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初めに 

企業のカスタマーエクスペリエンスに必要不可欠なものとして挙げられるのがコンタクトセン

ターです。 

 

どんなビジネスにおいても、その業界での一等市民となり得るのは顧客であり、その顧客との

コミュニケーションを通じて、企業は良い印象を顧客に与えるべく最善を尽くします。したが

って、コミュニケーション途上で問題が発生すると、サービスに対する顧客満足度の低下、ひ

いてはその企業全体の事業に対する不満感を引き起こす場合もあります。 

 

コンタクトセンターソフトウェアにより、企業は膨大な顧客とのインタラクションを管理しコ

ントロールすることが可能となっています。しかしサービスに中断や品質低下が発生すると、

顧客満足度に大きな影響を与えることになります。 

 

そのため、高可用性（サービス利用不可の状態、またはダウンタイムの最小化）およびフォー

ルト トレランス（システムの一部に不具合が発生した際にサービスが継続して利用できること）

は、コンタクトセンターの設計・運用面において、大変重要なポイントとなります。また、ク

ラウドベースのコンタクトセンター向けソフトウェアシステムにおいては、より一層重要とな

るでしょう。 

 

コンタクトセンターシステムに関連する問題例： 

 

• インターネット アクセスおよびサービス系 

• 音声プロバイダー系 

• 電源周り（停電） 

• ハードウェア障害 

• ソフトウェア不具合 

• メンテナンス要求事項 

• セキュリティ関連 

• オペレーターによるミス 

 

こうした問題は多くの場合、コンタクトセンター ソフトウェアプラットフォームの設計および

導入により対処可能です。 
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高可用性とフォールトトレランス性能を備えた

クラウド型コンタクトセンター ソフトウェア

プラットフォーム 

Bright Pattern ソフトウェア開発段階で検討された可用性設計の原理： 

 

• SPOFの解消 

• ロードバランシング 

• 迅速な異常検出 

• 不良コンポーネントの除去 

• スイッチオーバーとリバランシング 

• リアルタイム設定アップデート 

• レジリエンス 

• 予備的キャパシティのプロビジョニング 

• コンポーネントおよびサーバーのサービスへの導入、サービスからの撤収 

• 別のデータセンターへの障害復旧 

• セキュリティ強化 

• 使いやすいユーザーインターフェイス 
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SPOFの解消 

Bright Pattern のソフトウェアは、複数のサーバー上で動作するソフトウェア コンポーネント

で構成されています。コンポーネント同士で通信しており、ロジカル クラスターを形成してい

ます。コンポーネントはすべて、一つ以上のインスタンスに存在するように設定されています。

その他： 

 

• 高機能データストレージ、構成ストレージおよびレポートに使用される MongoDB は、マ

スター/スレーブレプリカセット（オンザフライでのスイッチオーバーを備えた冗長サーバー群）に

よって展開されます。 

• 構成ストレージおよびレポートに使用される MySQL は、オンザフライでのスイッチオーバ

ーを備えたマスター/スレーブのペアによって展開されます。 

 

 

 

リアルタイム構成アップデート 

システム内のコンポーネントは、構成アップデートを待ち受けます。設定変更を有効にする際、

再起動する必要はありません。 

 

 

 

ロードバランシング 

コンポーネントが別のコンポーネントのサービスを必要とする場合、構成サービスからアクテ

ィブコンポーネントのリストを使用します。リクエストを設定する際、コンポーネントの総当

たり選択が実行されます。 

 

そうすることで、コンポーネントがすべて継続的に動作し、サービス切替時に予想外のイベン

ト発生を抑えられるので、待機中のコンポーネントを確実になくすことができます。 
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迅速な異常検出 

Bright Pattern のソフトウェアには、二種類の異常検出メカニズムが備わっています。 

 

すべてのコンポーネントが、構成サービスコンポーネントとの接続を維持します。接続は、ラ

ンタイム設定アップデートの通知、そしてキープアライブ・ハートビートに使用されます。構

成サービスはキープアライブ情報を使用することにより、運用データストアからコンポーネン

トの動作状態をアップデートし、必要な場合はリバランシングを開始します。 

 

また、互いに緊密に動作する多くのコンポーネントで、下位のコンポーネントとの接続が維持

されます。接続上で動作するキープアライブ・ハートビートを使用することで、コンポーネン

トはサービスリクエストを送信して時間内に完了しているかどうかをチェックします。 

 

 

 

 

 

 

 

スイッチオーバーとリバランシング 

一旦障害が検出されると、障害リクエストが別のコンポーネントへ再送信されます。 

 

また構成サービスからのキープアライブは、特定のエンティティの状態を維持するリバランス

コンポーネントにも使用されます。例えば、インタラクションルーターは、インタラクション

をルーティングするテナントを割り当てています。ルーターが障害を検出すると、構成サービ

スにより稼働可能なルーターにテナントが再分配され、障害がシステム全体に通知されます。 
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レジリエンス 

コンポーネント障害発生の際には当該コンポーネントに関連したインタラクションはすべて影

響を受けるということ、そしてシステムが落ちた際には顧客満足度にも影響があるということ

を認識した上で、メインのコンポーネントに障害が起きてもインタラクション自体は継続でき

るよう、インタラクション状態をシステム全体に周知するためのメカニズムを複数採用してい

ます。 

 

メカニズム例： 

 

• メディアサーバーに障害が発生した場合、対応するシグナリングサーバーにより別のメデ

ィアサーバーが立ち上がり、会話中のエンドポイントすべてに新しいメディアサーバーを

使用するように通知が発信されます。ごく短い無音時間のあと、会話が再開されます。 

• ルーティングに障害が発生した場合、キューにあるインタラクションは別のルーターに送

信されます情報の損失はなく、インタラクションのルーティングに約30秒ほどの遅延が発

生することがある程度です。 

• 通話シナリオのコンポーネントに障害が発生した場合、通話は、対応するシグナリング

コンポーネントに保持されている基本ステータスとともに、新たな通話に送信されます。

エージェントへの通話入電は継続し、キュー入りしている通話はそのまま待機を続け、

IVR内の通話のみIVRメニューを再起動します。 

• エージェントサーバーに障害が発生した場合、サーバーの業務はすべて別のサーバーに引

き継がれ、エージェントデスクトップは、自動接続試行の際に、接続先インスタンスに接

続されます。影響としては、エージェントデスクトップ業務にごく数秒の遅延が発生する

だけで、その間「再接続しています。お待ちください」というメッセージが表示されます。 
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予備的キャパシティのプロビジョニング 

システムには多くのコンポーネントインスタンスが存在する可能性がありますが、実際の負荷

ではキャパシティすべてを使い切ってしまう可能性があり、障害発生時には残りのコンポーネ

ントが過負荷になってしまいます。 

 

Bright Pattern のソフトウェアにはシンプルネットワークマネジメントプロトコル（SNMP）

カウンター機能が搭載されており、運用担当者がシステムリソースのレベルを評価することが

可能です。リソースレベルの超過によりキャパシティの増量が必要な場合には、アラートを発

信することもできます。 

 

冗長キャパシティとは、N+1のパラダイムを使用するため、コンポーネントすべてが重複して

いるという意味ではありません。むしろ、冗長キャパシティは障害容量と同程度か、超えてい

る必要があります。 

 

また、システムのサバイバビリティを犠牲にすることなく、追加のキャパシティをプロビジョ

ニングすることでコンポーネントのメンテナンス性を高く保つことができます。 
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コンポーネントおよびサーバーのサービスへの導

入、サービスからの撤収 

24時間稼働のサービスにおいては、システムの一時的な中断を伴ったメンテナンスやアップグ

レードは不可能です。そのため、サーバーおよび別個のコンポーネントに、ソフトウェアメン

テナンスのシャットダウンおよび導入を実装しました。 

 

新しいトランザクションの受信を停止し、それまでのトランザクションが終了してシャットダ

ウンするまで待機する場合に、コンポーネントまたはサーバー全体をサービスから切り分ける

ことができます。また、新しいコンポーネントおよびサーバー全体を、オンザフライでシステ

ムに導入することも可能です。 

 

例えば、サーバーの置き換えは、新サーバーを導入して旧サーバーを撤去することで、オン

ザフライで行われます。業務や処理キャパシティに影響を与えることはありません。こうす

ることで、システムはサーバー間で移動できるだけでなく、ラック間、またはデータセンタ

ー間でさえ移動可能になります。 

 

 

 

別のデータセンターへの障害復旧 

システムにスレーブ レプリケーションを利用することで、最新の顧客情報がリアルタイムで障

害復旧（DR）ロケーションに配信されます。プライマリデータセンターが災害に見舞われた場

合には、運用担当者によりバックアップインスタンスがプライマリマスターに切り替えられ、

サーバーを再起動します。ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）上のIPネットワークを新

たなロケーションに再度アドバタイジングすること、または高速のドメインネームシステム

（DNS）へのアップデートにより、通信が移行されます。 
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セキュリティ強化 

インターネットに向けられたサーバーは、各リリースにおいて具体的な侵入テストを実施し強

化されています。例えば、システムはSIPセッションボーダーコントローラーのバックグラウ

ンドで動作可能ですが、そうしたコントローラーは不要です。いずれにせよ、侵入検出・防止

システムを、SaaSプラットフォームで使用するのは実用的です。 

 

 

 

使いやすいユーザーインターフェイス 

Bright Pattern のユーザーインターフェイスは、ユーザーロールタスクフローの観点から設計

されています。ソフトウェア開発陣は、ユーザーに必要とされていることを実際に考慮して初

めてソリューションを考案します。さらに、Bright Pattern の運用担当者は、開発されたもの

と同様のユーザーインターフェイスを実際に使用し、開発チームにフィードバックします。 

 

 

 

終わりに 

自然災害は予測不可能であり、場所や時間を問わず発生します。したがって、コンタクトセン

ターのベンダーおよびベンダー提供の災害復旧対策が、信頼に足るかということが非常に重要

なファクターとなります。しかし的確なリサーチと準備さえしておれば、災害復旧プロセスが

ことのほか面倒になることはまずありません。Bright Pattern とともに、今日から、災害復旧

プランを効率化してみませんか？Bright Pattern のプラットフォームを採用した企業が、いか

にして自然災害を切り抜けたのかに関する詳しいケーススタディーをお読みください。もちろ

ん、弊社の災害復旧スペシャリストにお問い合わせいただいても構いません。 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bright Pattern, Inc. について 

弊社は、エンタープライズ向けカスタマーサービスソフトウェアの構築という分野において20

年以上の経験を誇る業界屈指のチームにより、2010年に設立された企業です。 

 

弊社の創設チームには、GenesysやAspectでのエンタープレイズ向けコンタクトセンターソフ

トウェア開発、またFrontRangeでCRMソリューションに従事していた経験を持つエンジニアが

おります。弊社エンジニアは、自身の経験を通じて、機能豊富なカスタマーサービステクノロ

ジーの構築に関する深いインサイトをもたらし、顧客のビジネスサクセスにコミットしていま

す。こうした経験を融合し、現在弊社では、中小企業があらゆるコミュニケーション・メッセ

ージングチャネルを通じてより優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できるようにするク

ラウドコンタクトセンターソリューションを創り出しています。 

 

弊社チームは、テクノロジー・イノベーションとコミュニケーションにおけるマーケット・ト

レンドの最前線を牽引しております。そしてそうしたイノベーションを顧客とそのパートナー

にもたらすべく、弊社では研究開発に多大な投資を行っています。弊社に在籍する30人余りの

エンジニアは、コンタクトセンター技術に関する100以上の特許を保持しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 社 ：  1111 Bayhill Drive, San Bruno, CA 94066 USA 電 話 ： 1-855-631-4553 | 

www.brightpattern.com 

 

Bright Pattern および Bright Pattern ロゴは、Bright Pattern の登録商標です。その他の企業

名やロゴは、各企業の登録商標です。 ©2016 Bright Pattern, Inc. All rights reserved. 

Bright Pattern へのお問い合わせはこちら 

株式会社コミュニケーションビジネスアヴェニュー 

は、Bright Patternの国内正規代理店です。  

 

電話： 046-821-3362（平日9:00-18:00）  

メール：info@cba-japan.com  

WEB：http://www.brightpattern.info 

 

http://www.brightpattern.com/
mailto:info@cba-japan.com
http://www.brightpattern.info/

