれる。
【０００６】
　内向きコンタクトセンターおよび外向きコンタクトセンターのどちらでも、コンタクト
センターエージェントとテレコミュニケーションデバイスを使ってインタラクトする個人
（例えば、顧客、見込み顧客、調査参加者、または他の第三者）は本出願では“コーラー
”と呼ばれる。コーラーとインタラクトするためにコールセンターによって獲得された個
人は本出願では“エージェント”と呼ばれる。
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【０００７】
　コンタクトセンターオペレーションは、慣習的に、コーラーをエージェントに接続する
スイッチシステムを含む。内向けコンタクトセンターでは、これらのスイッチは内向きコ
ーラーをコンタクトセンターの特定のエージェントにルーティングするか、または複数の
コンタクトセンターが展開されている場合、更なるルーティングのために特定のコンタク
トセンターにルーティングする。電話機を用いる外向きコンタクトセンターでは、スイッ
チシステムに加えて典型的にダイアラーが用いられる。ダイアラーは、自動的に電話番号
のリストからのひとつの電話番号をダイアルし、かけられた電話番号から生コーラーに（
応答なし、話し中信号、エラーメッセージ、または留守番電話を得ることと対照的に）つ
ながったかどうかを決定するために使用される。ダイアラーが生コーラーを得たとき、ス
イッチシステムはコンタクトセンターの特定のエージェントにコーラーをルーティングす
る。
【０００８】
　ルーティングテクノロジーは、従って、コーラーの経験を最適化するために開発された
。例えば、特許文献１は、複数のスイッチ間に存在し得るパフォーマンスの一般的なバリ
エーションに関わらずそれらのスイッチにわたりコーラーの待ち時間を平準化する電話シ
ステムを記述する。内向きコンタクトセンターでのコンタクトルーティングは、しかし、
一般的に、最も長い時間アイドル状態のエージェントにコーラーを接続するように構成さ
れているプロセスである。ひとりのエージェントだけが利用可能であり得る内向きコーラ
ーの場合、そのエージェントは一般的に更なる分析なしにコーラーへ選択される。他の例
では、コンタクトセンターに８名のエージェントがおり、７名がコンタクトに取り組んで
いる場合、スイッチは、一般的に、内向きコーラーを利用可能な１人のエージェントにル
ーティングする。８名全てのエージェントがコンタクトに取り組んでいる場合、スイッチ
は典型的にコンタクトを保留にし、そして利用可能になった次のエージェントにルーティ
ングする。より一般的に、コンタクトセンターは内向きコーラーのキューをセットアップ
し、経時的に利用可能になったエージェントに最も長く待っているコーラーを優先的にル
ーティングする。このような、コンタクトを最初の利用可能なエージェントまたは最も長
く待っているエージェントのどちらかにルーティングするパターンは“ラウンドロビン”
コンタクトルーティングと呼ばれる。ラウンドロビンコンタクトルーティングでは、コー
ラーおよびエージェントの最終的なマッチおよび接続は実質的にランダムである。
【０００９】
　コーラーをエージェントに接続するためのこれらの標準的であるが実質的にランダムな
プロセスを向上させるためのいくつかの試みがなされた。例えば、特許文献２は、内向き
コーラーの言語の好みが収集され、その言語でサービスを提供できる特定のコンタクトセ
ンターまたはエージェントに彼らの電話をルーティングために使用される電話ルーティン
グシステムを記述する。このように、一度このような好みが決められればコーラーはほと
んどいつもラウンドロビン方式でルーティングされるが、言語の好みはコーラーをエージ
ェントにマッチングすることおよび接続することの主要なドライバーである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第７，２３６，５８４号明細書
【特許文献２】米国特許第７，２０９，５４９号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（概要）
　本発明のシステムおよび方法は、コンタクトセンターでコーラーをエージェントにルー
ティングすることを向上または最適化するために使用され得る。本発明の１つの側面によ
ると、コールセンタールーティングシステムでコーラーをエージェントにルーティングす
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るための方法は、コーラーをエージェントにマッチングするために複数層プロセッシング
アプローチを使用することを含み、プロセッシングの第一層は、コーラーをエージェント
にマッチングするための２つ以上の異なるコンピューターモデルまたは方法を含む。第一
層の出力（例えば、コーラーをエージェントにマッチングするための異なる方法の出力）
は、出力をバランスまたは重み付けし、ルーティングのための最終的なコーラー・エージ
ェントマッチを選択するために、プロセッシングの第二層に受信される。
【００１２】
　１つの例では、二つ以上のモデルまたは方法は、慣習的なキューベースルーティング、
パフォーマンスベースマッチング（例えば、パフォーマンスに基づいてエージェントのセ
ットをランク付けし、パフォーマンスランキングまたはスコアに基づいてコーラーをエー
ジェントに優先的にマッチングすること）、パターンマッチングアルゴリズム（例えば、
コーラーのセットに関連するエージェントデータとエージェントのセットに関連するエー
ジェントデータを比較し、異なるコーラー・エージェントペアの適合スコアを決定するこ
と）、類似性データマッチング、およびコーラーをエージェントにマッチングするための
他のモデルを含み得る。これらの方法は、ゆえに、所望の最適化のための（例えば、コス
ト、収益、顧客満足度、などを最適化するための）、コーラー、エージェント、および／
またはコーラー・エージェントペアのスコアまたはランキングを出力するように動作し得
る。
【００１３】
　２つ以上の方法の出力またはスコアは、コーラー・エージェントペアを選択し、コーラ
ーを特定のエージェントにルーティングさせるために処理され得る。例えば、２つ以上の
方法の出力は、マッチするエージェント・コーラーペアを決定するために相互にバランス
または重み付けされ得る。１つの例では、異なる方法の出力は、ルーティング命令を決定
するために、均等にバランスされ得る（例えば、スコアは、異なる方法から“最適”にマ
ッチするエージェント・コーラーペアを決定するために、標準化および均一な重み付けが
なされ得る）。他の例では、これらの方法は、アンバランスにされ得る（例えば、パター
ンマッチングアルゴリズムの出力にパフォーマンスベースルーティングの出力より大きく
重み付けする、など）。
【００１４】
　それに加えて、方法のバランスの調整を可能にするインターフェイスがユーザーに提供
され得る（例えば、リアルタイムでまたは既定の時間にバランスの調整をするためのスラ
イダーまたはセレクター）。インターフェイスは、ユーザーが特定の方法をオンおよびオ
フにすること、および所望の最適化を変更することを可能にし得、異なるルーティング方
法のバランスまたはバランスの変化の推定された影響をディスプレーし得る。
【００１５】
　いくつかの例では、適応的アルゴリズム（例えば、ニューラルネットワークまたは遺伝
的アルゴリズム）は、コーラー・エージェントペアを出力するために２つ以上のモデルの
出力を入力として受信するために使用され得る。適応的アルゴリズムは、経時的にパフォ
ーマンスを比較し得、所望の結果変数への最適なモデルを選択するように適応し得る。
【００１６】
　他の側面によると、コーラーをエージェントにマッピングおよびルーティングするロジ
ックを含む装置が提供される。装置は、プロセッシングの第一層でコーラーおよびエージ
ェントに関連する入力データを受信するロジックを含み得、プロセッシングの第一層は、
コーラーをエージェントにマッチングするための少なくとも２つのモデルを含み、各モデ
ルは少なくとも１つのコーラー・エージェントペアの出力データを出力する。装置は、更
に、各プロセッシングモデルから出力データをプロセッシングの第二層で受信するロジッ
クを含み得、プロセッシングの第二層は、少なくとも２つのモデルの出力データをバラン
スし、受信した出力に基づいてコーラーをエージェントにマッピングするように動作可能
である。
【００１７】
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　それに加えて、本発明のシステムおよび方法は、コンタクトセンターでコーラーをエー
ジェントにルーティングすることを向上または最適化するために使用され得る。一つの側
面によると、コールセンタールーティングシステムでコーラーをエージェントにルーティ
ングするための方法は、第一部分または割合のコーラーを、エージェントパフォーマンス
データおよび／またはパターンマッチングアルゴリズムに基づいてエージェントにマッピ
ングすることを含む。エージェントパフォーマンスデータは、所望のパフォーマンス結果
に基づく異なるエージェントの評価またはランキングを含み得る。パターンマッチングア
ルゴリズムは、各コーラーに関連するコーラーデータと各エージェントに関連するエージ
ェントデータを比較するように動作し得る。この方法は、更に、第二部分または割合のコ
ーラーをエージェントに、第一部分のコーラーと異なる態様でマッピングすることを含む
。例えば、第二部分のコーラーは、自動コール分配（ＡＣＤ）キューオーダーのようなラ
ンダムなプロセスに基づいて、またはエージェントのパフォーマンスベースオーダーに従
ってエージェントにマッピングされ得る。第二部分のコーラーは対照群またはベンチマー
クとして、第一部分のコーラーをエージェントにマッピングするためのパフォーマンスお
よび／またはパターンマッチングアルゴリズムのパフォーマンスをアクセスすることを助
力する役割を果たし得る。
【００１８】
　一つの例では、方法は、更に、パフォーマンスおよび／またはパターンマッチングアル
ゴリズムを介してマッピングされるコーラーの人数または割合を調整するためのグラフィ
カルエレメントをディスプレーさせることを含む。この方法は、更に、コーラーの人数ま
たはその変化の、コーラーをマッピングするためのパフォーマンスおよび／またはパター
ンマッチングアルゴリズムの一つ以上の結果変数への推定される影響をディスプレーし得
る。
【００１９】
　他の側面によると、インターフェイスは、エージェントのパフォーマンスおよび／また
はコーラーとエージェント間のパターンマッチングアルゴリズムに基づいてコーラーをル
ーティングするための内向きまたは外向きコールルーティングセンターとの使用のために
提供される。一つの例では、インターフェイスは、ランダムまたは慣習的な（例えば、エ
ージェントおよび／またはコーラーのキューオーダーに基づく）ルーティング方法とは対
照的な、エージェントのパフォーマンスおよび／またはパターンマッチングアルゴリズム
に基づいてルーティングされるコーラーの部分または人数を設定および調節するためのグ
ラフィカルエレメント（例えば、セレクター、スライダー、テキストフィールド、または
同様のもの）を含む。例えば、コンタクトセンターのオペレーターが、第一部分または割
合のコーラーをエージェントにパターンマッチングアルゴリズムを介してルーティングし
、残りのコーラーを異なる（例えば、キューオーダーまたは同様なものに基づく）プロセ
スでルーティングすることを可能にするグラフィカルエレメントがある。このようなシス
テムおよび方法は、パターンマッチングアルゴリズムに基づくルーティングの影響を比較
および分析するためにコーラー・エージェントペアの対照群が接続されることを可能にし
得る。
【００２０】
　一つの例では、インターフェイスは、更に、少なくとも１つの結果変数への、マッピン
グされたコーラーの人数または比率の推定された影響をディスプレーするように動作可能
である。例えば、インターフェイスは、推定される収益生成、コスト、顧客満足度、ファ
ーストコールレゾリューション、キャンセル、またはパフォーマンスおよび／またはパタ
ーンマッチングアルゴリズム（単数または複数）に従ってマッピングされるコールの数の
特定の設定に基づいたパフォーマンスおよび／またはパターンマッチングアルゴリズム（
単数または複数）の他の結果変数をディスプレーするように動作する。結果変数は、過去
のコール履歴データ、記憶されたアルゴリズム、ルックアップテーブル、または同様なも
のに基づいて推定され得る。更に、インターフェイスは、マッピングされたコールの数の
選択が変更された場合に少なくとも１つの結果変数の推定される変化をディスプレーする
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ように動作であり得る。
【００２１】
　他の側面によると、コーラーをエージェントにマッピングおよびルーティングするロジ
ックを含む装置が提供される。装置は、コーラーに関連するコーラーデータとエージェン
トに関連するエージェントデータを比較することに基づくパターンマッチングアルゴリズ
ムに従って第一部分（または割合）のコーラーをエージェントにマッピングするロジック
を含み得る。装置は、更に、第二部分のコーラー（例えば、全コーラーの残りの部分また
は割合）をエージェントに第一部分のコーラーと異なる態様（例えば、キューオーダー、
ランダムプロセス、またはパフォーマンスのみに基づくマッピング）でマッピングするこ
とを含み得る。これはパターンマッチングアルゴリズムの影響をモニターまたは分析する
ための対照群を提供し得る。更に、装置は、パフォーマンスおよび／またはパターンマッ
チングアルゴリズムを介してルーティングまたはマッピングされたコーラーの部分または
人数を調整するためのインターフェイスでグラフィカルエレメントをディスプレーさせる
ように動作し得る。
【００２２】
　ここに記述された多くのテクニックは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア
、またはその組み合わせにインプリメントされ得る。一つの例では、テクニックは、それ
ぞれがプロセッサー、プロセッサーによって読み出し可能な記憶媒体（揮発性および不揮
発性メモリ、ならびに／または記憶素子を含む）、ならびに適切な入力および出力デバイ
スを含むプログラム可能なコンピューターで実行するコンピュータープログラムにインプ
リメントされる。プログラムコードは、記述された機能を実行するために、および出力情
報を生成するために入力デバイスを使って入力されたデータに適用される。出力情報は１
つ以上の出力デバイスに適用される。更に、各プログラムは、好ましくは、コンピュータ
ーシステムとコミュニケーションをとるために高級手続き型言語またはオブジェクト指向
プログラム言語にインプリメントされる。しかし、プログラムは、所望される場合には、
アセンブリ言語または機械語にインプリメントされ得る。いかなる場合も言語はコンパイ
ル型またはインタプリタ型言語であり得る。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
コールセンタールーティングの環境の中でコーラーをエージェントにルーティングする方
法であって、該方法は、
　コーラーおよびエージェントに関連する入力データをプロセッシングの第一層で受信す
る動作であって、該プロセッシングの第一層はコーラーをエージェントにマッチングする
ための少なくとも２つのモデルを含み、各モデルは少なくとも１つのコーラー・エージェ
ントペアの出力データを出力する、動作、および、
　各プロセッシングモデルからの該出力データをプロセッシングの第二層で受信する動作
であって、該プロセッシングの第二層は、該少なくとも２つのモデルの該出力データをバ
ランスし、受信した出力に基づいてコーラーをエージェントにマッピングするように動作
可能である、動作
　を含む、方法。
（項目２）
項目１の方法であって、更に、
　コーラーのセットおよびエージェントのセットの一方または両方に関連する少なくとも
第一データに基づいた第一モデルに従ってコーラー・エージェントペアをスコア付けする
こと、および、
　第二モデルに従って該コーラー・エージェントペアをスコア付けすることであって、
該第一モデルおよび該第二モデルからのスコアは上記プロセッシングの第二層に出力され
る、こと
　を含む、方法。
（項目３）
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項目２の方法であって、上記第二モデルに従ってコーラー・エージェントペアをスコア付
けすることは、上記コーラーのセットおよび上記エージェントのセットの一方または両方
に関連する少なくとも第二データに基づく、方法。
（項目４）
項目２の方法であって、上記コーラー・エージェントペアをスコア付けすることは、パフ
ォーマンスに基づいてエージェントをランク付けすることを含む、方法。
（項目５）
項目２の方法であって、上記コーラー・エージェントペアをスコア付けすることは、所望
の出力パフォーマンスのための適合スコアを決定することを含む、方法。
（項目６）
項目１の方法であって、上記モデルの１つは、少なくとも２人のエージェントのパフォー
マンスデータに基づくパフォーマンスベースマッチングアルゴリズムを含む、方法。
（項目７）
項目１の方法であって、上記モデルの１つは、コーラーのセットに関連するコーラーデー
タおよびエージェントのセットに関連するエージェントデータを利用するパターンマッチ
ングアルゴリズムを含む、方法。
（項目８）
項目１の方法であって、上記モデルの１つは、上記エージェントおよびコーラーの一方ま
たは両方に関連する類似性データを利用する、方法。
（項目９）
項目１の方法であって、上記少なくとも２つのモデルの少なくとも１つはニューラルネッ
トワークアルゴリズムを含む、方法。
（項目１０）
項目１の方法であって、上記プロセッシングの第二層はニューラルネットワークアルゴリ
ズムを含む、方法。
（項目１１）
コールセンタールーティングの環境の中でコーラーをエージェントにルーティングする方
法であって、該方法は、
　エージェントのセットを、該エージェントのセットに関連するパフォーマンスデータに
基づいてスコア付けする動作、
　コーラー・エージェントペアを、該エージェントのセットに関連するエージェントデー
タおよびコーラーのセットに関連するコーラーデータを利用するパターンマッチングアル
ゴリズムに基づいてスコア付けをする動作、ならびに
　パフォーマンスでの該エージェントのセットのスコア付け、および該パターンマッチン
グアルゴリズムに基づいた該コーラー・エージェントペアのスコア付けをバランスするこ
とに基づいてコーラーをエージェントにマッチングする動作
　を含む、方法。
（項目１２）
項目１１の方法であって、上記コーラー・エージェントペアをスコア付けすることは、所
望の出力パフォーマンスの適合スコアを決定することを含む、方法。
（項目１３）
項目１１の方法であって、更に、
類似性データに基づくコーラー・エージェントペアをスコア付けすることを含み、上記マ
ッチングは、更に、該類似性データに基づいたスコア付けを、パフォーマンスでの上記エ
ージェントのセットの上記スコア付け、および上記パターンマッチングアルゴリズムに基
づいたコーラー・エージェントペアの上記スコア付けとバランシングすることを含む、方
法。
（項目１４）
項目１１の方法であって、上記パターンマッチングアルゴリズムはニューラルネットワー
クアルゴリズムを含む、方法。
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（項目１５）
項目１１の方法であって、上記パフォーマンスでのエージェントのセットのスコア付け、
および上記パターンマッチングアルゴリズムに基づいたコーラー・エージェントペアのス
コア付けをバランスする動作は、該スコアをニューラルネットワークアルゴリズムに通す
ことを含む、方法。
（項目１６）
コールセンタールーティングの環境の中でコーラーをエージェントにルーティングする装
置であって、該装置は、
　コーラーおよびエージェントに関連する入力データをプロセッシングの第一層で受信す
るロジックであって、該プロセッシングの第一層は、コーラーをエージェントにマッチン
グするための少なくとも２つのモデルを含み、各モデルは少なくとも１つのコーラー・エ
ージェントペアの出力データを出力する、ロジック、および、
　各プロセッシングモデルからの該出力データをプロセッシングの第二層で受信するロジ
ックであって、該プロセッシングの第二層は、該少なくとも２つのモデルの出力データを
バランスし、該受信した出力に基づいてコーラーをエージェントにマッピングするように
動作可能である、ロジック
　を含む、装置。
（項目１７）
項目１６の装置であって、更に、
　コーラーのセットおよびエージェントのセットの一方または両方に関連する少なくとも
第一データに基づいた第一モデルに従ってコーラー・エージェントペアをスコア付けする
ロジック、および、
　第二モデルに従って該コーラー・エージェントペアをスコア付けするロジックであって
、該第一モデルおよび該第二モデルからのスコアは、上記プロセッシングの第二層に出力
される、ロジック
　を含む、装置。
（項目１８）
項目１７の装置であって、上記第二モデルに従ってコーラー・エージェントペアをスコア
付けすることは、上記コーラーのセットおよび上記エージェントのセットの一方または両
方に関連する少なくとも第二データに基づく、装置。
（項目１９）
項目１７の装置であって、上記コーラー・エージェントペアをスコア付けすることは、パ
フォーマンスに基づいてエージェントをランク付けすることを含む、装置。
（項目２０）
項目１７の装置であって、上記コーラー・エージェントペアをスコア付けすることは、所
望の出力パフォーマンスのための適合スコアを決定することを含む、装置。
（項目２１）
項目１６の装置であって、上記モデルの１つは、少なくとも２人のエージェントのパフォ
ーマンスデータに基づくパフォーマンスベースマッチングアルゴリズムを含む、装置。
（項目２２）
項目１６の装置であって、上記モデルの１つは、コーラーのセットに関連するコーラーデ
ータおよびエージェントのセットに関連するエージェントデータを利用するパターンマッ
チングアルゴリズムを含む、装置。
（項目２３）
項目１６の装置であって、上記モデルの１つは、上記エージェントおよびコーラーの一方
または両方に関連する類似性データを利用する、装置。
（項目２４）
項目１６の装置であって、上記少なくとも２つのモデルの少なくとも１つはニューラルネ
ットワークアルゴリズムを含む、装置。
（項目２５）
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項目１６の装置であって、上記プロセッシングの第二層はニューラルネットワークアルゴ
リズムを含む、装置。
（項目２６）
コーラーおよびエージェントに関連する入力データをプロセッシングの第一層で受信する
ことであって、該プロセッシングの第一層はコーラーをエージェントにマッチングするた
めの少なくとも２つのモデルを含み、各モデルは少なくとも１つのコーラー・エージェン
トペアの出力データを出力する、こと、および、
　各プロセッシングモデルからの該出力データをプロセッシングの第二層で受信すること
であって、該プロセッシングの第二層は、該少なくとも２つのモデルの出力データをバラ
ンスし、該受信した出力に基づいてコーラーをエージェントにマッピングするように動作
可能である、こと
　の方法を実行するためのコンピューター読み込み可能命令を含むコンピューター読み出
し可能記憶媒体。
（項目２７）
項目２６のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、更に、
　コーラーのセットおよびエージェントのセットの一方または両方に関連する少なくとも
第一データに基づいた第一モデルに従ってコーラー・エージェントペアをスコア付けする
こと、および、
　第二モデルに従って該コーラー・エージェントペアをスコア付けすることであって、該
第一モデルおよび該第二モデルからのスコアは上記プロセッシングの第二層に出力される
、こと
　のためのプログラムコードを含む、コンピューター読み出し可能記憶媒体。
（項目２８）
項目２７のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、上記第二モデルに従ってコー
ラー・エージェントペアをスコア付けすることは、上記コーラーのセットおよび上記エー
ジェントのセットの一方または両方に関連する少なくとも第二データに基づく、コンピュ
ーター読み出し可能記憶媒体。
（項目２９）
項目２７のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、上記コーラー・エージェント
ペアをスコア付けすることは、パフォーマンスに基づいてエージェントをランク付けする
ことを含む、コンピューター読み出し可能記憶媒体。
（項目３０）
項目２７のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、上記コーラー・エージェント
ペアをスコア付けすることは、所望の出力パフォーマンスのための適合スコアを決定する
ことを含む、コンピューター読み出し可能記憶媒体。
（項目３１）
項目２６のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、上記モデルの１つは、少なく
とも２人のエージェントのパフォーマンスデータに基づくパフォーマンスベースマッチン
グアルゴリズムを含む、コンピューター読み出し可能記憶媒体。
（項目３２）
項目２６のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、上記モデルの１つは、コーラ
ーのセットに関連するコーラーデータ、およびエージェントのセットに関連するエージェ
ントデータを利用するパターンマッチングアルゴリズムを含む、コンピューター読み出し
可能記憶媒体。
（項目３３）
項目２６のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、上記モデルの１つは、上記エ
ージェントおよびコーラーの一方または両方に関連する類似性データを利用する、コンピ
ューター読み出し可能記憶媒体。
（項目３４）
項目２６のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、上記少なくとも２つのモデル
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の少なくとも１つはニューラルネットワークアルゴリズムを含む、コンピューター読み出
し可能記憶媒体。
（項目３５）
項目２６のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、上記プロセッシングの第二層
はニューラルネットワークアルゴリズムを含む、コンピューター読み出し可能記憶媒体。
（項目３６）
コールセンタールーティングの環境の中でコーラーをエージェントにルーティングする方
法であって、該方法は、
　第一部分のコーラーを、該コーラーに関連するコーラーデータと、該エージェントに関
連するエージェントデータを比較することに基づくパターンマッチングアルゴリズムに従
ってエージェントにマッピングさせる動作、および
　第二部分のコーラーを、該第一部分と異なる態様でエージェントにマッピングさせる動
作
　を含む、方法。
（項目３７）
項目３６の方法であって、上記第一部分のコーラーは、更に、エージェントに、該エージ
ェントに関連するパフォーマンスベースデータに基づいて、マッピングされる、方法。
（項目３８）
項目３７の方法であって、上記第二部分のコーラーをマッピングさせることは、上記エー
ジェントのパフォーマンスベースオーダーに従って該コーラーをマッピングすることを含
む、方法。
（項目３９）
項目３６の方法であって、上記第二部分のコーラーをマッピングさせることは、上記エー
ジェントのパフォーマンスベースオーダーに従って該コーラーをマッピングすることを含
む、方法。
（項目４０）
項目３６の方法であって、上記第二部分のコーラーをマッピングさせることは、自動コー
ル分配キューオーダーに基づいて該コーラーをエージェントにマッピングすることを含む
、方法。
（項目４１）
項目３６の方法であって、更に、上記第二部分のコーラーと比較した上記第一部分のコー
ラーに関連する少なくとも１つの結果変数をディスプレーさせることを含む、方法。
（項目４２）
項目４１の方法であって、上記少なくとも１つの結果変数は、コスト、収益、または顧客
満足度の中の１つ以上を含む、方法。
（項目４３）
項目３６の方法であって、上記パターンマッチングアルゴリズムはニューラルネットワー
クアルゴリズムを含む、方法。
（項目４４）
項目３６の方法であって、更に、コーラー・エージェントペアのあり得る結果を予測する
ためのコンピューターモデルに従って上記第一部分のコーラーをマッピングすることを含
む、方法。
（項目４５）
コールセンタールーティングの環境の中でコーラーをエージェントにルーティングする方
法であって、該方法は、
　第一部分のコーラーを、エージェントに、該エージェントに関連するパフォーマンスベ
ースデータに従ってマッピングさせる動作、および
　第二部分のコーラーを、エージェントに、該第一部分と異なる態様でマッピングさせる
動作
　を含む、方法。
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（項目４６）
項目４５の方法であって、上記第一部分のコーラーは、更に、エージェントに、該コーラ
ーに関連するコーラーデータと、該エージェントに関連するエージェントデータを比較す
ることに基づくパターンマッチングアルゴリズムに従ってマッピングされる、方法。
（項目４７）
項目４６の方法であって、上記第二部分のコーラーをマッピングさせることは、上記エー
ジェントのパフォーマンスベースオーダーに従って該コーラーをマッピングすることを含
む、方法。
（項目４８）
項目４５の方法であって、上記第二部分のコーラーをマッピングさせることは、自動コー
ル分配キューオーダーに基づいて該コーラーをエージェントにマッピングすることを含む
、方法。
（項目４９）
項目４５の方法であって、更に、上記第二部分のコーラーと比較した上記第一部分のコー
ラーに関連する少なくとも１つの結果変数をディスプレーさせることを含む、方法。
（項目５０）
項目４５の方法であって、上記パターンマッチングアルゴリズムはニューラルネットワー
クアルゴリズムを含む、方法。
（項目５１）
項目４５の方法であって、更に、コーラー・エージェントペアのあり得る結果を予測する
ためのコンピューターモデルに従って上記第一部分のコーラーをマッピングすることを含
む、方法。
（項目５２）
コールセンタールーティングシステムとの使用のためのインターフェイスであって、該イ
ンターフェイスは、
　パフォーマンスまたはパターンマッチングアルゴリズムの中の１つ以上に基づいてエー
ジェントにマッピングされる第一部分のコーラーのコーラー数を調整するためのグラフィ
カルユーザーエレメントであって、第二部分のコーラーは、該第一部分のコーラーと異な
る態様で該エージェントにマッピングされる、グラフィカルユーザーエレメント
　を含む、インターフェイス。
（項目５３）
項目５２のインターフェイスであって、上記第二部分のコーラーは、エージェントに、自
動コール分配キューオーダーに基づいてマッピングされる、インターフェイス。
（項目５４）
項目５２のインターフェイスであって、上記第二部分のコーラーをマッピングさせること
は、上記エージェントのパフォーマンスベースオーダーに従って該コーラーをマッピング
することを含む、インターフェイス。
（項目５５）
項目５２のインターフェイスであって、更に、上記第二部分のコーラーと比較した上記第
一部分のコーラーに関連する少なくとも１つの結果変数のディスプレーを含む、インター
フェイス。
（項目５６）
項目５５のインターフェイスであって、上記少なくとも１つの結果変数は、コスト、収益
、または顧客満足度の中の１つ以上を含む、インターフェイス。
（項目５７）
項目５２のインターフェイスであって、上記パターンマッチングアルゴリズムはニューラ
ルネットワークアルゴリズムを含む、インターフェイス。
（項目５８）
項目５２のインターフェイスであって、上記第一部分のコーラーは、更に、コーラー・エ
ージェントペアのあり得る結果を予測するためのコンピューターモデルに従ってマッピン
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グされる、インターフェイス。
（項目５９）
コールセンタールーティングの環境の中でコーラーをエージェントにルーティングする装
置であって、該装置は、
　第一部分のコーラーを、エージェントに、該コーラーに関連するコーラーデータと、該
エージェントに関連するエージェントデータを比較することに基づいたパフォーマンスま
たはパターンマッチングアルゴリズムの中の１つ以上に従ってマッピングさせるロジック
、および、
　第二部分のコーラーを、該第一部分と異なる態様でエージェントにマッピングさせる
ロジック
　を含む、装置。
（項目６０）
項目５９の装置であって、更に、上記第二部分のコーラーを、エージェントに、自動コー
ル分配キューオーダーに基づいてマッピングさせるロジックを含む、装置。
（項目６１）
項目５９の装置であって、上記第二部分のコーラーをマッピングさせることは、上記エー
ジェントのパフォーマンスベースオーダーに従って該コーラーをマッピングすることを含
む、装置。
（項目６２）
項目５９の装置であって、更に、上記第二部分のコーラーと比較した上記第一部分のコー
ラーに関連する少なくとも１つの結果変数をディスプレーさせるロジックを含む、装置。
（項目６３）
項目５９の装置であって、上記パターンマッチングアルゴリズムはニューラルネットワー
クアルゴリズムを含む、装置。
（項目６４）
項目５９の装置であって、更に、上記第一部分のコーラーを、コーラー・エージェントペ
アのあり得る結果を予測するためのコンピューターモデルに従ってマッピングするロジッ
クを含む、装置。
（項目６５）
第一部分のコーラーを、エージェントに、該コーラーに関連するコーラーデータと、該エ
ージェントに関連するエージェントデータを比較することに基づいたパフォーマンスまた
はパターンマッチングアルゴリズムの中の１つ以上に従ってマッピングさせること、およ
び、
　第二部分のコーラーを、該第一部分と異なる態様でエージェントにマッピングさせるこ
と
　の方法を実行するためのコンピューター読み込み可能命令を含むコンピューター読み出
し可能記憶媒体。
（項目６６）
項目６５のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、更に、上記第二部分のコーラ
ーを、自動コール分配キューオーダーに基づいてマッピングさせるための命令を含む、コ
ンピューター読み出し可能記憶媒体。
（項目６７）
項目６５のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、上記第二部分のコーラーをマ
ッピングさせることは、上記エージェントのパフォーマンスベースオーダーに従って該コ
ーラーをマッピングすることを含む、コンピューター読み出し可能記憶媒体。
（項目６８）
項目６５のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、更に、上記第二部分のコーラ
ーと比較した上記第一部分のコーラーに関連する少なくとも１つの結果変数をディスプレ
ーさせるための命令を含む、コンピューター読み出し可能記憶媒体。
（項目６９）
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項目６５のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、上記パターンマッチングアル
ゴリズムはニューラルネットワークアルゴリズムを含む、コンピューター読み出し可能記
憶媒体。
（項目７０）
項目６５のコンピューター読み出し可能記憶媒体であって、更に、上記第一部分のコーラ
ーを、コーラー・エージェントペアのあり得る結果を予測するためのコンピューターモデ
ルに従ってマッピングするための命令を含む、コンピューター読み出し可能記憶媒体。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１はコンタクトセンターの一般的な構成を反映する図表である。
【図２】図２はパフォーマンスおよび／またはパターンマッチングアルゴリズムに基づい
てコーラーをルーティングするためのルーティングエンジンを有する例示的なルーティン
グシステムを示す。
【図３】図３はパフォーマンスおよび／またはパターンマッチングアルゴリズムに基づい
てコーラーをルーティングするためのマッピングエンジンを有する例示的なルーティング
システムを示す。
【図４】図４は複数のマッチング方法に基づいてコーラー・エージェントペアを選択する
ための例示的な複数層アプローチを示す。
【図５】図５は、少なくとも２つの異なる方法に従ってエージェント、コーラー、および
／またはエージェント・コーラーペアをスコア付けまたはランク付けし、少なくとも２つ
の異なる方法をバランスすることに基づいてコーラーをエージェントにマッチングするた
めの例示的な方法を示す。
【図６】図６は、少なくとも２つの異なる方法に従ってエージェント、コーラー、および
／またはエージェント・コーラーペアをスコア付けまたはランク付けし、少なくとも２つ
の異なる方法をバランスすることに基づいてコーラーをエージェントにマッチングするた
めの別の例示的な方法を示す。
【図７】図７はパフォーマンスに基づいてコーラーをエージェントにマッチングするため
の例示的な方法またはコンピューターモデルを示す。
【図８】図８は、コーラーデータおよびエージェントデータに基づいてコーラーをエージ
ェントにマッチングするための例示的な方法またはコンピューターモデルを示す。
【図９】図９は発明の特定の実施形態にいくつかまたは全てのプロセッシング機能をイン
プリメントするために用いられ得る典型的なコンピューティングシステムを示す。
【図１０】図１０は、コーラーデータおよびエージェントデータをパターンマッチングア
ルゴリズムに使用する第一部分のコーラーおよびエージェントを、キューオーダーを使用
する第二部分のコーラーとマッチングするための例示的な方法を示す。
【図１１】図１１は、パフォーマンスおよび／またはパターンマッチングアルゴリズムに
基づいてルーティングするためのコーラーの人数または割合を調整するためのグラフィッ
クエレメントを有する例示的なインターフェイスを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　（発明の詳細説明）
　以下の記述は、当業者が発明を作成することおよび使用することを可能にするために示
されており、特定の用途およびそれらの必須条件と関連して提供される。様々な実施形態
への改変は当業者にはただちに明白であり、この明細書の中に定義された一般的な原理は
、他の実施形態および用途に、発明の精神および範囲から離れずに適用され得る。更に、
以下の記述に、説明の目的で数々の詳細が示される。しかし、当業者には、これらの特定
の詳細の使用なしに発明が実施され得ることが分かる。他の事例では、周知の構造および
デバイスは、不必要な詳細で発明の記述を不明瞭にしないためにブロック図形式で示され
ている。そのため、本発明は、示された実施形態に制限されるように解釈されるのではな
く、この明細書に開示された原理および機能と一貫性のある最も広い範囲を与えられる。
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【００２５】
　発明は特定の例および描写的な図によって記述されているが、当業者は、発明が記述さ
れた例または図に制限されないことを認識する。様々な実施形態のオペレーションは、ハ
ードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその組み合わせを適切に使ってイン
プリメントされ得ることを当業者は認識する。例えば、あるプロセスは、プロセッサー、
またはソフトウェア、ファームウェア、もしくはハードワイヤードロジック（この明細書
での“ロジック”という用語は、記載された機能を実行する当業者に認識されるように、
固定ハードウェア、プログラム可能ロジックおよび／またはその適切な組み合わせを指す
。）の制御下にある他のデジタル回路を使って実行され得る。ソフトウェアおよびファー
ムウェアはコンピューター読み出し可能記憶媒体に記憶され得る。ある他のプロセスは、
当業者に周知であるように、アナログ回路を使ってインプリメントされ得る。それに加え
て、メモリまたは他の記憶領域、およびコミュニケーションコンポーネントは、発明の実
施形態に用いられ得る。
【００２６】
　本発明の一つの側面によって、コールセンター内に、コーラーをエージェントにルーテ
ィングするためのシステム、方法、およびディスプレーされたコンピューターインターフ
ェイスが提供される。一つの例では、方法は、プロセッシングの第一層を使用することを
含み、第一層は、コーラー・エージェントペアを決定するための２つ以上の方法またはモ
デルを含む。例えば、二つ以上の方法は、慣習的なキューベースルーティング、パフォー
マンスベースマッチング（例えば、パフォーマンスに基づいてエージェントのセットをラ
ンク付けし、パフォーマンスランキングまたはスコアに基づいてコーラーをエージェント
に優先的にマッチングすること）、パターンマッチングアルゴリズム（例えば、コーラー
のセットに関連するエージェントデータとエージェントのセットに関連するエージェント
データを比較し、異なるコーラー・エージェントペアの適合スコアを決定すること）、類
似性データマッチング、およびコーラーをエージェントにマッチングするための他のモデ
ルを含み得る。これらの方法は、ゆえに、所望の最適化のための（例えば、コスト、収益
、顧客満足度、などを最適化するための）、コーラー、エージェント、および／またはコ
ーラー・エージェントペアのスコアまたはランキングをプロセッシングの第二層に出力す
るように動作し得る。プロセッシングの第二層は、第一層の出力を受信し、プロセッシン
グの第一層の異なる方法の出力に基づいてエージェント・コーラーペアを決定し得る。一
つの例では、プロセッシングの第二層は、異なる出力をバランスまたは重み付けするため
の、ユーザーによって変更され得るコンピューターモデルを含む。
【００２７】
　初めに、コーラーを、利用できるエージェントにルーティングするためのパフォーマン
スおよび／またはパターンマッチングアルゴリズム（このうちいずれも所望の結果の可能
性を予測するための生成されたコンピューターモデル内で使用され得る）を使用する例示
的なコールルーティングシステムおよび方法が記述される。この記述の後に、コーラー・
エージェントペアを選択するための、入力データの複数層プロセッシングのための、例示
的なシステムおよび方法が続く。
【００２８】
　図１はコンタクトセンターオペレーション１００の一般的な構成を反映する図である。
ネットワーククラウド１０１は内向きコーラーを受けるか外向きコーラーになされるコン
タクトをサポートするために設計された特定または地域電気通信ネットワークを反映する
。ネットワーククラウド１０１は電話番号かメールアドレスのような１つのコンタクトア
ドレスか複数のコンタクトアドレスを含むことができる。中央ルーター１０２はコールセ
ンター１０３間のコンタクトをルーティングする補助をするために設計された、コンタク
トをルーティングするハードウェアとソフトウェアを反映する。中央ルーター１０２はコ
ンタクトセンターが１つだけ用いられている場合には必要とされないかもしれない。複数
のコンタクトセンターが用いられている場合、特定のコンタクトセンター１０３用の別の
ルーターにコンタクトをルーティングするためにさらにルーターが必要であり得る。コン
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タクトセンターレベル１０３ではコンタクトセンタールータ１０４がコンタクトを個別の
電話または他の電気通信機器１０５を有するエージェント１０５にルーティングする。典
型的にはコンタクトセンター１０３には複数のエージェント１０５がいるが、コンタクト
センター１０３にエージェント１０５が１人だけいる実施形態も確かにあり、その場合コ
ンタクトセンタールータ１０４が不必要と証明され得る。
【００２９】
　図２は例示的なコンタクトセンタールーティングシステム２００（これは図１のコンタ
クトセンタールータ１０４に含まれ得る）を示す。大まかに言ってルーティングシステム
２００はコーラーとエージェントを、エージェントのパフォーマンスか、コーラーデータ
および／またはエージェントデータを使用したパターンマッチングアルゴリズムに少なく
とも部分的に基づいてマッチングするように動作可能である。ルーティングシステム２０
０はコーラーを受けることとコーラーをエージェントにマッチングする（場合によりコー
ラーをエージェントに‘マッピングする’と呼ぶ）こととのためのコミュニケーションサ
ーバー２０２とルーティングエンジン２０４（場合により‘サットマップ’または‘サテ
ィスファクションマッピング’と呼ぶ）を含み得る。
【００３０】
　ルーティングエンジン２０４は、過去のコーラー・エージェントマッチングのパフォー
マンスか結果に基づき時間とともに適応し得るエージェントのパフォーマンスデータ、パ
ターンマッチングアルゴリズム、およびコンピューターモデルに基づいてコーラーをエー
ジェントにマッチングするために様々な態様で動作し得る。一例としてルーティングエン
ジン２０４はニューラルネットワークに基づく適応的パターンマッチングエンジンを含む
。もちろん他のパフォーマンスベースまたはパターンマッチングアルゴリズムおよび方法
は単独で、もしくはここに記述されたものの組み合わせで使用され得ると認識される。
 
【００３１】
　ルーティングシステム２００は、更に、他のコンポーネントを含み得る。この他のコン
ポーネントは、例えば、内向けコーラーのコーラーデータ、コーラー・エージェントペア
に関するデータ、コーラー・エージェントペアの結果、エージェントのエージェントデー
タ、および同様なものを集めるコレクター２０６である。更にルーティングシステム２０
０はルーティングシステム２００のパフォーマンスとオペレーションのレポートを生成す
るレポーティングエンジン２０８を含み得る。様々な他のサーバー、コンポーネント、お
よび機能をルーティングシステム２００に含むことが可能である。更に、単体ハードウェ
ア装置として表されているが様々なコンポーネントは相互に離れて配置され得ると認識さ
れる（例えば、コミュニケーションサーバー２０２とルーティングエンジン２０４は共通
のハードウェア／サーバーシステムまたは共通の場所にある必要がない）。それに加えて
、様々な他のコンポーネントおよび機能をルーティングシステム２００に含み得る。しか
し明晰性のために省略されている。
【００３２】
　図３は例示的なルーティングエンジン２０４の詳細を示す。ルーティングエンジン２０
４はコーラーデータおよびエージェントデータをデータベース３１０と３１２から受信す
るメインマッピングエンジン３０４を含む。いくつかの例では、ルーティングエンジン２
０４はエージェントに関連するパフォーマンスデータだけに基づいて、またはそれに部分
的に基づいてコーラーをルーティングし得る。他の例では、ルーティングエンジン２０４
は様々なコーラーデータとエージェントデータを比較することだけに基づいて、またはそ
れに部分的に基づいてルーティング判断をし得る。このコーラーデータおよびエージェン
トデータは、例えば、パフォーマンスベースデータ、人口統計データ、サイコグラフデー
タ、および他のビジネス関連データを含み得る。それに加えて、類似性データベース（図
示なし）およびルーティングエンジン２０４により受信されたこのような情報はルーティ
ング判断するために使用され得る。
【００３３】
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　１つの例では、ルーティングエンジン２０４は１つかそれ以上のニューラルネットワー
クエンジン３０６を含むかそれとコミュニケーションを取っている。ニューラルネットワ
ークエンジン３０６はコーラーおよびエージェントデータを直接またルーティングエンジ
ン２０４経由で受信し得、コーラーを、パターンマッチングアルゴリズムおよび所望の結
果の可能性を上げるように生成されたコンピューターモデルに基づいてマッチングおよび
ルーティングするために動作し得る。更に、図３に表されているようにコール履歴データ
（コスト、収益、顧客満足度などに関するコーラー・エージェントペア結果を例えば含む
）はニューラルネットワークエンジン３０６を再トレーニングまたは修正するために使用
され得る。
【００３４】
　ルーティングエンジン２０４は、更に、ホールドキュー３０８を含むか、またはそれと
コミュニケーションを取る。ホールドキュー３０８はコーラーおよびエージェントの待ち
時間またはアイドリング時間を記憶またはアクセスし得、コーラーをエージェントにコー
ラー（および／またはエージェント）のキューオーダーに基づいてマッピングするように
動作し得る。マッピングエンジン３０４はパターンマッチングアルゴリズム（例えば、ニ
ューラルネットワークエンジン３０６に含まれているもの）に基づいて、またはキューオ
ーダー（例えば、ホールドキュー３０８から引き出したもの）に基づいてコーラーをマッ
ピングするために動作し得る。
【００３５】
　図４は例示的なマッピングシステム４０６を示す。マッピングシステム４０６はプロセ
ッシング層を２つ含む。第一層は４２０－１、４２０－２、および４２０－３に表された
プロセッシングエンジンまたはコンピューターモデルを少なくとも２つ含む。プロセッシ
ングエンジン４２０－１、４２０－２、および４２０－３はそれぞれコーラーをエージェ
ントにマッチングするために、異なるデータに対して動作、および／または異なるモデル
または方法に従って動作し得る。この特定の例ではプロセッシングエンジン４２０－１は
エージェント評価データ（例えば、特定の所望のパフォーマンスのためのエージェントパ
フォーマンスに関連するデータ）を受信し得る。以下に図７に関して更に詳細に記述され
るように、パフォーマンスベースルーティングは、特定の結果（例えば収益生成、コスト
、顧客満足度、その組み合わせなど）に対するパフォーマンスに基づいて一組のエージェ
ントをランク付けやスコア付けすること、およびコーラーをエージェントにパフォーマン
スランキングまたはスコアに基づいて選択的にルーティングすることを含み得る。従って
、プロセッシングエンジン４２０－１はエージェント評価またはエージェント履歴データ
を受信し得、所望の１つ以上の結果変数に基づいてエージェントの１つ以上のランキング
を出力し得る。
【００３６】
　この例では、プロセッシングエンジン４２０－２は１つ以上のパターンマッチングアル
ゴリズムを含む。これはコーラーのセットに関連するエージェントデータを、エージェン
トのセットに関連するエージェントデータと比較し、各コーラー・エージェントペアの適
応スコアを決定するように動作し得る。プロセッシングエンジン４２０－２はコーラーデ
ータおよびエージェントデータを様々なデータベースから受信し得、例えば、コーラー・
エージェントペアのスコアまたはコーラー・エージェントペアのランキングを出力し得る
。パターンマッチングアルゴリズムはニューラルネットワークアルゴリズム、遺伝的アル
ゴリズム、または他の適応的アルゴリズムを含み得る。更に、いくつかの例では、異なる
プロセッシングエンジンが、同じまたは異なる入力データに対して動作する異なるパター
ンマッチングアルゴリズムと使用され得る（例えば、第一プロセッシングエンジンはニュ
ーラルネットワークアルゴリズムを利用し、第二プロセッシングエンジンは遺伝アルゴリ
ズムまたは他のパターンマッチングアルゴリズムのような異なるアルゴリズムを利用する
）。それに加えて、第一および第二プロセッシングエンジンは異なる出力変数を最大化す
るように動作可能な同様なパターンマッチングアルゴリズムを含み得る（例えば、第一ニ
ューラルネットワークアルゴリズムは収益を最大化するように動作可能であり、第二ニュ
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ーラルネットワークアルゴリズムは顧客満足度を最大化するように動作可能である）。
【００３７】
　この例では、プロセッシングエンジン４２０－３は、コーラーおよび／またはエージェ
ントに関連する類似性データを受信するように動作する１つ以上の類似性マッチングアル
ゴリズムを含む。プロセッシングエンジン４０２－３は様々なデータベースから類似性デ
ータを受信し得、コーラー・エージェントペア、または少なくとも部分的に類似性データ
に基づいたコーラー・エージェントペアのランキングを出力し得る。注意すべきは、様々
な他の方法またはモデルはプロセッシングの第一層で使用され得、更にプロセッシングの
第一層はプロセッシングの複数の下位層（例えば、プロセッシングエンジン４２０－１が
プロセッシングエンジン４２０－２に出力する、など）を含み得ることである。更に、い
くつかの例では、プロセッシングエンジンは一般的なキューに基づいたルーティング（例
えば、キューオーダーに基づいたコーラーとエージェントのルーティング）を含み得る。
【００３８】
　記述されたように、プロセッシングエンジン４２０－１，４２０－２，および４２０－
３は、それぞれ、所望の最適化のための（例えば、コスト、収益、顧客満足度、などの最
適化のための）コーラー、エージェント、および／またはコーラー・エージェントペアの
スコアまたはランキングを出力する。２つ以上の方法の出力またはスコアは、バランシン
グマネージャー４１０によってそのあと処理され得る（例えば、プロセッシングの第二レ
ベルでコーラー・エージェントペアを選択するために）。例えば、プロセッシングエンジ
ン４２０－１、４２０－２、および４２０－３の出力は、バランシングマネージャー４１
０により受信され、マッチするエージェント・コーラーペアを決定するために相互に重み
付けられ得る。１つの例では、プロセッシングエンジン４２０－１、４２０－２、および
４２０－３の出力は、ルーティング指示を決定するために均等にバランスされている。（
例えば、“最適”にマッチするエージェント・コーラーペアを決定するために、スコアは
標準化および均一な重み付けがなされ得る）。他の例では、方法はアンバランスにされ得
る（例えば、パターンマッチングアルゴリズム方法の出力にパフォーマンスベースルーテ
ィング方法より大きく重み付けする、特定のプロセッシングエンジンを“オフ”にする、
など）。
【００３９】
　それに加えて、ユーザーにバランシングマネージャー４１０の調整を可能にするインタ
ーフェイスが提供され得る（例えば、リアルタイムでまたは既定の時間にプロセッシング
エンジンのバランスの調整をするためのスライダーまたはセレクター）。それに加えて、
インターフェイスはユーザーが特定の方法をオンおよびオフにすることを可能にし得、バ
ランスまたはバランスの変化の推定された影響をディスプレーし得る。例えば、インター
フェイスは、バランシングマネージャー４１０の動作を変えることにより、コスト、収益
生成、または顧客満足度の中の１つ以上の起こり得る変化を表示し得る。１つの例では、
推定は、同じ（または同様な）セットのエージェントの過去時間帯を評価すること、およ
びエージェント／コーラーペアの分配を作成することを含む。各ペアを使って、パフォー
マンスベースマッチング、パターンマッチングアルゴリズム、などを介して期待成功率が
算定され得、現在のパフォーマンス（例えば、売上、コスト、顧客満足度、などの中の１
つ以上に関するもの）を推定するために現在の情報に適用され得る。従って、コール履歴
データおよびエージェント情報を使って、システムは第一レベルのプロセッシング方法の
バランスまたは重み付けを変えることによる推定を算定し得る。注意されることは、履歴
情報と比較できる時間（例えば、一日の時間、曜日、など）は、パフォーマンスが時間に
よっておそらく変化するため重要であり得ることである。
 
【００４０】
　いくつかの例では、バランシングマネージャー４１０は、コーラー・エージェントペア
を出力するために２つ以上のモデルの出力を入力として受信するための適応的アルゴリズ
ム（例えば、ニューラルネットワークまたは遺伝的アルゴリズム）を含み得る。従って、
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適応的アルゴリズムを介してバランシングマネージャー４１０はパフォーマンスを経時的
に比較し得、所望の結果の可能性を上げるために第一レベルのプロセッシングエンジンを
選択または重み付けするように適応し得る。
【００４１】
　図５は、少なくとも２つの異なるコンピューターモデルまたは方法に従って、エージェ
ント、コーラー、および／またはエージェント・コーラーペアをスコア付けまたはランク
付けし、少なくとも２つの異なるモデルをバランスすることに基づくコーラーをエージェ
ントにマッチングするための例示的な方法を示す。この例では、５０２で少なくとも第一
入力データに基づいてコーラー、エージェント、またはコーラー・エージェントペアがス
コア付けされる。入力データはエージェントパフォーマンス評価、コーラーデータおよび
／またはエージェントデータ、コーラーおよびエージェントのキューオーダー、その組み
合わせ、などを含み得る。更に、スコアは未加工スコア、正規化されたスコア、他のコー
ラー、エージェント、および／またはコーラー・エージェントペアとの相対的なランキン
グなどを含み得る。
【００４２】
　この方法は、更に、コーラーをエージェントにマッピングするための第二モデル（第二
モデルは第一モデルと異なる）に従った、５０４での、コーラー、エージェント、または
コーラー・エージェントペアをスコア付けすることを含む。しかし、注意すべきは、第二
モデルは５０２で使用されたものと同じ第一入力データをいくつかまたは全て使い得るか
、異なる入力データ（例えば、少なくとも第二入力データ）に依存し得ることである。同
様に、スコア付けは未加工スコア、正規化されたスコア、他のコーラー、エージェント、
および／またはコーラー・エージェントペアとの相対的なランキング、などを含み得る。
【００４３】
　５０２および５０４で決定されたスコアはコーラーへのルーティング指示を決定するた
めに５０６でバランスされ得る。バランスすることは５０２および５０４からのスコアを
均等または不均等に重み付けすることを含み得、ユーザーによって、またはシステムの適
応的フィードバックに応答して経時的に調整され得る。５０２および５０４から出力され
たスコアはいかなる適切なやり方でも正規化され得ることも認識される。
 
【００４４】
　エージェントへのコーラーの最終的な選択またはマッピングは、次に、５０８でコーラ
ーをエージェントにルーティングさせるためにルーティングエンジンまたはルーターに送
信され得る。注意すべきは、記述されている動作は上述された順番に起こる必要がなく、
いくつかの動きは並行して遂行され得る（例えば、５０２および５０４の第一層プロセッ
シングは部分的または全体的に並行して遂行され得る）。更に、スコア付け、およびコー
ラーをエージェントにマッピングするために追加的なモデルが使用され得、コーラー・エ
ージェントペアの最終的な選択を決定するために５０６でのバランシングに出力し得る。
【００４５】
　図６は、少なくとも２つの異なる方法に従った、エージェント、コーラー、および／ま
たはエージェント・コーラーペアのスコア付けまたはランク付けをし、少なくとも２つの
異なる方法をバランスすることに基づく、コーラーをエージェントにマッチングするため
のもう１つの例示的な方法を示す。この特定の例では、第一モデルは６０２でパフォーマ
ンスに基づいて一セットのエージェントをスコア付けするように動作し、エージェントの
パフォーマンスに関連するランキングまたはスコアを出力し得る。このような、パフォー
マンスに基づくエージェントのランク付けをするための方法は、以下に図７に関して更に
詳細に記述されている。
【００４６】
　この方法は、更に、コーラーをエージェントにマッピングするための第二モデルに従っ
て、特にパターンマッチングアルゴリズムに従って、コーラー・エージェントペアを６０
４でスコア付けすることを含む。パターンマッチングアルゴリズムは、各コーラー・エー
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ジェントペアのコーラーデータとエージェントデータを比較することと、所望の結果変数
（または結果変数の重み付け）のための適合スコアまたはコーラー・エージェントペアの
ランキングを算定することとを含み得る。このようなパターンマッチングアルゴリズムは
、以下に図８に関して更に詳細に記述されており、ニューラルネットワークを含み得る。
【００４７】
　この方法は、更に、類似性データに基づいた、コーラーをエージェントにマッピングす
るための第三モデルに従って、コーラー・エージェントペアを６０６でスコア付けするこ
とを含む。類似性データおよび類似性データベースのみの、またはパターンマッチングア
ルゴリズムとの組み合わせでの使用は以下に更に詳細に記述されている。
【００４８】
　６０２、６０４、および６０６で決定されたスコア（またはランキング）はコーラーへ
のルーティング指示を決定するために６０８でバランスされ得る。バランスすることは６
０２、６０４、および６０６からのスコアを均等または不均等に重み付けすることを含み
得、ユーザーによって、またはシステムの適応的フィードバックに応答して調整され得る
。６０２、６０４、および６０から出力されたスコアは図５に関して記述されているよう
に、いかなる適切なやり方で正規化され得ることも認識される。
【００４９】
　エージェントへのコーラーの最終的な選択またはマッピングは、次に、コーラーをエー
ジェントにルーティングさせるためにルーティングエンジンまたはルーターに送信され得
る。重ねて注意すべきは、記述されている動作は上述された順番に起こる必要がなく、い
くつかの動きは並行して遂行され得る（例えば、６０２、６０４、および６０６の第一層
プロセッシングは部分的または全体的に並行して遂行され得る）ことである。更に、スコ
ア付け、およびコーラーをエージェントにマッピングするために追加的な（またはより少
数の）マッチングモデルが使用され得、コーラー・エージェントペアの最終的な選択を決
定するために６０８でのバランシングに出力し得る。
【００５０】
　図７は、パフォーマンスに基づいてコーラーをエージェントにマッチングするための例
示的方法またはモデルのフローチャートを示す。この方法は２人のエージェントを最適な
インタラクションで評価付けすることと、最適なインタラクションの可能性を上げるため
に、コーラーを、評価付けされたエージェント２人のうち少なくとも１人にマッチングす
ることとを含む。最初のブロック７０１で、エージェントは収益を上げること、コストを
減らすこと、または顧客満足度を上げることのような最適なインタラクションで評価付け
される。評価付けは、ある期間（例えば、少なくとも１０日間）にわたるコンタクトセン
ターエージェントのパフォーマンスを、最適なインタラクションを達する能力に基づいて
照合することによって成し遂げられ得る。しかし、期間は、直前のコンタクトのように短
いものからエージェントのコーラーとの最先のコンタクトのように長きにわたる期間まで
あり得る。更に、エージェントを評価付けする方法は、特定の最適なインタラクションの
ために、各エージェントを１からＮ（Ｎはエージェントの総人数）までの階級にランク付
けすることのようにシンプルであり得る。評価付けする方法は、エージェントをコストで
評価付けするために各エージェントの平均コンタクト処理時間を決定すること、エージェ
ントを売上で評価付けするために、各エージェントによって生成された合計売上収益もし
くは売上数を決定すること、またはエージェントを顧客満足度で評価付けするためにコー
ラーとのコンタクトの終わりに顧客アンケートを実施することをも含み得る。前述は、し
かし、どのようにエージェントが評価付けされ得るかの例にすぎず、多数の他の方法が使
用され得る。
【００５１】
　ブロック７０２でコーラーはコンタクトセンターとのコンタクトを開始するために電話
番号またはメールアドレスのようなコンタクト情報を使用する。ブロック７０３で、先行
技術のラウンドロビンマッチング方法をただ使用することと対照的に、コーラーは、最適
なインタラクションの可能性が上がるようにエージェントまたはエージェントのグループ
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にマッチングされる。この方法は、更に、少なくとも２人のエージェントのグループを２
つの最適なインタラクションで評価付けすること、１つの最適なインタラクションを他の
最適なインタラクションに対して重み付けすること、およびいっそう重く重み付けられた
最適なインタラクションの可能性を上げるようにコーラーを、評価付けされたエージェン
ト２人のうち１人にマッチングすることを含み得る。特に、エージェントは、収益を上げ
ること、コストを減らすこと、または顧客満足度を上げることのような２つ以上の最適な
インタラクションで評価付けされ得、次に最適なインタラクションは相互に重み付けられ
得る。重み付けすることは各最適なインタラクションにパーセンテージの重み係数（その
ような係数の全てを合計すると１００パーセントになる）を割り当てることのようにシン
プルであり得る。しかし、いかなる相対的な重み付け方法も使用され得る。さまざまな最
適なインタラクションに付与された重み付けは、コンタクトセンターもしくはそのクライ
アントによって制御された、または既定されたルールに沿った態様でリアルタイムで起こ
り得る。オプションとしてコンタクトセンターまたはそのクライアントは、インターネッ
トまたはいくつかの別のデータ転移システムを通して重み付けを制御し得る。一例として
は、コンタクトセンターのクライアントが現在使用されている重み付けをインターネット
ブラウザでアクセスし、遠隔的にこれらを変更し得ることである。このような変更はすぐ
に効果が現れるようにセットされ得、このような変更のすぐ後に、新たに設定する重み付
けに沿って、次のコーラーのルーティングが起こる。このような例の事例は、コンタクト
センターのクライアントが自身のビジネスのなかで現在最も重要な戦略的優先事項が収益
の最大化であると決定した場合に起こり得る。このような場合、クライアントは所与のコ
ンタクトにおいて販売の最大の可能性を生成するエージェントの選択を支持するように重
み付けを遠隔的にセットする。続いて、クライアントは自身のビジネスのために顧客満足
度の最大化がより重要であるという見解を取り得る。この場合、彼らは、コーラーの満足
感の度合いをもっとも最大化しそうなエージェントにコーラーがルーティングされるよう
に本発明の重み付けを遠隔的にセットし得る。あるいは、重み付けの変化は後に効果が現
れるようにセットされ得る（例えば、次の朝に始める）。
【００５２】
　図８はコーラーをエージェントにマッチングするためのもう１つの例示的なモデルまた
は方法を示す。それはエージェント評価、エージェントの人口統計的データ、エージェン
トのサイコグラフデータ、およびエージェントについての他のビジネス関連データ（本出
願では個別にまたはまとめて“エージェントデータ”と呼ばれる）を、コーラーについて
の人口統計的、サイコグラフ、および、他のビジネス関連データ（本出願では個別にまた
はまとめて“コーラーデータ”と呼ばれる）とともに組み合わせ得る。エージェントおよ
びコーラーの人口統計的データは性別、人種、年齢、教養、訛り、収入、国籍、民族性、
市外局番、郵便番号、結婚の状況、仕事の状況、および信用度スコアのいずれをも含み得
る。エージェントおよびコーラーのサイコグラフデータは内向性、社交性、経済的成功の
願望、ならびに映画およびテレビの好みのいずれをも含み得る。図８のフローチャートに
概説されている動きはまさにその順番に起こる必要がないことが認識される。
【００５３】
　この例示的なモデルまたは方法はコーラーの少なくとも１つのコーラーデータを決定す
ること、２人のエージェントそれぞれの少なくとも１つのエージェントデータを決定する
こと、エージェントデータおよびコーラーデータをパターンマッチングアルゴリズムに使
用すること、ならびに最適なインタラクションの可能性を上げるようにコーラーを２人の
エージェントのうち１人にマッチングすることを含む。８０１で少なくとも１つのコーラ
ーデータ（例えば、コーラーの人口統計的またはサイコグラフデータ）が決定される。こ
れを成し遂げる１つの仕方は、コーラーのコンタクト情報をインデックスとして使用する
ことによって、利用可能なデータベースからこれを検索することである。利用可能なデー
タベースは一般に入手可能なもの、市販されているもの、またはコンタクトセンターもし
くはコンタクトセンターのクライアントによって作成されたものを含むがこれらに限られ
ない。外向きコンタクトセンターの環境の中ではコーラーのコンタクト情報は前もって知
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られている。内向きコンタクトセンターの環境の中ではコーラーのコンタクト情報は、コ
ーラーのコーラーＩＤ情報を検査すること、またはコンタクトの初めにコーラーのこの情
報を（例えば、コーラーのアカウント番号、または他のコーラー識別情報の入力を通して
）リクエストすることによって検索され得る。履歴購買習性、顧客としての現在の満足感
の度合い、または製品への自発的に提供された興味レベルのような、他のビジネス関連デ
ータも利用可能なデータベースから検索され得る。
【００５４】
　８０２では、２人のエージェントそれぞれの少なくとも１つのエージェントデータが決
定される。エージェントの人口統計的またはサイコグラフデータを決定する１つの方法は
、エージェントを、採用時に、または雇用中に定期的に調査することを含み得る。このよ
うな調査プロセスは、（例えば紙での調査または口頭調査を介して）人力を使用するもの
であるか、もしくはコンピューターシステムを通して（例えば、ウェブブラウザを通して
の展開によって）調査が実施されるようにオートメーション化され得る。
【００５５】
　この先端的な実施形態は、好ましくは、エージェントの評価、人口統計的データ、サイ
コグラフデータ、および他のビジネス関連データを、コーラーの人口統計的データ、サイ
コグラフデータ、および他のビジネス関連データとともに使用するが、本発明の他の実施
形態は、本発明を使用するために必要なコンピューター処理能力または記憶領域を最小化
するためにコーラーまたはエージェントデータの１つ以上の種類またはカテゴリーを削除
し得る。
【００５６】
　エージェントデータおよびコーラーデータが収集されると、このデータは計算システム
に送信される。計算システムは、次には、各エージェントにコーラーをマッチングするコ
ンピューターモデルを構築するために８０３でこのデータをパターンマッチングアルゴリ
ズムに使用し、販売の生成、コンタクトの持続時間、または顧客が満足に感じるインタラ
クションの生成の見込みのような、いくつかの最適なインタラクションに沿った各マッチ
ングのあり得る結果を推定する。
【００５７】
　本発明で使用されるパターンマッチングアルゴリズムは、ニューラルネットワークアル
ゴリズムまたは遺伝的アルゴリズムのような、いかなる相関アルゴリズムをも含み得る。
一般的にアルゴリズムをトレーニングまたは別の洗練をするために、（最適なインタラク
ションに対し測定された）現実のコンタクトの結果は、それぞれの起こったコンタクトの
現実のエージェントおよびコーラーデータと比較される。パターンマッチングアルゴリズ
ムは、そして、特定のコーラーを特定のエージェントにマッチングすることが最適なイン
タラクションの可能性をどのように変えるかということを習得し得るかまたはその知識を
改善し得る。そして、このように、パターンマッチングアルゴリズムは、コーラーデータ
の特定のセットを有するコーラーを、エージェントデータの特定のセットのエージェント
にマッチングすることに関連して、最適なインタラクションの可能性を予測するために使
用され得る。好ましくは、パターンマッチングアルゴリズムは、コーラーインタラクショ
ンのより多くの現実データがそれに利用可能になるにつれて、定期的に洗練される（例え
ば、コンタクトセンターが一日のオペレーションを終えたあとに毎晩アルゴリズムを定期
的にトレーニングする）。
【００５８】
　パターンマッチングアルゴリズムは、８０４で、エージェントとコーラーの各マッチン
グの、最適なインタラクションの予測された可能性を反映するコンピューターモデルを構
築するために使用される。好ましくは、コンピューターモデルは、全ての利用可能なコー
ラーにマッチされた、コンタクトセンターにログインしている全てのエージェントの最適
なインタラクションのセットの予測された可能性を含む。あるいは、コンピューターモデ
ルはこれらのサブセット、または前述のセットを包含するセットを含み得る。例えば、コ
ンタクトセンターにログインしている全てのエージェントを全ての利用可能なコーラーに
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マッチングする代わりに、本発明は全ての利用可能なエージェントを全ての利用可能なコ
ーラーに、または更に限られたサブセットのエージェントもしくはコーラーをマッチング
し得る。同じく、利用できるまたはログインしている状態であろうとそうでなかろうと、
本発明は特定のキャンペーンに取り組んだことのある全てのエージェントを、全ての利用
可能なコーラーにマッチングし得る。同様に、コンピューターモデルは、１つの最適なイ
ンタラクションまたは複数の最適なインタラクションの予測された可能性を含み得る。
【００５９】
　コンピューターモデルは、エージェントとコーラーの各マッチングのための適合スコア
を含むようにも更に洗練され得る。適合スコアは、パターンマッチングアルゴリズムによ
って予測された最適なインタラクションのセットの可能性をとって、特定の最適なインタ
ラクションに、他の最適なインタラクションに相関して重点をさらにまたはより少なく置
くためにそれらの可能性に重み付けすることによって、決定され得る。適合スコアは、そ
して、どのエージェントがどのコーラーに接続されるべきかを決定するために本発明で使
用され得る。
【００６０】
　他の例では例示的なモデルまたは方法はコーラーおよび／またはエージェントに関連す
る類似性データを利用し得る。例えば、類似性データは、人口統計的、サイコグラフ、ま
たは他のビジネス関連情報と無関係の、個別のコーラーのコンタクト結果（本出願では“
コーラー類似性データ”と呼ばれる）を関係し得る。このようなコーラー類似性データは
コーラーの購買履歴、コンタクト時間履歴、または顧客満足度履歴を含み得る。これらの
履歴は、コーラーの一般的な製品購買履歴、エージェントとの平均コンタクト時間、また
は平均顧客満足度評価のように一般的であり得る。これらの履歴は、特定のエージェント
と接続したときのコーラーの購買、コンタクト時間、または顧客満足度履歴のようにエー
ジェント特有のものでもあり得る。
【００６１】
　例えば、コーラーがコンタクトされた最後の数件の事例でコーラーが製品またはサービ
スを購入することを決めたために、特定のコーラーが、自身のコーラー類似性データによ
って購入する高い見込みがあるものと識別され得る。この購買履歴は、そして、コーラー
を、最適なインタラクションの可能性を上げるために、コーラーに適合していると思われ
るエージェントと優先的にマッチングさせるようにマッチを適切に洗練するために使用さ
れ得る。この実施形態を使って、コンタクトセンターは、コーラーの過去の購買習性を考
慮に入れると販売の可能性がまだ有望なので、コーラーを、収益を生成することに高い評
価を受けていないエージェント、または別の容認できるマッチとはならないであろうエー
ジェントと優先的にマッチングし得る。このマッチングの戦略は、その戦略がとられてい
ない場合コーラーとのコンタクトインタラクションに取り組んでいたかもしれない他のエ
ージェントを利用可能にする。あるいは、コンタクトセンターは、その代わりに、コーラ
ーデータおよびエージェントの人口統計的またはサイコグラフデータを使って生成された
マッチが何を示すにかかわらず、コーラーが、収益を生成することに高い評価を受けてい
るエージェントとマッチングされることを保証するようにしようとし得る。
【００６２】
　１つの例では、例によって発展させた類似性データおよび類似性データベースは、コー
ラーのコンタクト結果が様々なエージェントデータにわたってトラッキングされたもので
あり得る。このような分析は、例えば、コーラーは、同性、同人種、同様な年齢のエージ
ェントに対して、または特定のエージェントに対してでさえ、マッチングされたときのコ
ンタクトにもっとも満足しそうであることを表し得る。この実施形態を使って、本発明は
コーラーを特定のエージェント、または容認できる最適なインタラクションを生成したと
コーラー類似性データから知られるタイプのエージェントに優先的にマッチングし得る。
【００６３】
　類似性データベースは、市販、クライアント、または一般に入手可能なデータベースの
供給源がコーラーについての情報を欠き得るときに、コーラーについての特に役に立つ情
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報を提供し得る。このデータベースの発展は、個別のコーラーコンタクト結果が市販のデ
ータベースが暗示するものと異なり得ると結論をし得るため、コーラーについて利用でき
るデータがある場合でも、コンタクトルーティングおよびエージェントからコーラーへの
マッチングを更に向上されるためにも使用され得る。例えば、本発明が、コーラーおよび
エージェントをマッチングするために市販のデータベースにだけに依存する場合、本発明
は、最適な顧客満足を達するためにそのコーラーが同性のエージェントに最もよくマッチ
ングされるのであろうと予測し得る。しかし、コーラーとの以前のインタラクションから
発展させた類似性データベース情報を含むことによって、本発明は、最適な顧客満足を達
するためにそのコーラーが異性のエージェントに最もよくマッチングされるのであろうと
更に正確に予測し得る。
【００６４】
　本発明の別の側面は、本発明は、特定のコーラーの人口統計的、サイコグラフ、または
他のビジネス関連の特徴とマッチングされた、個別のエージェントの収益生成、コスト、
および顧客満足パフォーマンスデータ（本出願では“エージェント類似性データ”と呼ば
れる）を含む類似性データベースを発展させ得ることである。このような類似性データベ
ースは、例えば、本発明が、特定のエージェントは同年代のコーラーとのインタラクショ
ンで最もよいパフォーマンスをし、自身より有意に年齢が上のまたは下のコーラーとのイ
ンタラクションで同年代とのインタラクションほどよいパフォーマンスをしないと予測す
るという結果にし得る。同様に、このタイプの類似性データベースは、本発明が、特定の
エージェント類似性データのエージェントは、エージェントが他の地理からのコーラーを
扱うよりも特定の地理から発生したコーラーをかなりうまく扱うと予測するという結果に
し得る。他の例では、本発明は、特定のエージェントが、憤慨したコーラーとそのエージ
ェントが接続された状況の中でよいパフォーマンスをすると予測し得る。
【００６５】
　類似性データベースは、好ましくは、マッチングを生成するために、パターンマッチン
グアルゴリズムを通り抜けるエージェントおよびコーラーデータとの組み合わせで使用さ
れるが、類似性データベースに記憶された情報は、類似性情報がマッチングを生成するた
めに使用される唯一の情報であるようにエージェントおよびコーラーデータとは独立して
使用され得る。例えば、いくつかの例では、プロセッシングの第一レベルは、パターンマ
ッチングアルゴリズムおよび類似性データの両方に依存する第一コンピューターモデル、
ならびに類似性データのみに依存する第二コンピューターモデルを含み得る。
【００６６】
　ここに記述された多くのテクニックはハードウェアもしくはソフトウェア、またはその
２つの組み合わせにインプリメントされ得る。好ましくは、テクニックは、それぞれがプ
ロセッサー、プロセッサーによって読み出し可能な記憶媒体（揮発性および不揮発性メモ
リ、ならびに／または記憶素子を含む）、ならびに適切な入力および出力デバイスを含む
プログラム可能なコンピューターで実行するコンピュータープログラムにインプリメント
される。プログラムコードは、記述された機能を実行するために、および出力情報を生成
するために入力デバイスを使って入力されたデータに適用される。出力情報は１つ以上の
出力デバイスに適用される。更に、各プログラムは、好ましくは、コンピューターシステ
ムとコミュニケーションをとるために高級手続き型言語またはオブジェクト指向プログラ
ム言語にインプリメントされる。しかし、プログラムは、所望される場合には、アセンブ
リ言語または機械語にインプリメントされ得る。いかなる場合も言語はコンパイル型また
はインタプリタ型言語であり得る。
【００６７】
　それぞれのこのようなコンピュータープログラムは、好ましくは、記憶媒体またはデバ
イス（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードディスク、または磁気ディスク）が、記述された手
続きを実行するためにコンピューターに読み出されたときに、コンピューターを設定する
または動作させるための汎用または特殊用途のプログラム可能なコンピューターによって
読み出し可能な記憶媒体またはデバイスに記憶される。システムは、コンピュータープロ
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グラムで設定された、コンピューター読み出し可能記憶媒体としてもインプリメントされ
得る。このように設定された記憶媒体はコンピューターを特定および既定の態様で動作さ
せる。
【００６８】
　図９は発明の実施形態におけるプロセッシング機能をインプリメントするために用いら
れ得る典型的なコンピューティングシステム９００を示す。例えば、このタイプのコンピ
ューティングシステムはクライアントおよびサーバーに使用され得る。当業者は他のコン
ピューターシステムまたはアーキテクチャを使って発明をどのようにインプリメントする
かも認識する。コンピューティングシステム９００は、例えば、デスクトップ、ラップト
ップもしくはノートブックコンピューター、携帯コンピューティングデバイス（ＰＤＡ、
携帯電話、パームトップ、など）、メーンフレーム、サーバー、クライアント、または所
与の用途または環境にて所望され得る、もしくは適切であり得るいかなる他のタイプの特
殊用途または汎用のコンピューティングデバイスを表し得る。コンピューティングシステ
ム９００は１つ以上の、プロセッサー９０４のようなプロセッサーを含み得る。プロセッ
サー９０４は、例えば、マイクロプロセッサー、マイクロコントローラー、または他の制
御ロジックのような汎用または特殊用途のプロセッシングエンジンを使ってインプリメン
トされ得る。この例では、プロセッサー９０４はバス９０２または他のコミュニケーショ
ン媒体に接続されている。
【００６９】
　コンピューティングシステム９００は、情報、およびプロセッサー９０４によって実行
される命令を記憶するためのランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）または他のダイナミック
メモリのようなメインメモリ９０８をも含み得る。メインメモリ９０８は、プロセッサー
９０４によって実行される命令の実行中に一時変数または他の中間情報を記憶するために
も使用され得る。コンピューティングシステム９００は、同様に、スタティック情報、お
よびプロセッサー９０４への命令を記憶するための、バス９０２に結合されたリードオン
リーメモリ（“ＲＯＭ”）または他のスタティック記憶デバイスを含み得る。
【００７０】
　コンピューティングシステム９００は、例えば、メディアドライブ９１２およびリムー
バブル記憶インターフェイス９２０を含み得る情報記憶システム９１０をも含み得る。メ
ディアドライブ９１２は、ハードディスクドライブ、フロッピー（登録商標）ディスクド
ライブ、磁気テープドライブ、光学ディスクドライブ、ＣＤもしくはＤＶＤドライブ（Ｒ
もしくはＲＷ）、または他のリムーバブルまたは固定メディアドライブのような、固定も
しくはリムーバブル記憶媒体をサポートためのドライブまたは他のメカニズムを含み得る
。記憶媒体９１８は、例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気
テープ、光ディスク、ＣＤもしくはＤＶＤ、またはメディアドライブ９１２によって読み
出しおよび書き込みされる他の固定もしくはリムーバブル媒体を含み得る。これらの例が
示すように記憶媒体９１８は、特定のコンピューターソフトウェアまたはデータを内部に
記憶したコンピューター読み出し可能記憶媒体を含み得る。
【００７１】
　代替的な実施形態では情報記憶システム９１０は、コンピュータープログラムまたは他
の命令もしくはデータがコンピューティングシステム９００にロードされることを可能に
するための他の同様なコンポーネントを含み得る。このようなコンポーネントは、例えば
、プログラムカートリッジおよびカートリッジインターフェイス、リムーバブルメモリ（
例えば、フラッシュメモリまたは他のリムーバブルメモリモジュール）およびメモリース
ロット、ならびにソフトウェアおよびデータがリムーバブル記憶ユニット９１８からコン
ピューティングシステム９００に転送されることを可能にする他のリムーバブル記憶ユニ
ット９２２およびインターフェイス９２０のような、リムーバブル記憶ユニット９２２お
よびインターフェイス９２０を含み得る。
【００７２】
　コンピューティングシステム９００は、コミュニケーションインターフェイス９２４を
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も含み得る。コミュニケーションインターフェイス９２４は、ソフトウェアおよびデータ
がコンピューティングシステム９００と外部デバイスの間を転送されることを可能にする
ために使用され得る。コミュニケーションインターフェイス９２４の例は、モデム、（イ
ーサネット（登録商標）または他のネットワークカードのような）ネットワークインター
フェイス、（例えば、ＵＳＢポートのような）コミュニケーションポート、ＰＣＭＣＩＡ
スロットおよびカード、などを含み得る。コミュニケーションインターフェイス９２４を
介して転送されたソフトウェアおよびデータは、電子的、電磁気的、光学的、またはコミ
ュニケーションインターフェイス９２４によって受信されることが可能な他の信号であり
得る信号の形態をとる。これらの信号はチャンネル９２８を介してコミュニケーションイ
ンターフェイス９２４に供与される。このチャンネル９２８は信号を運び得、ワイヤレス
媒体、ワイヤーもしくはケーブル、光ファイバー、または他のコミュニケーション媒体を
使ってインプリメントされ得る。チャンネルのいくつかの例は、電話線、携帯電話リンク
、ＲＦリンク、ネットワークインターフェイス、ローカルまたはワイドエリアネットワー
ク、および他のコミュニケーションチャンネルを含む。
【００７３】
　本明細書では、一般的に“コンピュータープログラム製品”、“コンピューター読み込
み可能媒体”、および同様の用語は、例えば、メモリ９０８、記憶媒体９１８、または記
憶ユニット９２２のような物理的で有体的な媒体を指すために使用され得る。これらおよ
びコンピューター読み込み可能媒体の他の形態は、プロセッサーに特定のオペレーション
を実行させるために、プロセッサー９０４によって使用される１つ以上の命令を記憶する
ことに関与し得る。一般的に“コンピュータープログラムコード”（コンピュータープロ
グラムまたは他のグループの形で分類され得る）と呼ばれるこのような命令は、実行され
たときに、コンピューティングシステム９００が本発明の実施形態の特徴または機能を実
行することを可能にする。注意すべきは、コードは、プロセッサーが特定のオペレーショ
ンを直接実行させ得る、そのようにするようにコンパイルされ得る、ならびに／またはそ
のようにするように他のソフトウェア、ハードウェア、および／またはファームウェアの
エレメント（例えば、基本機能を実行するためのライブラリ）と組み合わせられ得ること
である。
【００７４】
　エレメントがソフトウェアを使ってインプリメントされる実施形態では、ソフトウェア
は、コンピューター読み込み可能媒体に記憶され得、例えばリムーバブル記憶媒体９１８
、ドライブ９１２、またはコミュニケーションインターフェイス９２４を使って、コンピ
ューティングシステム９００にロードされ得る。制御ロジック（この例ではソフトウェア
命令またはコンピュータープログラムコード）は、プロセッサー９０４に実行されたとき
、プロセッサー９０４を本明細書に記述されたように発明の機能の実行をするようにする
。
【００７５】
　図１０は、コーラーをエージェントにマッピングおよびルーティングするための例示的
な方法を示す。この方法では、第一部分または割合のコーラーがパフォーマンスベースお
よび／またはパターンマッチングアルゴリズムに基づいてルーティングされ、第二部分も
しくは割合のコーラーがキューに基づくルーティングのような従来の、本質的にランダム
なルーティング方法に基づいてルーティングされる。従って、ルーティングシステムは、
１４２０で、コーラーがどのようにルーティングされるかを第一に決定する。例えば、シ
ステムは、コンタクトセンターによって入力された設定に応じて様々な比率でコーラーお
よびエージェントをマッピングし得る。例えば、設定が８０、すなわち８０％である場合
システムはコーラー・エージェントペアの８０％をパフォーマンスおよび／またはパター
ンマッチングアルゴリズムに基づいてマッピングし、コーラー・エージェントペアの残り
の２０％をキューオーダーのような他の方法に基づいてマッピングする。
【００７６】
　コーラーをエージェントにルーティングするための例示的な、パフォーマンスベースお
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よび／またはパターンマッチング方法は、パフォーマンスでエージェントを評価すること
、エージェントデータおよびコーラーデータを比較しパターンマッチングアルゴリズムに
よってマッチングすること、エージェント・コーラーペアの結果を予測するためのコンピ
ューターモデルを構築すること、またはそれらの組み合わせを含む。特に、最適なインタ
ラクションの可能性を上げるためのひとつの例示的な方法は、エージェント評価（エージ
ェントを所望の結果に対して評価付けまたはランク付けすることによって決定され得る）
、エージェントの人口統計的データ、エージェントのサイコグラフデータ、およびエージ
ェントの他のビジネス関連データ（個別に、またはまとめて本出願では“エージェントデ
ータ”と呼ばれる）を、コーラーの人口統計的、サイコグラフ、および他のビジネス関連
データ（個別に、またはまとめて本出願では“コーラーデータ”と呼ばれる）とともに組
み合わせることを含む。エージェントおよびコーラーの人口統計的データは、性別、人種
、年齢、教養、訛り、収入、国籍、民族性、市外局番、郵便番号、結婚の状況、仕事の状
況、信用度スコア、および同様のいずれをも含み得る。エージェントおよびコーラーのサ
イコグラフデータは内向性、社交性、経済的成功の願望、映画およびテレビの好み、なら
びに同様のいずれをも含み得る。
【００７７】
　例示的な方法は、１人以上のコーラー（例えば、保留中のコーラー）に関連するコーラ
ーデータを決定すること、１人以上のエージェント（例えば、１人以上の利用できるエー
ジェント）に関連するエージェントデータを決定すること、エージェントデータとコーラ
ーデータを（例えば、パターンマッチングアルゴリズムを介して）比較すること、ならび
に最適なインタラクションの可能性を上げるためにコーラーをエージェントにマッチング
することを含み得る。特に、１４２２で、コーラーに対して、コーラーデータ（例えば、
コーラーの人口統計的またはサイコグラフデータ）が決定または識別される。これを成し
遂げる１つの仕方は、コーラーのコンタクト情報をインデックスとして使用することによ
って、利用可能なデータベースからコーラーデータを検索することである。利用できるデ
ータベースは一般に入手可能なもの、市販されているもの、またはコンタクトセンターも
しくはコンタクトセンターのクライアントによって作成されたものを含むがこれらに限ら
れない。外向きコンタクトセンターの環境の中ではコーラーのコンタクト情報は通常前も
って知られている。内向きコンタクトセンターの環境の中では、コーラーのコンタクト情
報は、コーラーのコーラーＩＤ情報を検査すること、またはコンタクトの初めにコーラー
のこの情報を（例えば、コーラーのアカウント番号、または他のコーラー識別情報の入力
を通して）リクエストすることによって検索され得る。履歴購買習性、顧客としての現在
の満足感の度合い、または製品への自発的に提供された興味レベルのような、他のビジネ
ス関連データも利用可能なデータベースから検索され得る。
【００７８】
　１４２４では、１人以上のエージェントのエージェントデータが識別または決定される
。
エージェントの人口統計的またはサイコグラフデータを決定する１つの方法は、エージェ
ントを、採用時に、または雇用中に定期的に調査することを含み得る。このような調査プ
ロセスは、（例えば紙での調査または口頭調査を介して）人力を使用するものであるか、
もしくはコンピューターシステムを通して（例えば、ウェブブラウザを通しての展開によ
って）調査が実施されるようにオートメーション化され得る。いくつかの例では、この方
法は、エージェントの評価、人口統計的データ、サイコグラフデータ、および他のビジネ
ス関連データを、コーラーの人口統計的データ、サイコグラフデータ、および他のビジネ
ス関連データとともに使用するが、例示的な方法およびシステムの他の実施形態は、必要
な応対の時間、コンピューター処理能力または記憶領域を削減するためにコーラーまたは
エージェントデータの１つ以上の種類またはカテゴリーを削除し得る。
【００７９】
　エージェントデータおよびコーラーデータは、次に、１４２６で比較され得る。例えば
、エージェントデータおよびコーラーデータは、各エージェント・コーラーペアのコーラ
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ーデータおよびエージェントデータを比較するために計算システムに送信され得る（例え
ば、それぞれの可能なルーティング判断のコーラーデータおよびエージェントデータは、
ペアに関する形式で比較される）。１つの例では、比較は、各コーラーを各エージェント
にマッチングし、販売の生成、コンタクトの持続時間、または顧客が満足に感じるインタ
ラクションの生成の見込みのような、いくつかの最適なインタラクションに沿った各マッ
チングのあり得る結果を推定するコンピューターモデルを構築するためにエージェントお
よびコーラーデータをパターンマッチングアルゴリズムに送信することによって達成され
る。
【００８０】
　例示的な方法およびシステムに使用されるパターンマッチングアルゴリズムは、ニュー
ラルネットワークアルゴリズムまたは遺伝的アルゴリズムのような、いかなる相関アルゴ
リズムをも含み得る。一般的にアルゴリズムをトレーニングまたは別の洗練をするために
、（最適なインタラクションに対し測定された）現実のコンタクトの結果は、それぞれの
起こったコンタクトの現実のエージェントおよびコーラーデータと比較される。パターン
マッチングアルゴリズムは、そして、特定のコーラーを特定のエージェントにマッチング
することが最適なインタラクションの可能性をどのように変えるかということを習得し得
るかまたはその知識を改善し得る。そして、このように、パターンマッチングアルゴリズ
ムは、コーラーデータの特定のセットを有するコーラーを、エージェントデータの特定の
セットのエージェントにマッチングすることに関連して、最適なインタラクションの可能
性を予測するために使用され得る。好ましくは、パターンマッチングアルゴリズムは、コ
ーラーインタラクションのより多くの現実データがそれに利用可能になるにつれて、定期
的に洗練される（例えば、コンタクトセンターが一日のオペレーションを終えたあとに毎
晩アルゴリズムを定期的にトレーニングする）。
【００８１】
　パターンマッチングアルゴリズムは、エージェントとコーラーの各マッチングの最適な
インタラクションの予測された可能性を反映するコンピューターモデルを構築し得るか、
使い得る。好ましくは、コンピューターモデルは、全ての利用可能なコーラーにマッチン
グされた、コンタクトセンターにログインしている全てのエージェントの最適なインタラ
クションのセットの予測された可能性を含む。あるいは、コンピューターモデルはこれら
のサブセット、または前述のセットを包含するセットを含み得る。例えば、コンタクトセ
ンターにログインしている全てのエージェントを全ての利用可能なコーラーにマッチング
する代わりに、例は全ての利用可能なエージェントを全ての利用可能なコーラーに、また
は更に限られたサブセットのエージェントもしくはコーラーをマッチングし得る。同じく
、利用できるまたはログインしている状態であろうとそうでなかろうと、本発明は特定の
キャンペーンに取り組んだことのある全てのエージェントを、全ての利用可能なコーラー
にマッチングし得る。同様に、コンピューターモデルは、１つの最適なインタラクション
または複数の最適なインタラクションの予測された可能性を含み得る。
【００８２】
　コンピューターモデルは、エージェントおよびコーラーの各マッチングのための適合ス
コアをも含み得る。適合スコアは、パターンマッチングアルゴリズムによって予測された
最適なインタラクションのセットの可能性をとって、特定の最適なインタラクションに、
他の最適なインタラクションに相関して重点をさらにまたはより少なく置くためにそれら
の可能性に重み付けすることによって、決定され得る。適合スコアは、そして、どのエー
ジェントがどのコーラーに接続されるべきかを決定するために例示的な方法およびシステ
ムに使用され得る。
【００８３】
　パターンマッチングアルゴリズムおよび／またはコンピューターモデルに基づいてこの
方法は、更に、１４２８でコーラーに最もよくマッチするエージェントを決定することを
含む。理解されるように、最もよくマッチするエージェントは、パターンマッチングアル
ゴリズム、コンピューターモデル、ならびに特定のコールセンターによって選択された所
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望される出力変数および重み付けに依存し得る。コーラーは、次に、１４３０で最もよく
マッチするエージェントにルーティングされる。
【００８４】
　エージェントにマッピングするためのコーラーが１４２０で異なる（例えば、パフォー
マンスおよび／またはパターンマッチングアルゴリズムに基づかない）方法で選択され場
合、この特定の例示的な方法は、該当する場合、１４５０で自動コール分配（ＡＣＤ）キ
ューオーダーまたは同様なものを介してコーラーのキューオーダーを決定することによっ
て、ルーティングすることを含む。例えば、他のコーラーが保留中で利用できるエージェ
ントを待っている場合、コーラーは他のコーラーとともにキューに加えられ得る（例えば
、システムは保留時間によってコーラーを順序付けし、優先的に最も長く保留中のコーラ
ーをマッピングし得る）。同様に、例示的な方法はエージェントのキューオーダーを、該
当する場合、１４５２で決定することを含む（例えば、複数のエージェントが利用できる
状況で）。従って、システムは通常最も長く待機しているまたはアイドル状態のエージェ
ントを、最も長く保留中のコーラーにマッピングするように動作する。コーラーは、次に
、１４５４でエージェントにルーティングされ得る。
 
【００８５】
　注意すべきは、コーラーが少なくともパターンマッチングアルゴリズムで（例えば、単
独で、またはエージェントのパフォーマンスに基づく評価付けとの組み合わせで）マッチ
ングされる他の例では、異なる方法はパフォーマンスベースルーティングを含み得ること
である。これはパターンマッチングアルゴリズムをパフォーマンスベースルーティングと
比較することまたはパターンマッチングアルゴリズムからパフォーマンスベースルーティ
ングに対してベンチマークを取ることを可能にする。
【００８６】
　記述された例示的なシステムおよび方法の他の側面によって、ビジュアルコンピュータ
ーインターフェイスおよびプリント可能なレポートがコンタクトセンターまたはそれらの
クライアントに提供され得る。これにより、コンタクトセンターおよびそれらのクライア
ントにリアルタイムに、または過去のパフォーマンスを基に、エージェントからコーラー
へのマッチの統計をモニターすること、コンピューターモデルによって予測されたインタ
ラクションに対して達成されている最適なインタラクション、およびこの明細書に記述さ
れた方法を使用したリアルタイムまたは過去のパフォーマンスのいかなる他の測定値を測
定することを可能にする。パフォーマンスおよび／またはパターンマッチングアルゴリズ
ム（および最適なインタラクションの重み付け）を介してマッピングされるコーラーの人
数または部分を変更するためのビジュアルコンピューターインターフェイスも、コンタク
トセンターまたはコンタクトセンタークライアントに、この明細書で論じられているよう
に、パフォーマンスベースデータおよび／またはパターンマッチングアルゴリズムの１つ
以上の結果変数に対する影響をモニターでき得るように提供され得る。
【００８７】
　図１１は、パフォーマンスおよび／またはパターンマッチングアルゴリズムに従ってマ
ッピングされるコーラーの割合または部分を調整するためのグラフィックエレメント１５
０２を有する例示的なインターフェイス１５００を示す。インターフェイス１５００はブ
ラウザページ、ポータルページ、またはコンタクトセンタールーティングシステムの独立
型ユーザーインターフェイスにディスプレーされ得ることが認識される。それに加えて、
様々な他の情報および機能はインターフェイス１５００に含まれ得るが、明晰性のために
ここでは省略されている。
【００８８】
　この例ではインターフェイス１５００は、１５１０、１５１２、および１５１４で、異
なる出力変数によって分類されたコールセンターパフォーマンスのレポートをディスプレ
ーする。特に、コスト、収益生成、および顧客満足度が示されているが、ファーストコー
ルレゾリューション、キャンセル、またはシステムのパターンマッチングアルゴリズム（
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単数または複数）もしくはコンピューターモデル（単数または複数）の他の可変性の出力
のような、他の出力変数がディスプレーされ得る。インターフェイス１５００は、更に、
１５０４で、コーラーをエージェントにルーティングするために使用されているパターン
マッチングアルゴリズムおよびコンピューターモデルの異なる結果変数の所望される重み
付けのための設定を含む。特に、セレクター１５０４は、コールセンタールーティングア
ルゴリズムおよびコンピューターモデルの中の収益、コスト、および顧客満足度の重み付
けを調節するためのセレクターを含む。もちろん、様々な他のパターンマッチングアルゴ
リズム、コンピューターモデル、および所望の結果を調整するための重み付け方法は可能
であり、予期される。
 
【００８９】
　セレクター１５０２は、マッピングシステムの“パワー”（例えば、記述されたような
パフォーマンスおよび／またはパターンマッチングアルゴリズムを介してマッピングされ
たコーラーの部分または割合）を調整するように動作する。この例では、セレクター１５
０２が“１００”に設定された場合、システムはパフォーマンスおよび／またはパターン
マッチングアルゴリズムを介して全てのコーラーをルーティングする。あるいは、セレク
ター１５０２が“０”に設定された場合、システムはどのコーラーもパフォーマンスおよ
び／またはパターンマッチングアルゴリズムを介してルーティングしない。セレクター１
５０２はマウスからの入力、キーボードへの入力（例えば、矢印キー、数字入力、など）
、または同様なものに応答して調整され得る。更に、セレクター１５０２は、“スライダ
ー”エレメント、ドロップダウンセレクター、数字または値を手動で入力するためのエン
トリーフィールド、上および下矢印、などに置き換えられ得るか、またはそれらを更に含
み得る。
【００９０】
　記述されたように、ある割合のコーラーを実質的にランダムなプロセスでルーティング
することが、マッピングシステムのパフォーマンスおよび／またはパターンマッチングア
ルゴリズムの評価を提供する。例えば、結果変数は、マッピングシステムを介してルーテ
ィングされたコーラーのものと別の態様でルーティングされたコーラーのものが比較され
得る。例えば、インターフェイス１５００は、１５１１ａおよび１５１１ｂそれぞれによ
って示されるように、マッピングシステムがオンおよびオフ（例えば、“サットマップオ
ン”および“サットマップオフ”）でのルーティングシステムの経時的コストのディスプ
レー１５１０を含む。ディスプレー１５１０は、コストは、マッピングシステムを介して
ルーティングされたコーラーのものが、異なる方法で（例えば、キューオーダーまたは実
質的にランダムに）マッピングされたものより低いことを示す。ディスプレー１５１２に
示されているように、マッピングシステムを介してルーティングされたコーラーの収益（
１５１３ａで表示されている）は他のコーラーのもの（１５１３ｂで示されている）より
高い。更に、（ディスプレー１５１４に示されているように）マッピングシステムを介し
てルーティングされたコーラーの顧客満足度（１５１５ａで示されている）は他のコーラ
ーのもの（１５１５ｂによって示されている）より高い。
【００９１】
　注意すべきは、ディスプレー１５１０、１５１２、および１５１４によってディスプレ
ーされている情報は、過去のパフォーマンスデータであることである。しかし、他の例で
は、インターフェイス１５００は、更に、セレクター１５０２を変更することによる１つ
以上の結果変数への推定される影響をディスプレーするように動作し得る。例えば、セレ
クター１５０２を変更することによるコスト、収益生成、または顧客満足度の１つ以上の
あり得る変化をディスプレーする。１つの例では、推定は、同じ（または同様な）セット
のエージェントの過去時間帯を評価すること、およびエージェント／コーラーペアの分配
を作成することを含む。各ペアを使って、パターンマッチングアルゴリズムを介して期待
成功率が算定され得、現在のパフォーマンス（例えば、売上、コスト、顧客満足度、など
の中の１つ以上に関するもの）を推定するために現在の情報に適用され得る。従って、コ
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ール履歴データおよびエージェント情報を使って、アルゴリズムはパワーまたはパフォー
マンスおよび／またはパターンマッチングアルゴリズムを介してマッピングされたコーラ
ーの人数を変えることによる推定を算定し得る。注意すべきことは、履歴情報と比較でき
る時間（例えば、一日の時間、曜日、など）は、パフォーマンスが時間によっておそらく
変化するため重要であり得ることである。
 
【００９２】
　明晰性目的のため、上の記述は、異なる機能ユニットおよびプロセッサーに関する発明
の実施形態を記述することが認識される。しかし、異なる機能ユニット、プロセッサー、
またはドメイン間のいかなる適切な機能の分配が、発明を損なうことなく使用され得るこ
とは明らかである。例えば、別々のプロセッサーまたはコントローラーによって実行され
ると示された機能は、同じプロセッサーまたはコントローラーによって実行され得る。そ
れ故に、特定の機能ユニットへの参照は、厳密な論理的または物理的な構造または構成を
示すものではなく、記述された機能を提供するための適切な手段のただの参照とみなされ
る。
【００９３】
　本発明の上述された実施形態は、単に例証となることを意図されており、制限するもの
ではない。様々な変更および改変は、発明の広い解釈から離れないでされ得る。添付され
た特許請求範囲は発明の精神および範囲内のそのような変更および改変を含む。

【図１】 【図２】
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