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はじめに
このマニュアルについて

このマニュアルについて
Configuration Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal には次の情報が記載されています。
• Cisco Unified Customer Voice Portal（CVP）コンポーネントおよび Unified CVP コール パスに
関連する追加のソリューション コンポーネントの設定。
• CVP コンポーネントのハイ アベイラビリティおよびシングルノードの設定。

対象読者
このガイドは、以下に精通しているマネージャ、Unified CVP システム マネージャ、Cisco Unified
Intelligent Contact Management Enterprise（Unified ICME）/Cisco Unified Intelligent Management Hosted
（Unified ICMH）システム マネージャ、VoIP 技術エキスパート、および IVR アプリケーション
の開発者を対象としています。
• Cisco ゲートウェイの設定
• Cisco Unified Communications Manager の設定
• コール センターの操作および制御のための ICM Configuration Manager および ICM スクリプ
ト エディタ ツール

関連資料
• Unified CCE の互換性マトリクス
• Configuration Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal
• Feature Guide - Writing Scripts for Unified Customer Voice Portal
• Operations Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元で直接受信するに
は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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マニュアルに関するフィードバック

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コメントは次のメール アドレス宛にお送りください。
mailto:contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com
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章

事前設定
• コール フロー モデル設定の前提条件, 1 ページ
• 事前設定タスク, 2 ページ
• 追加の設定方法, 8 ページ
• デバイス操作の順序, 9 ページ
• デバイスの管理, 10 ページ

コール フロー モデル設定の前提条件
ここでは、コールフローモデルを選択して実装する前に必要な設定手順と情報について説明しま
す。

設計の前提条件
• 『Configuration Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』をお読みください。
• Cisco Unified Customer Voice Portal（CVP）およびコール フロー モデルの説明を理解します。
• 『Configuration Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』で提供されている設計情報を分
析し、目的の Unified CVP 実装のコール フロー モデルを選択します。
• シンプルなオールインワンの段階的なコール モデルの例を作成します。
• トラブルシューティング情報と例をテンプレートとして使用します。
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事前設定タスク

事前設定タスク
手順
ステップ 1

ネットワーク情報を確認します。ネットワーク情報（Network Information）, （2 ページ）を参
照してください。

ステップ 2

SIP を使用して無応答を実行します。SIP での無応答設定, （114 ページ）を参照してください。

ステップ 3

コンピュータに Unified CVP をインストールします。Unified CVP のインストールについては、
Installation and Upgrade Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal（http://www.cisco.com/en/US/
products/sw/custcosw/ps1006/prod_installation_guides_list.html）、およびUnified CVP のインストール,
（3 ページ）を参照してください。

ステップ 4

Cisco Unified Intelligent Contact Management（ICM）、Cisco Unified Communications Manager（CM）、
VXML、およびイングレス ゲートウェイをインストールします。

ステップ 5

Operations Console および Reporting Server のログイン証明書があることを確認します。Operations
Console にサインインしてメニューを表示する方法については、Operations Console, （75 ページ）
を参照してください。

ステップ 6

ネットワークを経由して VRU にコールをルーティングします。ネットワーク経由の VRU への
コール ルーティング, （4 ページ）を参照してください。

ステップ 7

イーサネット スイッチ/サーバ NIC、ゲートウェイ、およびコール サーバを設定します。イーサ
ネット スイッチ/サーバ NIC、ゲートウェイ、およびコール サーバの設定, （5 ページ）を参照
してください。

ステップ 8

コンタクト センターのゲートウェイ デバッグ設定を適用します。コンタクト センター ゲートウェ
イのデバッグ設定の適用, （6 ページ）.

ステップ 9

ネットワーク VRU タイプを確認します。ネットワーク VRU のタイプ, （6 ページ）

ステップ 10

SIP ダイヤル番号のパターン マッチング アルゴリズムを参照します。SIP ダイヤル番号パターン
マッチング アルゴリズム, （8 ページ）を参照してください。

ステップ 11

必要な Unified CVP コンポーネントのライセンスを取得します。

ステップ 12

デフォルトのセキュリティ設定を使用すると、Operations Console を使用せずに済みます。セキュ
リティ ポリシーを確認し、必要に応じて、制限のより低いレベルに設定を変更します。

ネットワーク情報（Network Information）
コール フロー モデルの Unified CVP コンポーネントと追加のソリューション CVP コンポーネント
を設定するには、次のネットワーク情報があることを確認します。
• どの Unified CVP コール フロー モデルを実装するのかの把握。
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Unified CVP のインストール

（注）

コール フロー モデルについては、『Configuration Guide for Cisco Unified Customer
Voice Portal』を参照してください。

• ソリューション コンポーネントのアドレスと名前を含むシステムのネットワーク トポロジ。
• ゲートウェイ、Unified CVP コンポーネント、およびメディア サーバのフェールオーバー戦
略。
• 着信コール ルーティング（つまりダイヤルピアとプロキシ サーバ）の戦略。
• ゲートウェイの命名解決システム（DNS とゲートウェイでの設定）。
• Unified Intelligent Contact Management Enterprise（ICME）のペリフェラル ゲートウェイ、ペリ
フェラル、およびルーティング クライアントに使用する命名方式。
• Unified CVP 以外の音声応答装置（VRU）を使用している場合、VRU トランク グループ番号
とトランク数についての情報があること。
• 自動音声認識（ASR）および音声合成（TTS）サーバに使用するロケール値の把握。
• 各顧客に対して使用する、ダイヤル番号を示す VRU が 1 つか複数かの把握。

（注）

すべてのダイヤル番号で同じ VRU を使用する場合、複数のネットワーク VRU
を設定する代わりにデフォルト ネットワーク VRU を使用します。詳細につい
ては、Unified CVP スイッチ レッグに関する一般的な Unified ICMH の設定, （
169 ページ）を参照してください。

Unified CVP のインストール
• Unified CVP ソフトウェアをインストールします。Unified CVP コンポーネントのインストー
ル手順については、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1006/prod_installation_
guides_list.html を参照してください。
• ソリューション コンポーネントをインストールします。
• Unified ICME キューイング プラットフォームとして Unified CVP を使用する場合、VRU ペリ
フェラル ゲートウェイではサービス コントロールのレポートを有効にしてサービス コント
ロールを使用するようにします。セルフサービス プラットフォームとして使用する場合、
サービス コントロールのレポートを無効にします。また、各 VRU ペリフェラル ゲートウェ
イ ペリフェラル インターフェイス マネージャ（PIM）に使用される VRU 接続ポートを記録
します。
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ネットワーク経由の VRU へのコール ルーティング

（注）

• IVR 関連のサービス コントロールのレポートおよびキュー レポートにつ
いては、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1844/products_
user_guide_list.html および http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/
ps1001/products_user_guide_list.html を参照してください。
• Unified CVP レポートについては、『Reporting Guide for Cisco Unified
Customer Voice Portal』を参照してください。

• NIC カード、音声ゲートウェイ、およびネットワーク コンポーネントでは、対応する速度と
デュプレックス設定でイーサネット インターフェイスが設定されていることを確認します。

（注）

• 必要なイーサネット スイッチ/サーバ NIC 設定の詳細については、イーサ
ネット スイッチ/サーバ NIC、ゲートウェイ、およびコール サーバの設
定, （5 ページ）を参照してください。
• Unified CVP を含むエンタープライズ ネットワーク ソリューションを展
開するための設計の考慮事項とガイドラインの詳細については、
『Configuration Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』を参照して
ください。

ネットワーク経由の VRU へのコール ルーティング
ほとんどのコール フロー モデルには、VoiceXML ゲートウェイにコールを転送する必要がある手
順が含まれます。使用中の特定のコール フロー モデルに応じて、その転送を行うために 2 つの手
法のいずれかが適用されます。両方の手法には、Unified ICME または Unified Intelligent Contact
Management Host（ICMH）が提供する 1 つ以上のラベルが関係します。適切な VoiceXML ゲート
ウェイにコールを送信するには、ソリューションの他のコールルーティングコンポーネントでこ
れらを設定します。このようなラベルはコンタクト センターのダイヤル番号計画全体の一部であ
り、Unified CVP を設定する前に決定する必要があります。
表 1：ネットワーク VRU と顧客 VRU を使用するコール フロー

コール フロー

タスク

タイプ 7 または 10 のネットワー ネットワーク ルーティング番号を決定します。この番号は、
ク VRU の使用
VRU へネットワークを経由してコールをルーティングするた
めの基盤です。この番号には相関 ID が追加され、ネットワー
クを通じてネットワーク VRU にコールを転送します。
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イーサネット スイッチ/サーバ NIC、ゲートウェイ、およびコール サーバの設定

コール フロー

タスク

Unified ICMH 環境で顧客 VRU を
使用および NIC タイプ 8 コール
フロー モデルの場合

• 各 VRU に使用するトランスレーション ルート プールを
決定します。
• VRU と VRU にされる対応するダイヤル番号識別サービ
ス（DNIS）にコールを接続するためにネットワークに送
信されるラベルを決定します。たとえば、ネットワーク
のラベルが 18008889999 となり、VRU が受信し、コール
を特定するために Unified ICME に送り戻される DNIS が
9999 となることがあります。

イーサネットスイッチ/サーバ NIC、ゲートウェイ、およびコールサー
バの設定
次のイーサネット スイッチ/サーバ NIC、ゲートウェイ、コール サーバ設定があることを確認し
てください。

注意

[自動（Auto）] オプションは、ギガビット イーサネット（1000 Mbps）での一致したポート/NIC
にのみ適用されます。隣接するステーション設定がわからない場合は、ギガビット インター
フェイスで 1000/フルを選択します。[自動（Auto）] オプションは、両方のステーションがギ
ガビット インターフェイスを提供する場合にのみ使用できます。
表 2：イーサネット スイッチ/サーバ NIC、ゲートウェイ、およびコール サーバの設定

イーサネットスイッチ サーバ/ゲートウェイ
の速度
NIC の速度

スイッチポートの速度/ サーバ/GW NIC の速度/
デュプレックス設定
デュプレックス設定

1000 Mb

1000 Mb

1000/フル（Full）

1000/フル（Full）

1000 Mb

1000 Mb

自動（Auto）/自動
（Auto）

自動（Auto）/自動
（Auto）

1000 Mb

100 Mb

100 Mb/フル（Full）

100 Mb/フル（Full）

100 Mb

100 Mb

100 Mb/フル（Full）

100 Mb/フル（Full）

100 Mb

1000 Mb

100 Mb/フル（Full）

100 Mb/フル（Full）
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コンタクト センター ゲートウェイのデバッグ設定の適用

コンタクト センター ゲートウェイのデバッグ設定の適用
手順
ステップ 1

ゲートウェイにログインします。

ステップ 2

enable

ステップ 3

configure terminal コマンドを入力して、コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4

ivr contact-center

と入力し、デフォルトのデバッグ設定を適用します。

ステップ 5

set logging buffer

を使用してロギング バッファ サイズを設定します。

と入力し、パスワードを入力してイネーブル モードを開始します。

例：
set logging buffer 1000000

（注）

ロギング バッファ サイズは 1000000 以上にする必要がありま
す。

ステップ 6

コンフィギュレーション モードを終了し、Ctrl-Z を押してイネーブル プロンプトに戻ります。
（注）
行った変更を含む現在の動作設定を表示するには、show running-config コマンドを入
力します。

ステップ 7

設定変更を保存するには、イネーブル プロンプトで write running-config startup-config コマンドを
入力します。
例：
User Access Verification
Password:
ccbu-doc-gw4>en
Password:
ccbu-doc-gw4#config t
Enter configuration commands, one per line.
ccbu-doc-gw4(config)#ivr
ccbu-doc-gw4(config)#ivr contact-center
ccbu-doc-gw4(config)#^Z
ccbu-doc-gw4#show debug
....

End with CNTL/Z.

ネットワーク VRU のタイプ
Unified ICME では、ネットワーク VRU はコンフィギュレーション データベース エンティティで
す。これには、ICM Configuration Manager の Network VRU Explorer ツールを使用してアクセスし
ます。ネットワーク VRU エントリには、次の情報が含まれます。
• タイプ：いずれかのタイプに対応する、7、8、および 10 の番号。
• ラベル：これは、設定している特定のネットワーク VRU にコールを転送するために Unified
ICME が使用できるラベルのリストです。これらのラベルはタイプ 7 と 10 のネットワーク
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ネットワーク VRU のタイプ

VRU に関連しています。これらのタイプはコールを転送するために相関 ID メカニズムを使
用します。タイプ 8 のラベルは ICM Configuration Manager の Translation Route Explorer ツール
で定義され、VRU ノードへのトランスレーション ルートを使用して呼び出されます。
各ラベルは次のコンポーネントで構成されます。
◦ ディジット ストリング。これは、SIP プロキシ サーバ、スタティック ルート テーブル、
またはゲートウェイ ダイヤルピアによって理解される DNIS になります。
◦ ルーティング クライアント。スイッチ レッグ ペリフェラルとも呼ばれます。ディジッ
ト ストリングが同じであるいかなる場合でも、スイッチ レッグとして機能できる各ペ
リフェラル デバイスには独自のラベルが必要です。
Unified ICME では、ネットワーク VRU タイプ 10 が導入されました。これにより、Unified CVP の
ネットワーク VRU のコンフィギュレーションが容易になります。ほとんどのコール フロー モデ
ルでは、単一のタイプ 10 ネットワーク VRU が、カスタマー インスタンス、スイッチ、および
VRU レッグ ペリフェラルに関連付けられていたタイプ 3、5、7、または 8 ネットワーク VRU の
代わりになることができます。VRU のみのコール フロー モデルでは、依然としてタイプ 8 が必
要です。ただし、特定のケースではタイプ 7 が必要です。
アクティブ コールに関連付けられるまでは、ネットワーク VRU コンフィギュレーション エント
リ自体には値はありません。Unified ICME でこの関連付けを実行できる 3 つの場所を次に示しま
す。
• ICM Configuration Manager の PG Explorer ツールにおける特定のペリフェラルの [詳細設定
（Advanced）] タブ。
• ICM Configuration Manager の ICM インスタンス エクスプローラ ツールのカスタマー インス
タンス コンフィギュレーション。
• ICM Configuration Manager のネットワーク VRU スクリプト リスト ツールのすべての VRU
スクリプト コンフィギュレーション。
コール フロー モデルに応じて、Unified ICME を使用してペリフェラルまたはカスタマー インス
タンスを検索し、コールを VRU に転送する方法を決定します。Unified ICME は以下を確認しま
す。
• ネットワーク VRU とトランスレーション ルート メカニズムを使用するネットワーク VRU。
コールが最初にスイッチ レッグに到達したときにネットワーク VRU がスイッチ レッグ ペリ
フェラルに関連付けられ、コールが転送されているときにネットワーク VRU が VRU レッグ
のペリフェラルに関連付けられます。
• 相関 ID メカニズムを使用してコールが VRU に転送されているときの、システム情報ツール
からのネットワーク VRU。ネットワーク VRU はカスタマー インスタンスまたはデフォルト
ネットワーク VRU に関連付けられます。
• ルーティング スクリプト内に RunExternalScript ノードがあるたびに VRU スクリプトに関連
付けられるネットワーク VRU。指定されたネットワーク VRU にコールが現在接続されてい
ない場合、Unified ICME は VRU スクリプトを実行しません。
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（注）

既存の展開において、以前サポートされていた VRU タイプは Unified ICME 7.1(1) 以降でも機
能します。ただし、新規インストールではタイプ 10 を使用し、既存の展開ではアップグレー
ド時にタイプ 10 に切り替える必要があります。

SIP ダイヤル番号パターン マッチング アルゴリズム
ダイヤル番号パターンを作成するには、次の点を参照してください。
• ワイルドカードの DN パターンには、1 つのワイルドカード文字に対応する任意の位置に “.”
および “X” を含めることができます。
• 任意のワイルドカード文字のセット “>*!T” は複数の文字に対応できます。ただし、末尾の値
に使用できるワイルドカード文字は 1 つだけであり、それ以外の場合は文字列内の残りの文
字と常に対応させることができます。
• パターン マッチングの最高の優先度は完全一致にあり、最も具体的なワイルドカード一致が
続きます。文字数が複数のワイルドカード パターンと同等に対応するときは、設定された
DN リストの上から下に優先順位が指定されます。
• DN パターン リストの項目数に明示的なソフトウェア上の制限はありません。

追加の設定方法
• プレルーティングされたコールの包括コール フロー。プレルーティングされたコールの包括
コール フロー, （34 ページ）を参照してください。このクラスのコール フローは、Unified
CVP の包括コール フロー モデルに似ていますが、Unified CVP 経由ではないパスを使用して
Unified ICME または Unified ICMH にコールが最初に導入される点が異なります。Unified
ICME ルーティング スクリプトは、Unified CVP に到達する前にそのようなコールをプレルー
ティングする機会が与えられます。スクリプトがセルフサービスとキューイングのいずれか
で Unified CVP にコールを転送すると、通常の Unified CVP 包括コール フロー モデルが使用
されます。
• Unified CVP スイッチ レッグの一般的な Unified ICMH 設定。Unified CVP スイッチ レッグに
関する一般的な Unified ICMH の設定, （169 ページ）を参照してください。NIC ルーティン
グと、Unified CVP スイッチ レッグ用の相関 ID コール ルーティング コール フロー モデルを
使用する、包括 Unified ICMH および VRU のみに共通する Unified ICMH の設定方法について
説明しています。
• 一般的な Unified ICMH 設定：Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）。Unified ICMH
と情報交換するために Unified CVP が使用する ECC 変数を設定する方法について説明してい
ます。
• メタデータ ECC 変数の使用。メタデータ ECC 変数, （177 ページ）を参照してください。
user.microapp.metadata ECC 変数の値を定義しています。
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• ダイヤル番号に基づく VRU（Unified CVP）の区別のための共通設定。ダイヤル番号に基づ
く VRU の区別のための共通設定, （179 ページ）を参照してください。VRU を区別するため
に Unified ICME を設定する方法を説明しています。
• SIP プロキシ冗長性。冗長プロキシ サーバを使用するイングレス ゲートウェイの設定, （201
ページ） および冗長プロキシ サーバを使用したコール サーバの設定, （201 ページ） を参照
してください。

デバイス操作の順序
コール フロー モデルに基づいて、次の順序でデバイス操作を設定します。
表 3：デバイスの順序

デバイスの操作
デバイスの導入

設定
• SIP プロキシ サーバ デバイス（オプション）
• Unified CVP コール サーバ デバイス
• Unified CVP VXML Server デバイス
• Unified CVP Reporting Server デバイス
• 他のデバイス（ゲートウェイおよび Unified CM など）

システム設定（System
Configuration）

• SIP サーバ グループ（SIP Server Groups）
• ダイヤル番号パターン（Dialed Number Pattern）
• ロケーション（Locations）
• サービス コールバック

その他（Miscellaneous）

• ライセンスの転送（必須）
• VXML アプリケーションの転送（必須）
• デフォルト ゲートウェイ ファイルのバルク転送（必須）
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デバイスの管理
手順
ステップ 1

新しい Unified CVP デバイスを追加します。

ステップ 2

Unified CVP デバイスを設定します。

ステップ 3

Unified CVP デバイスを保存して展開します。

ステップ 4

ライセンスを転送します。

ステップ 5

Unified CVP デバイスを再起動してライセンスをアクティブ化します。

ステップ 6

Unified CVP デバイスが Operations Console でアクティブになっていることを確認します。

ステップ 7

システム レベルの設定、ダイヤル番号パターン、SIP サーバ グループ、ロケーション、Courtesy
Callback を展開し、それらの状態を確認します。

ステップ 8

SNMP 設定を保存して展開します。
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2

章

Unified CVP コール フロー モデル
コール フロー モデル設定の前提条件, （1 ページ）を理解したら、Unified Customer Voice Portal
（CVP）実装のため次のいずれかのコール フロー モデルを選択します。
• Unified CVP コール フロー モデルの一般的なタスク, 11 ページ
• スタンドアロン コール フロー モデル, 12 ページ
• 包括コール フロー モデル, 17 ページ
• プレルーティングされたコールの包括コール フロー, 34 ページ
• コール ディレクタ コール フロー モデル, 44 ページ
• NIC ルーティングを使用した VRU のみのコール フロー モデル, 59 ページ
• コール サーバの SIP サービスの sendtooriginator 設定の設定, 73 ページ

Unified CVP コール フロー モデルの一般的なタスク
コール フロー モデルのコール サービス
コール フロー モデルに基づいて、コール サーバの設定ウィンドウで必要なコール サービスを選
択します。
表 4：コール フロー モデルのコール サービス

コール フロー モデル

必要なコール サービス

包括コール フロー モデル, （17 ページ）

ICM、IVR、SIP

NIC ルーティングを使用した VRU のみのコー
ル フロー モデル, （59 ページ）

ICM、IVR
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コール フロー モデル

必要なコール サービス

コール ディレクタ コール フロー モデル, （44 ICM、IVR
ページ）
スタンドアロン コール フロー モデル, （12
ページ）

サービスなし

スタンドアロン コール フロー モデル
このコール フロー モデルで、VXML Server は、動的 VoiceXML アプリケーションを迅速に作成お
よび展開するための完全なソリューションを提供する J2EE 対応サーバです。VXML Server は、
Unified CVP コール サーバ コンポーネントを使用せず、ルーティングありまたはなしでスタンド
アロン コンポーネントとしてインストールできます。
次の表に、スタンドアロン コール フロー モデルに必要な、必須またはオプションの Unified CVP
コンポーネントを示します。
表 5：スタンドアロン コール フロー モデルの必須およびオプションの Unified CVP コンポーネント

CVP コンポーネント

関連項目

必須の CVP コンポーネント
VXML Server

イングレス ゲートウェイ

• VXML Server の設定, （125 ページ）

• ゲートウェイの設定, （251 ページ）
• 例：スタンドアロン コール フロー モデルでのゲートウェ
イ設定, （255 ページ）
• コール存続可能性, （415 ページ）

VoiceXML ゲートウェイ

• ゲートウェイの設定, （251 ページ）
• 例：スタンドアロン コール フロー モデルでのゲートウェ
イ設定, （255 ページ）
• コール存続可能性, （415 ページ）

Cisco VVB

• Cisco VVB の設定, （281 ページ）
• スタンドアロン コール フロー モデルに関する Cisco VVB
の設定, （283 ページ）
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CVP コンポーネント

関連項目

Operations Console

Operations Console, （75 ページ）

コール サーバ

• コール サーバの設定, （89 ページ）
• REFER 転送, （33 ページ）

メディア サーバ

メディア サーバの設定, （209 ページ）

オプションの CVP コンポーネント
Reporting サーバ

Reporting Server の設定, （153 ページ）

Speech Server

Speech Server の設定, （245 ページ）

Unified ICM Enterprise

Unified ICM の設定, （161 ページ）

Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）コール フロー モデルには次のバリエーションがあ
ります。
• レポートなしのスタンドアロン：Operations Console の VXML Server（スタンドアロン）オ
プションを使用します。このコール フロー モデルはコール サーバと Reporting Server を必要
としません。
• レポートありのスタンドアロン：Operations Console の VXML Server オプションを使用しま
す。このコール フロー モデルはコール サーバと Reporting Server を必要とします。
• スタンドアロン、ただし VXML Server（スタンドアロン）バージョンを設定した後にレポー
トを追加：Unified CVP コール サーバを設定し、VXML Server（スタンドアロン）を削除し
て、Operations Console の VXML Server オプションを使用して VXML Server を追加します。
設定方法の詳細は、VXML Server（スタンドアロン）の設定, （125 ページ）を参照してください。
レポートありのこのコールフローモデルでは、コンポーネント間のメッセージをルーティングす
るために Unified CVP コール サーバが使用されます。コールは VoiceXML ゲートウェイ経由で到
達し、VXML Server と直接対話して VoiceXML アプリケーションを実行します。ゲートウェイは
イングレスと VoiceXML の両方の機能を実行します。このコール フロー モデルは、多くの場合
Unified ICME サーバと対話する必要がないアプリケーションに対して、高度な VoiceXML ベース
の VRU を提供します。
Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）コール フロー モデルでは、コール サーバと Reporting
Server を必要とするレポートを使用する場合を除き、VXML Server、Call Studio、およびゲートウェ
イだけが必要です。
このスタンドアロン モデルは、NIC ルーティングを使用した VRU のみのコール フロー モデル,
（59 ページ）と同様の機能があります。
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（注）

CVP VXML スタンドアロン コール フロー モデルでは、1 つの同期ブラインドまたはブリッジ
ド転送のみを使用できます。同期ブラインド転送は、コールが転送されると、Unified CVP ス
タンドアロン スクリプトが非同期で元に戻して別の場所に転送する機能がないことを意味し
ます。一方、Unified ICME 統合モデルの Unified ICME スクリプトにはその機能があります。
次の図に、Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）コール フロー モデルのコール フローを
示します。
図 1：Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）コール フロー モデルのコール フロー

前の図の番号付けされたコール フローの次の説明では以下を前提としています。
• VXML Server をインストールしてライセンスを供与した。
• Call Studio アプリケーションを作成し、VXML Server に展開した。
前の図に示したコール フローは次のとおりです。
1 PSTN ネットワークからゲートウェイにコールが到達します。
2 ゲートウェイが VXML Server に HTTP URL 要求を送信します。
3 VXML Server は VXML ゲートウェイで実行される VoiceXML の命令を返します。
4 ゲートウェイに返される VoiceXML の命令には、音声入力を認識して TTS ファイルを再生す
るための ASR/TTS への参照と、.wav ファイルを再生するためのメディア サーバへの参照を含
めることができます。
5 ゲートウェイは、オプションで、Unified CM などのコールを配信できる接続先にコールを転送
できます。
6 Unified CM はエージェントにコールを送信できます。
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VXML Server スタンドアロン コール フロー モデルの設定
次の手順は、スタンドアロン コール フロー モデルのすべてのバリエーションに適用されます。

手順
ステップ 1

VXML Server（スタンドアロン）アプリケーションのゲートウェイを設定します。
a) ゲートウェイで VXML Server アプリケーションを定義します。
（注）

バックアップ サーバはオプションです。Tomcat アプリケーション サーバでは、ポー
トを 7000 に設定します。バックアップ サーバはプライマリ サーバと同じサーバに
はできません。

b) 基本ゲートウェイと Cisco VVB の設定を行います。
ゲートウェイ設定については、例：スタンドアロン コール フロー モデルでのゲートウェイ設
定, （255 ページ）を参照してください。
Cisco VVB 設定については、スタンドアロン コール フロー モデルに関する Cisco VVB の設定,
（283 ページ）を参照してください。
c) ゲートウェイでサービス設定を設定します。
例：スタンドアロン コール フロー モデルでのゲートウェイ設定, （255 ページ）
d) Unified CVP VXML Server に到達するサービスに発信するダイヤルピアを設定します。
例：スタンドアロン コール フロー モデルでのダイヤルピア, （256 ページ）
e) （オプション）アプリケーションが使用する発信転送先の追加のダイヤルピアを作成します。
show run コマンドを発行して実行コンフィギュレーションを調べることにより、更新されたゲー
トウェイ設定を確認します。
ステップ 2

Call Studio を使用してアプリケーションを作成し、zip ファイルとして展開します。
Unified Call Studio については、『User Guide for Cisco Unified CVP VXML Server and Unified Call
Studio』を参照してください。

スタンドアロン コール フロー モデルのレポートの有効化
手順
ステップ 1

VXML Server スタンドアロン コール フロー モデルの設定, （15 ページ）のステップ 1 および 2
を実行します。

ステップ 2

Call Studio でロガーを有効にします。
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Call Studio を使用してロガーを設定する方法については、User Guide for Cisco Unified CVP VXML
Server and Unified Call Studio を参照してください。
ステップ 3

コール サーバを設定します。
コール サーバの設定の詳細については、次を参照してください： コール サーバの設定, （89 ペー
ジ）

ステップ 4

VXML Server を設定します。
a) Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [VXML Server] の順に選択し、
VXML Server を関連付けられたプライマリ コール サーバに追加します。
b) この VXML Server のレポートを有効にするには、Operations Console で [設定（Configuration）]
タブを選択し、[この VXML Server のレポートを有効にする（Enable Reporting for this VXML
Server）] を選択します。
c) 適切なフィルタリングを追加します。
VXML Server の設定の詳細については、次を参照してください： VXML Server の設定, （126 ペー
ジ）

ステップ 5

[保存して展開（Save and Deploy）] をクリックします。

ステップ 6

VXML Server で Call Studio アプリケーションを展開します。
（注）
デフォルトでは、新しい Call Studio アプリケーションが作成されて VXML Server に展
開されると、CVPSNMPLogger が有効になります。

ステップ 7

Reporting Server を設定します。
a) Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP Reporting Server] > [全般
（General）] タブの順に選択し、Reporting Server を設定します。
b) この Reporting Server に関連付けるコール サーバを選択します。
c) レポーティング プロパティのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
詳細については、『Reporting Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』を参照してください。

ステップ 8

[保存して展開（Save and Deploy）] をクリックします。

スタンドアロン コール フロー モデルでの ICM ルックアップの有効化
手順
ステップ 1

VXML Server スタンドアロン コール フロー モデルの設定, （15 ページ）のステップ 1 および 2
を実行します。

ステップ 2

Call Studio スクリプトで決定要素として ReqICMLabel 要素を使用します。
ReqICMLabel 要素には、error と done の 2 つの終了状態があります。done パスは transfer 要素に接
続される必要があり、これにより、ReqICMLabel 要素から参照されるように発信者を ReqICMLabel
に転送します。
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Unified Call Studio については、『User Guide for Cisco Unified CVP VXML Server and Unified Call
Studio』を参照してください。
ステップ 3

Call Studio でロガーを有効にします。
Call Studio を使用してロガーを設定する方法については、User Guide for Cisco Unified CVP VXML
Server and Unified Call Studio を参照してください。

ステップ 4

コール サーバを設定し、ICM サービスを有効にします。
コール サーバの設定の詳細については、コール サーバの設定, （89 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 5

VXML Server を設定します。
VXML Server の設定の詳細については、VXML Server の設定, （126 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 6

VXML Server で Call Studio アプリケーションを展開します。
（注）
デフォルトでは、新しい Call Studio アプリケーションが作成されて VXML Server に展
開されると、CVPSNMPLogger が有効になります。

ステップ 7

ICM Script Editor を使用して、ラベルを返す Unified ICME スクリプトを作成します。
Unified ICME から VXML Server にラベルを除く情報を転送するには、ToExtVXML0 - 4 ECC 変数
と Peripheral 変数 1 ～ 10 を使用します。ToExtVXML 0 ～ 4 を使用する形式では、セミコロンで区
切られた名前と値のペアを使用します。
例：
ToExtVXML0 = "company=Cisco Systems;state=MA".

Peripheral 変数 1 ～ 10 を使用して、VXML Server に情報を渡します。変数内の値はそのままにし
ます。
ラベルを返す Unified ICME スクリプトの作成の詳細については、Unified ICME のマニュアルを参
照してください。
ReqICMLabel 要素の使用の詳細については、Unified ICME にデータを渡す, （193 ページ）を参照
してください。

包括コール フロー モデル
包括コール フロー モデルは、Unified CVP がスイッチとして機能する場所に展開されます。また
は、スイッチとして機能する Network Application Manager（NAM）に展開されます。これらのシ
ナリオを展開するコール フロー モデルを、ICME の包括コール フロー モデル, （18 ページ）お
よびICMH の包括コール フロー モデル, （21 ページ）のセクションに示します。これらのコール
フロー モデルでは、コールには 2 つのレッグがあり、1 つはイングレス ゲートウェイとのレッ
グ、もう 1 つは Cisco VVB とのレッグです。
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• スイッチ レッグ：スイッチ レッグでは、ゲートウェイは TDM から VoIP へのゲートウェイ
機能とコールスイッチング機能を提供します。
• VRU レッグ：VRU レッグでは、VXML ゲートウェイは VRU 音声処理を提供します。

（注）

Unified ICMH はこれらを、異なる目的で異なるペリフェラルにルーティング
される単一コールと見なします。

Unified CVP マイクロアプリケーションを使用する SIP コールは、コールのスイッチ レッグがある
コール サーバの IVR サービスを使用します。VoiceXML フェッチはコール サーバに送信されま
す。マイクロアプリケーションの VoiceXML トラフィックは、スイッチ レッグと同じコール サー
バのみに戻る必要があります。
複数のアプリケーション サーバへの VoiceXML トラフィックの送信は、VoiceXML ゲートウェイ
のブートストラップサービスサウンドのサービスパラメータでスタティック設定を使用するので
はなく、ブートストラップ サービスの SIP シグナリング メッセージからコール サーバの IP アド
レスを抽出することにより、Unified CVP 4.0(1) 以降で実装されます。
包括コール フロー モデルは、SIP シグナリングからコール サーバ ホストを抽出します。Unified
CVP SIP サービスはコールのスイッチ レッグを処理します。スイッチ レッグを Unified CVP に関
与させない SIP コールを発信する場合、以下のサービス パラメータは VRU レッグのみに適用さ
れます。包括コールは、スイッチ レッグと VRU レッグの両方に対して常に同じコール サーバを
使用します。同じコール サーバを使用することでソリューションが簡素化され、トラブルシュー
ティングとデバッグが容易になります。

（注）

app-info header パラメータは、SIP コール専用です。このパラメータを空にすると、サービス
で設定されているプライマリ コール サーバ IP アドレスが使用されます。コール サーバが機能
しない場合、このパラメータはバックアップ コール サーバへのアクセスを試行します。

ICME の包括コール フロー モデル
ICME の包括コール フロー モデルでは、SIP と VRU のみのコール フロー モデルのシナリオを使
用してコール ディレクタを統合します。すべてのタイプの UCCE および TDM エージェント間で
最初のプロンプトとコレクト、セルフサービス IVR、キューイング、および VoIP ルーティングを
提供します。このシナリオは、次のポート ライセンス レベルでサポートされます。
• Basic：デュアル トーン多重周波数（DTMF）シグナリングを使用する .wav ファイルおよび
入力をサポートします。
• Advanced：ASR/TTS サーバおよび VXML Server アプリケーションをサポートします。
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• Unified CVP は、ネットワーク VRU とエージェントにコールを転送するスイッチとして機能
します。Operations Console の Unified CVP IVR サービスは VoiceXML ゲートウェイと連携し
て VRU 処理を提供するように設定されていて、ASR/TTS サーバを含めることもあります。
• 音声ゲートウェイとコール サーバの両方には、同じコールに対してスイッチ レッグと VRU
レッグの 2 つのレッグがあります。スイッチ レッグではゲートウェイは TDM から VoIP へ
のゲートウェイ機能とコールスイッチング機能を提供するのに対し、VRU レッグではゲート
ウェイは VRU 音声処理を提供します。
• ネットワーク VRU：タイプ 10、スイッチ レッグと VRU レッグの両方に使用されます。
• ネットワーク VRU にコールを接続するには、ICM Script Editor の SendToVRU ノードを使用
します。
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次の図は、プロキシ サーバなし、およびありで SIP を使用する ICME の包括コール フロー モデル
のコールフローを示します。これらの図の実線は音声パスを示し、点線はシグナリングパスを示
します。
図 2：プロキシ サーバなしで SIP を使用する ICME の包括コール フロー モデル

図 3：プロキシ サーバありで SIP を使用する ICME の包括コール フロー モデル
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（注）

• 図は、コールが到達するゲートウェイと VRU レッグ用のゲートウェイの 2 つのゲート
ウェイを示しています。ただし、両方の目的に対して物理的に 1 つのゲートウェイを使
用することができます。
• わかりやすくするため、図では冗長性とフェールオーバーについては表していません。
• 詳細については、REFER 転送, （33 ページ）およびコール サーバの SIP サービスの
sendtooriginator 設定の設定, （73 ページ）を参照してください。

ICMH の包括コール フロー モデル
ICMH の包括コール フロー モデルで、Unified CVP は NAM で展開され、コールをネットワーク
VRU とエージェントに転送するスイッチとして機能します。ネットワーク VRU では相関 ID 転送
メカニズムが使用されます。Operations Console で、IVR サービスは VoiceXML ゲートウェイと連
携して VRU 処理を提供するように設定されていて、ASR/TTS サーバを含めることができます。
このコール フロー モデルでは、次のとおりです。
• 2 つのネットワーク VRU があります。スイッチ レッグと VRU レッグ（タイプ 10）用の NAM
に 1 つと、INCRP 接続用の CICM に 1 つです。
• （該当する場合）ネットワーク VRU 名と ECC 変数の設定は NAM と CICM で同一である必
要があります。すべてのラベルが重複している必要もありますが、ルーティング クライアン
トは別になります。
• ネットワーク VRU にコールを接続するには、ICM Script Editor の SendToVRU ノードを使用
します。

（注）

• このコール フロー モデルは IP アドレスから発生するコールをサポートしません。
• ICME および ICMH の Unified CVP 包括コール フロー モデルを補完する形で IP からの
コールを実装する方法については、Unified CM により発信されたコール, （37 ページ）
のセクションを参照してください。この実装では、追加の Unified CVP コール サーバを
CICM に接続する必要があります。
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次の図は、プロキシ サーバなし、およびありで SIP を使用する ICMH の包括コール フロー モデ
ルのコールフローを示します。これらの図の実線は音声パスを示し、点線はシグナリングパスを
示します。図の番号は、コール フローの進行を示しています。
図 4：プロキシ サーバなしで SIP を使用する ICMH の包括コール フロー モデル

図 5：プロキシ サーバありで SIP を使用する ICMH の包括コール フロー モデル
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（注）

• 図は、コールが到達するゲートウェイと VRU レッグ用のゲートウェイの 2 つのゲート
ウェイを示しています。ただし、両方の目的に対して物理的に 1 つのゲートウェイを使
用することができます。同様に、Operations Console 経由で設定された IVR サービスとペ
リフェラル ゲートウェイは同じサーバ上にすることができます。
• わかりやすくするため、図では冗長性とフェールオーバーについては表していません。
• 詳細については、REFER 転送, （33 ページ）およびコール サーバの SIP サービスの
sendtooriginator 設定の設定, （73 ページ）を参照してください。

表 6：包括コール フロー モデルの必須およびオプションの CVP コンポーネント

CVP コンポーネント

関連項目

必須の CVP コンポーネント
Operations Console
イングレス ゲートウェイ

Operations Console, （75 ページ）
• ゲートウェイの設定, （251 ページ）
• 包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, （257
ページ）
• コール存続可能性, （415 ページ）

VoiceXML ゲートウェイ

• ゲートウェイの設定, （251 ページ）
• 包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, （257
ページ）
• コール存続可能性, （415 ページ）

Cisco VVB

• Unified CVP での Cisco VVB の設定, （281 ページ）
• 包括および VRU のみのコール フロー モデルに関する Cisco
VVB の設定, （285 ページ）
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CVP コンポーネント

関連項目

Unified ICME

• Unified ICM の設定, （161 ページ）
• ICME の包括コール フロー モデル, （18 ページ）
• プレルーティングされたコールの包括コール フロー, （34
ページ）
• プレルートのみの NIC を介して ICME に着信するコール,
（35 ページ）
• Unified CM により発信されたコール, （37 ページ）
• ACD またはコール ルーティング インターフェイスにより
発信されたコール, （40 ページ）
• ICME および ICMH 向け包括コール フロー モデルの ICM
の設定, （164 ページ）
• Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）

Unified ICMH

• Unified ICM の設定, （161 ページ）
• ICMH の包括コール フロー モデル, （21 ページ）
• ICME および ICMH 向け包括コール フロー モデルの ICM
の設定, （164 ページ）
• Unified CVP スイッチ レッグに関する一般的な Unified ICMH
の設定, （169 ページ）
• Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）

コール サーバ

• コール サーバの設定, （89 ページ）
• REFER 転送, （33 ページ）

オプションの CVP コンポーネント
Speech Server

Speech Server の設定, （245 ページ）

SIP プロキシ サーバ（SIP Proxy SIP プロキシ サーバの設定, （319 ページ）
Server）
メディア サーバ

メディア サーバの設定, （209 ページ）

DNS サーバ

包括コール フロー モデルの DNS ゾーン ファイル設定, （31
ページ）
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CVP コンポーネント

関連項目

Reporting サーバ

Reporting Server の設定, （153 ページ）

ICME および ICMH での SIP を使用した包括コール フロー モデルの設定
手順
ステップ 1

包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, （257 ページ）の手順のステップ 1 ～ 5 を実
行します。

ステップ 2

（任意） ダイヤルピアの呼出音とエラーについて設定します。

ステップ 3

プロキシ サーバを使用する場合は、発信ダイヤルピアのセッション ターゲットがプロキシ サー
バを指すよう設定します。

ステップ 4

SIP サーバ グローバル コンフィギュレーションを使用する場合は、sip-ua セクション内の sip-server
をプロキシ サーバに設定し、ダイヤルピアのセッション ターゲットを sip-server グローバル変数
を指すよう設定します。
1 ダイヤル プランには必ずこの情報を含めてください。Unified CVP の SIP プロキシ
（注）
サーバを設定する際は、ダイヤル プランを参照します。
2 SIP サービスの VoIP ダイヤルピアおよびイングレス ゲートウェイ上の宛先パターン
は、SIP プロキシ サーバまたは Unified CVP コール サーバ上のスタティック ルート
内の DNIS に一致している必要があります。
（注）

詳細については、SIP デバイスの設定, （201 ページ）およびSIP ダイヤル番号パターン マッチン
グ アルゴリズム, （8 ページ）を参照してください。
ステップ 5

包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, （257 ページ）の手順のステップ 6 ～ 10 を実
行します。

ステップ 6

ICM VRU ラベルを設定します。VRU 専用コール フロー モデル：タイプ 8 での ICM の設定, （
182 ページ）の項の「タイプ 8 コール フロー モデルでの ICM VRU ラベルへのダイヤルピアの例」
を参照してください。

ステップ 7

（任意） メディア フェッチのセキュリティを有効にします。
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（注）

• IVR サービスで VXML ゲートウェイから HTTP/HTTPS 要求への応答として返され
る VXML にはメディア サーバへの URL が含まれており、これにより、ゲートウェ
イはメディア ファイルをどこからフェッチするかを認識します。
• IVR サービスで返される VXML 内のメディア サーバへの URL を、HTTP または
HTTPS URL になるよう制御できます。このプロパティは、[メディア フェッチにセ
キュリティを使用（Use Security for Media Fetches）] と呼ばれるブーリアン型のプロ
パティです。デフォルトでは、“false” に設定されています。“true” 値は、メディア
サーバに HTTPS URL を生成し、“false” 値は、メディア サーバに HTTP URL を生
成します。
このプロパティは、次の条件を満たす場合のみ適用されます。
Unified ICME スクリプトでは、メディア サーバ（call.user.microapp.media_server ECC
変数で指定される）は HTTP または HTTPS スキームを明示的に指定する URL に設
定されません。HTTP スキームを明示的に指定する URL の例は、
http://<servername>:80 です。HTTPS スキームを指定する例は、
https://<servername>:443 です。スキームを指定しない URL の例は、
<servername> です。
Operations Console では、このプロパティは、[メディア フェッチにセキュリティを
使用（Use Security for Media Fetches）]“ ”という文字がユーザに表示されます。この
プロパティを有効にするためにコール サーバを再起動することはありません。

IVR サービス タブ内の [メディア フェッチにセキュリティを使用（Use Security for Media Fetches）]
チェックボックスをオンにします。
IVR サービスに関する詳細については、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してくださ
い。
ステップ 8

包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, （257 ページ）の手順のステップ 11 ～ 13 を
実行します。

ステップ 9

Speech Server を Unified CVP と連動するよう設定します。
注意
Operations Console は、Windows にインストールされた Speech Server のみ管理できます
（Linux は不可）。Speech Server は、Linux にインストールされた場合、管理できません。
Speech Server が Unified CVP と連動するようにするには、Unified CVP ソリューションの設定の一
部として、各 Speech Server に次の変更を加えます。

ステップ 10

VRU レッグの特性を設定します。
VRU レッグの特性には ASR および TTS 処理が必要です。DTMF リレー、コーデック、VAD 設定
について他の要件がある場合は、IOS VXML ゲートウェイで、適宜コマンドを変更する必要があ
ります。

ステップ 11

包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, （257 ページ）の手順のステップ 14 ～ 15 を
実行します。

ステップ 12

ネットワーク VRU を定義します。
a) Unified ICME または NAM で、ICM Configuration Manager の Network VRU Explorer ツールを
選択し、VRU レッグ用のネットワーク VRU および 各 Unified CVP コール サーバ用のラベルを
定義します。
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b) CICM 単独で、ICM Configuration Manager の Network VRU Explorer ツールを選択し、VRU レッ
グ用のネットワーク VRU および NAM に到達するためのラベルを定義します。
前記 2 つの各サブステップで、次を指定します。
• タイプ（Type）：10
• 名前：<ネットワーク VRU 名>
例：cvp
• スイッチ レッグを処理している各 Unified CVP コール サーバのラベルを定義します。
◦ ラベル：<ネットワーク ルーティング番号>
◦ タイプ（Type）：標準（Normal）
◦ Unified ICME または NAM のルーティング クライアント：ドロップダウン リストから
Unified CVP コール サーバの周辺機器を選択します。
◦ CICM のみのルーティング クライアント：ドロップダウン リストから INCRP ルーティ
ング クライアントを選択します。
（注）

ステップ 13

NAM と CICM でネットワーク VRU ラベルは同一である必要があります。混乱を避け
るために、NAM と CICM でネットワーク VRU 名も同一である必要があります。

ICM Configuration Manager で、ネットワーク VRU およびスイッチ レッグの PG を定義します。
Unified ICMH、NAM、および CICM で、Network VRU Explorer ツールを使用して、Unified CVP
コール サーバまたは NIC ルーティング クライアントごとに 1 つのラベルを定義します。
（注）

前のステップで VRU レッグに定義したものと同じネットワーク VRU タイプ 10 を使用
します。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。
ステップ 14

INCRP NIC のクライアント タイプを設定します。
CICM で、ICM Configuration Manager の NIC Explorer ツールを使用して、INCRP NIC のクライア
ント タイプを設定します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU

ステップ 15

INCRP を使用する VRU を定義します。
CICM で、ICM Configuration Manager の Network VRU Explorer ツールを使用して、次を実行しま
す。
a) ルーティング クライアントとして INCRP を使用するラベルにより、ネットワーク VRU を定
義します。
次を指定します。
• タイプ（Type）：10
• 名前：<name of Unified CVP VRU>
例：cvpVRU
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b) NAM のルーティング クライアントに対し、1 つのラベルを定義します。
次を指定します。
• タイプ（Type）：標準（Normal）
• ラベル：<ネットワーク ルーティング番号>
• ルーティング クライアント（[優先するネットワーク転送（Network Transfer Preferred）]）：
INCRP NIC
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。
ステップ 16

包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, （257 ページ）の手順のステップ 16 を実行し
ます。

ステップ 17

Unified ICME または NAM で、ICM Configuration Manager の [システム情報（System Information）]
ツールを使用して、デフォルトのネットワーク VRU を定義します。
a) Unified ICME または CICM 単独 で、デフォルトのネットワーク VRU を定義します。
• デフォルトのネットワーク VRU を次のように定義します。<ネットワーク VRU 名>。
例：cvpVRU
b) NAM にルーティング スクリプトが存在する場合は、デフォルトのネットワーク VRU を定義
します。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。

ステップ 18

Unified ICME または Unified ICMH サーバで、ICM Configuration Manager により、ダイヤル番号、
コール タイプ、およびお客様を設定します。
a) [ダイヤル番号リスト ツール（Dialed Number List Tool）] タブ：ダイヤル番号を設定します。
b) [コール タイプ リスト ツール（Call Type List tool）] タブ：コール タイプを設定します。
c) [ICM インスタンス エクスプローラ ツール（ICM Instance Explorer tool）] タブ：該当する顧客
を設定します。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。

ステップ 19

ECC 変数を設定します。
Unified ICME で、ICM Configuration Manager により ECC 変数を設定します。
詳細については、Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）を参照してください。

ステップ 20

着信コールを処理するルーティング スクリプトを作成します。
Unified ICME または Unified ICMH サーバで、ICM スクリプト エディタ ツールを使用して
SendToVRU ノードによりネットワーク VRU にコールを接続します。
詳細については、『Scripting and Media Routing Guide for Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise
& Hosted』を参照してください。

ステップ 21

（任意） SIP プロキシを設定します。
SIP プロキシ サーバを使用する場合は、Unified CVP Operations Console で設定します。
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[デバイス管理（Device Management）] > [SIP プロキシ サーバ（SIP Proxy Server）] の順に選択し
ます。
ステップ 22

コール サーバをインストールし、設定します。
Operations Console で次の手順を実行します。
a) コール サーバで、ICM、IVR、および SIP サービスを有効にします。
• Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP コール サー
バ（Unified CVP Call Server）] を選択します。
• [ICM] および [SIP] チェックボックスをオンにします。
b) IVR サービスを設定します。
• Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP コール サー
バ（Unified CVP Call Server）] > [IVR] タブの順に選択し、IVR サービスを設定します。
デフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。他の設定のデフォルト値を変更する場
合は、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してください。
c) Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP コール サーバ
（Unified CVP Call Server）] > [SIP] の順に選択します。SIP サービスを設定します。
• SIP プロキシ サーバを使用している場合、発信プロキシを有効にして、SIP プロキシ サー
バを選択します。
[SIP] タブを選択し、次のように設定します。
◦ 発信プロキシの有効化（Enable Outbound Proxy）：はい（Yes）
◦ 発信プロキシのホスト（Outbound Proxy Host）：ドロップダウン リストから選択し
ます。
◦ SIP プロキシ サーバ自体でローカル スタティック ルートを設定します。
• SIP プロキシ サーバを使用していない場合は、Operations Console で [ダイヤル番号パター
ン（Dialed Number Pattern）] システム設定を使用してローカル スタティック ルートを設
定します。ローカル スタティック ルートは、コールを受信するために各 SIP ゲートウェ
イ/ACD、SIP エンドポイントで設定する必要があります。
ローカル スタティック ルート、ダイヤル番号（DN）：宛先のダイヤル番号パターンを指
定します。
有効な番号パターンは次の文字を含めます。
◦ 1 文字のワイルドカード照合には、任意の場所でピリオド（.）または X の文字を使
用します。
◦ 0 または複数文字のワイルドカードとしては、DN の最後に、大なり（>）、アスタ
リスク（*）、または感嘆符（!）を使用します。
◦ ワイルドカード照合に T の文字は使用しないでください。
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◦ ダイヤル番号は 24 文字以内にする必要があります。
◦ 形式と優先順位については、ダイヤル番号の有効な形式, （115 ページ）を参照して
ください。
例：9>（エラーは 9292、呼出音は 9191）
詳細については、「SIP デバイスの設定, （201 ページ）」と「SIP ダイヤル番号パターン
マッチング アルゴリズム, （8 ページ）」を参照してください。
次に、スタティック ルート設定の間違った例と正しい例を示します。スタティック ルー
ト設定が間違っている場合、最後に明示的なルートが表示されません。また、コールの
ロード バランシングとフェールオーバーには、DNS SRV ドメイン名、同じ DN パターン
を持つ複数ルートでなく、1 つの SRV ドメイン名への単一ルートが必要です。
例：間違ったスタティック ルート設定
1>,10.2.6.1
2>,10.2.6.2
3>,10.2.6.20
2229191>,10.2.6.241
2229292>,10.2.6.241
2229191>,10.2.6.242
2229292>,10.2.6.242
2>,ccm-subscribers.cisco.com
3>,ccm-subscribers.cisco.com

例：正しいスタティック ルート設定
22291>,cvp-ringtone.cisco.com
22292>,cvp-error.cisco.com
1>,ccm-subscribers.cisco.com
2>,ccm-subscribers.cisco.com
3>,ccm-subscribers.cisco.com

（注）

“91919191>” パターンは、“91919191” の DN に完全には一致しませ
ん。

• SIP サービスのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
d) 最大長 DNIS をネットワーク ルーティング番号の長さに設定することで、ICM サービスを設定
します。
[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call Server）] > [ICM] タブ
の順に選択し、DNIS の最大長をネットワーク ルーティング番号の長さに設定します。
例：ゲートウェイのダイヤル パターンが 1800 ****** の場合、DNIS の最大長を 10 にします。
ステップ 23

ローカル スタティック ルートを次のように設定します。
Operations Console で発信プロキシが有効になっている場合は、SIP プロキシ サーバでローカル ス
タティック ルートを設定します。
発信プロキシを有効になっていない場合は、Operations Console のダイヤル番号パターン システム
設定を使用して、ローカル スタティック ルートを設定します。詳細については、SIP ダイヤル番
号パターン マッチング アルゴリズム, （8 ページ）を参照してください。
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次に、ローカル スタティック ルートの設定例を示します。ローカル スタティック ルートには、
次のように、ダイヤル番号パターンとルーティング アドレス（IP アドレス、ホスト名、または
SIP サーバ グループ名）が含まれます。
• 22291>,cvp-ringtone.cisco.com
• 22292>,cvp-error.cisco.com
• 1>,ccm-subscribers.cisco.com
• 2>,ccm-subscribers.cisco.com
• 3>,ccm-subscribers.cisco.com
ステップ 24

カスタム呼出音パターンを設定します。ダイヤル番号パターンの追加と展開, （344 ページ）を参
照してください。

ステップ 25

（任意） Reporting Server を設定し、コール サーバと関連付けます。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP Reporting Server] > [全般
（General）] タブの順に選択し、次の各ステップを実行します。
a) Reporting Server を設定します。
b) この Reporting Server に関連付けるコール サーバを選択します。
c) レポーティング プロパティのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
詳細については、『Reporting Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』を参照してください。

包括コール フロー モデルの DNS ゾーン ファイル設定
DNS ゾーン ファイル Linux 名前付き設定例
ringtone-1 IN A 10.86.129.20
ringtone-2 IN A 10.86.129.229
vxml-1 IN A 10.86.129.20
vxml-2 IN A 10.86.129.229
vxml-3 IN A 161.44.81.254
cvp-1 IN A 10.86.129.211
cvp-2 IN A 10.86.129.220
cvp-3 IN A 161.44.81.254
; Priority Weight Port Target
sip._tcp.ringtone.sox.cisco.com. SRV 1 1 5060 ringtone-1.sox.cisco.com.
_
SRV 1 1 5060 ringtone-2.sox.cisco.com.
sip._udp.ringtone.sox.cisco.com. SRV 1 1 5060 ringtone-1.sox.cisco.com.
_
SRV 1 1 5060 ringtone-2.sox.cisco.com.
_sip._tcp.vxml.sox.cisco.com. SRV 1 1 5060 vxml-1.sox.cisco.com.
SRV 1 1 5060 vxml-2.sox.cisco.com.
SRV 1 1 5060 vxml-3.sox.cisco.com.
_sip._udp.vxml.sox.cisco.com. SRV 2 1 5060 vxml-1.sox.cisco.com.
SRV 2 1 5060 vxml-2.sox.cisco.com.
SRV 1 1 5060 vxml-3.sox.cisco.com.
_sip._tcp.cvp.sox.cisco.com. SRV 1 1 5060 cvp-1.sox.cisco.com.
SRV 2 1 5060 cvp-2.sox.cisco.com.
SRV 3 1 5060 cvp-3.sox.cisco.com.
_sip._udp.cvp.sox.cisco.com. SRV 1 1 5060 cvp-1.sox.cisco.com.
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SRV 2 1 5060 cvp-2.sox.cisco.com.
SRV 3 1 5060 cvp-3.sox.cisco.com.

DNS ゾーン ファイル MS DNS 設定例

IOS ゲートウェイの包括コール フロー モデルにおける VRU レッグの特性
音声処理を提供するには、次のコマンドを使用します。

（注）

これは、IOS VXML ゲートウェイにのみ適用されます。
new-call は必須の名前です。
VRU レッグの例に進みます。
service
!
service
!
service
!
service
!
service
!
service
!

vru-leg flash:bootstrap.tcl
new-call flash:bootstrap.vxml
handoff flash:handoff.tcl
ringtone flash:ringtone.tcl
cvperror flash:cvperror.tcl
cvp-survivability flash:survivability.tcl
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REFER 転送
Unified CVP SIP サービスでは、SIP 再招待を使用する代わりに SIP REFER 転送を実行できます。
この転送では、Unified CVP がそれ自体をコールから削除して、認可された Unified CVP ポートを
解放できます。Unified CVP はこのタイプのラベルが実行された後はさらなるコール制御操作を実
行できません。たとえば、セルフサービスまたは別のエージェントへのキューイングのために
Unified CVP に戻す後続の転送を実行することはできません。
ただし、転送が失敗する場合は、存続可能性の設定を行ってコールを他の場所に転送します。こ
のプロセスは ICM ルータ再クエリーと同じではありません。たとえば、Unified ICME には新しい
コールとして表示されますが、転送が失敗する場合、それは代替のアクションを実行する方法で
す。

（注）

• この機能は、包括（SIP のみ）、コール ディレクタ、およびスタンドアロン コール フロー
モデルで使用できます。
• ルータ再クエリーは、REFER 操作の結果として NOTIFY メッセージが Unified CVP に送
り返される場合にのみ REFER 転送を使用して実行できます。Unified CVP は REFER の送
信後にコールを終了しないため、Unified ICM に再クエリーし、別のラベルを取得し、別
の REFER を送信することができます。
• イングレス ゲートウェイでの存続可能性 tcl サービスの使用は現在、失敗した転送結果で
の NOTIFY メッセージの送信をサポートできません。このため、存続可能性サービスに
よって処理されるときにルータ再クエリーを REFER とともに使用することはできませ
ん。存続可能性サービスは REFER を処理することができますが、転送が失敗した場合で
も常に Unified CVP に転送成功をレポートします。これは、イングレス ゲートウェイと
CUBE ゲートウェイを含む IOS での REFER 処理における TCL IVR API の既知の制限事項
です。
この機能を使用すると、VoiceXML ゲートウェイでコールをキューイングしてから、文字「rt」か
ら始まる Unified ICME ラベルを使用してエージェントに送信することができます。そうしない場
合、標準の Unified ICME エージェント ラベルを使用すると、Unified CVP はコールの間シグナリ
ング パスに留まることができ、認可された Unified CVP リソースがコール終了まで開放されませ
ん。REFER 転送は、Unified CM または ACD などの SIP クラウド内のその他の SIP エンドポイン
トに行うことができます。ECC 変数「user.sip.refertransfer」はまた、Unified ICME スクリプトでも
設定できます。（Unified ICME スクリプトでこの ECC 変数を使用するときは、1 文字の値「y」
に設定する必要があり、Unified CVP はエージェントへの転送時に REFER を使用します）。
以上切断に対して critical_error.wav を再生するために使用される REFER を含む REFER 転送を使
用するとき、イングレス ゲートウェイには発信 VoIP ダイヤル ピアを含める必要があります。
REFER メッセージがコール サーバからゲートウェイに入力されるときにコールが成功するために
は発信ダイヤルピアを照合する必要があるため、この発信ダイヤルピアは必須です。そうしない
と、REFER-TO ヘッダー URI と一致するダイヤル ピアがない場合、503 拒否が発生します。ダイ
ヤル ピアの接続先ターゲットは REFER-TO SIP URI のラベルと一致する必要があります。つまり、
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<errorDN>@<sip-server> と、Unified ICME ルーティング ラベルで使用される可能性があるその他
のラベルです。次に例を示します。
dial-peer voice 1050 voip destination-pattern
1... voice-class codec 1 session protocol sipv2 session target <your
sip-server destination> dtmf-relay rtp-nte
no vad

クラスタ外部の接続先（たとえば、CUSP Server または直接ゲートウェイ）への REFER について
Unified CM でルート パターンを設定するときは、そのエンドポイントに関連付けられた SIP トラ
ンクに SIP ルート パターンを追加する必要があります。たとえば、Unified CM で IP からの発信
者に対して REFER to Error DN を使用し、REFER To ヘッダー SIP URL のホストが CUSP Server で
ある場合、その IP アドレスまたはドメイン名で SIP ルート パターンを作成し、CUSP Server の SIP
トランクと関連付ける必要があります。

（注）

• TDM ゲートウェイが REFER を処理し、Cisco Unified Border Element（CUBE）を処理しな
い場合、REFER によってトリガーされた INVITE が送信されます。REFER によってトリ
ガーされた INVITE には、セッション ターゲットおよび一般的なコーデック情報を含む
ダイヤル ピアが必要です。CVP ルーティング アルゴリズム設定によって構築される
REFER-TO ヘッダー URI ホストは、無視されます。
• CUBE は CVP によって開始された REFER を受信すると、発信者に透過的に送信しませ
ん。ダイヤル ピアは DN（REFER-TO ヘッダー URI のユーザ部分）と一致する必要があ
り、URI のホスト部はダイヤル ピアのセッション ターゲットと一致するように書き換え
られます。REFER は CLI「supplementary-service sip refer」を使用する発信者に渡されま
す。そうでない場合、CUBE が REFER を処理し、トリガーされた招待を自身の参照 DN
に連続したユーザ エージェントとして送信します。

プレルーティングされたコールの包括コール フロー
このクラスのコール フローは、Unified CVP の包括コール フロー モデルに似ていますが、Unified
CVP 経由ではないパスを使用して Unified ICME または Unified ICMH にコールが最初に導入され
る点が異なります。Unified ICME ルーティング スクリプトは、Unified CVP がそのようなコール
を確認する前にプレルーティングするように実行されます。スクリプトがセルフサービスとキュー
イングのいずれかで Unified CVP にコールを転送すると、通常の Unified CVP 包括コール フロー
モデルが使用されます。
上記すべてのコール フローは、最初のルーティング クライアントが 1 つのルート要求のみ可能で
あるため、似ています。ルーティング クライアントは、NIC、Unified CM、ACD、または VRU で
す。ルーティング クライアントが 1 つの要求を Unified ICME に対して行うと、Unified ICME が宛
先ラベルを返し、ルーティング クライアントが転送に影響します。この時点でルート要求ダイア
ログが終了し、Unified ICME は後続のラベルを送信せず、いかなる形式のサードパーティ コール
制御も実行しません。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
34

Unified CVP コール フロー モデル
プレルートのみの NIC を介して ICME に着信するコール

返されたラベルが VRU ラベルへのトランスレーション ルートであった場合、または SendToVRU
ノードに起因する相関 ID ラベルであった場合、ルーティング スクリプトが実行されることがあ
ります。このような場合、コールは Unified CVP に転送され、Unified CVP がコールを受信した後
もルーティング スクリプトは実行を続けます。スクリプトはキューイングやセルフサービス処理
の一部としてマイクロアプリケーション要求を呼び出します。コールがエージェントまたはスキ
ル グループに転送されると、そのラベルは最初のルーティング クライアントではなく Unified CVP
に移動します。コールが後で別のエージェントまたはスキル グループにブラインド転送された
り、追加のキューイングやセルフサービスのために Unified CVP に戻される場合、そのラベルも
最初のルーティング クライアントではなく Unified CVP に移動します。
コールが Unified CVP に到達すると、マイクロアプリケーションをサポートするために、スイッ
チ レッグと VRU レッグの両方を確立する必要があります。つまり、標準の Unified CVP 包括コー
ル フロー モデルを入力する必要があります。プレルーティングされたコールと包括コール フロー
モデルの唯一の違いは、コールが Unified CVP に最初に到達する方法です。コールがプレルーティ
ングされる場合、トランスレーション ルートと相関 ID 転送のいずれかを使用して到達しますが、
包括コール フロー モデルでは、コールは公衆電話交換網（PSTN）からの新規コールとして到達
します。両方のケースにおいて、Unified CVP の VRU レッグへの後続の転送が必要になります。
ここでは、次のコール フローについて説明します。
• プレルートのみの NIC を介して ICME に着信するコール, （35 ページ）。
• Unified CM により発信されたコール, （37 ページ）。
• ACD またはコール ルーティング インターフェイスにより発信されたコール, （40 ページ）。

（注）

ICM ルックアップが包括コール フロー モデル展開へのコールの転送を意図し
ている場合、ICME ルックアップ コール フローを使用してスタンドアロンと
して実行される VXML Server もこのカテゴリに分類されます。

プレルートのみの NIC を介して ICME に着信するコール
ATT、GKTMP、MCI、Sprint、Stentor の Unified ICME NIC はこのカテゴリに分類されます。この
コール フローは、ICME と ICMH の両方の包括コール フロー モデルに適用されます。後者の場
合、Unified CVP と NIC の両方が NAM で展開されます。
ICME のリリース番号に基づいて、次のタスクを実行します。
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表 7：ICME のさまざまなリリースでの手順

ICME リリース

手順

ICME リリース 7.1 以
1 単一のタイプ 10 ネットワーク VRU を設定し、PG Explorer 構成ツール
降
ですべての Unified CVP ペリフェラルに関連付けます。また、システ
ム情報ツールでデフォルト システム ネットワーク VRU として定義し
ます。
2 プレルート ルーティング クライアントから Unified CVP への最初の
コール転送をサポートするには、Unified CVP ペリフェラルをターゲッ
トにするようにトランスレーション ルート ラベルを設定します。
3 VRU レッグへの転送をサポートするには、手順 1 で定義したタイプ 10
ネットワーク VRU で各 Unified CVP ペリフェラル ルーティング クラ
イアントにネットワーク ルーティング番号ラベルを設定します。
4 すべてのマイクロアプリケーション VRU スクリプトをその同じタイプ
10 ネットワーク VRU に関連付けます。ルーティング スクリプトが
Unified CVP にコールを転送するときは、TranslationRouteToVRU ノー
ドを使用する必要があります。Unified CVP の VRU レッグへの転送が
自動的に行われます。
（注）
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ICME リリース

手順

ICME リリース 7.0 以
1 タイプ 7 およびタイプ 10 ネットワーク VRU を設定します。
降
2 PG Explorer ツールで、すべての Unified CVP コール サーバをタイプ 7
ネットワーク VRU に割り当てます。
3 タイプ 7 コール サーバをターゲットにするように 1 セットのトランス
レーション ルート ラベルを設定します。これらの設定は、最初のルー
ティング クライアントから Unified CVP スイッチ レッグにコールを転
送するために使用されます。
4 ラベル文字列がネットワーク ルーティング番号に設定されている各
Unified CVP コール サーバ ルーティング クライアントでタイプ 10 ネッ
トワーク VRU にラベルを割り当てます。
5 システム情報構成ツールで、システム デフォルト ネットワーク VRU
としてタイプ 10 ネットワーク VRU を設定します。
6 すべてのマイクロアプリケーション VRU スクリプトをタイプ 10 ネッ
トワーク VRU に関連付けます。
（注）

• ルーティング スクリプトが Unified CVP にコールを転送
するときは、2 つのノードを連続して使用する必要があ
ります。最初に TranslationRouteToVRU、それから明示
的に SendToVRU ノードです。最初のノードは、最初の
ルーティング クライアントからタイプ 7 コール サーバ
の 1 つ（Unified CVP スイッチ レッグ）にコールを転送
します。2 番目のノードは、タイプ 7 コール サーバから
Unified CVP VRU レッグにコールを転送します。（VRU
レッグは通常、スイッチ レッグと同じ Unified CVP コー
ル サーバまで通過します）。
• プレルーティング済みでないコールでも、同じタイプ 7
コール サーバとタイプ 7 およびタイプ 10 ネットワーク
VRU を共有できます。ただし、プレルーティング済み
でないコールを処理するスクリプトもまた、マイクロア
プリケーションを実行する前に明示的に SendToVRU ノー
ドを使用する必要があります。

Unified CM により発信されたコール
このカテゴリには、次のタイプのコールが含まれます。
• 内部ヘルプ デスク コール：これらのコールでは、Unified Communications Manager（CM）の
電話ユーザが CTI ルート ポイントをコールします。これにより、オプションでキューイング
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やセルフサービスのために Unified CVP にコールを配信できるルーティング スクリプトを開
始します。
• Unified ICME アウトバウンド オプション コール：これらのコールでは、ダイヤラが発信コー
ルを実行し、それらを CTI ルート ポイントに転送します。これにより、オプションでキュー
イングやセルフサービスのために Unified CVP にコールを配信できるルーティング スクリプ
トを開始します。
• コンサルト ウォーム転送：これらのコールでは、Unified CM エージェントが発信者を保留状
態にし、Unified ICME にダイヤルして 2 番目のエージェントに到達します。これにより、オ
プションでキューイングやセルフサービスのために Unified CVP にコールを配信できるルー
ティング スクリプトを開始します。

（注）

コンサルト ウォーム転送については、Unified CVP への Unified ICME ウォーム コンサルト転
送/会議, （391 ページ）を参照してください。

（注）

これらのコール フローが Cisco Unified Contact Center Management Portal 環境で使用される場合、
ターゲットの Unified CVP コール サーバは、コールの発信元の Unified CM と同じ CICM に接
続する必要があります。たとえば、複数の CICM では複数の Unified CM が必要になるため、
複数の Unified CVP コール サーバが必要になります。
これ以上の設定のポイントは、Unified CVP を Unified ICME リリース 7.0 または 7.1 以降のどちら
に導入するのかによって異なります。
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ICME リリース
Unified ICME リ
リース 7.0 以降

タスク
1 システム情報ツールでデフォルト システム ネットワーク VRU として定
義された単一のタイプ 10 ネットワーク VRU を設定します。
2 タイプ 10 ネットワーク VRU に 2 セットのラベルを設定します。Unified
CM ルーティング クライアントに最初のセットを関連付けます。これに
は、Unified CVP へのコールの転送に Unified CM が使用するラベルが含ま
れます。Unified CM に、1 ～ 5 個の任意の桁が続くそのラベルを含む一連
のルート パターンを設定します。たとえば、選択されたラベルが 1111 の
場合、1111! のルート パターンが必要です。2 番目ネットワーク VRU ラ
ベルのセットには、通常の包括モデル「ネットワークルーティング番号」
を含める必要があり、これは各 Unified CVP コール サーバ ルーティング
クライアントと関連付けられる必要があります。
3

• ルーティング スクリプトが Unified CVP にコールを転送するときは、
単一の SendToVRU ノードを使用する必要があります。Unified CVP
の VRU レッグへの転送を実行するために後続のノードは必要ありま
せん。これは自動的に行われます。（マイクロ アプリケーション ス
クリプト ノードが同じ機能を自動的に呼び出すため、SendToVRU
ノードは省略できます。ただし、トラブルシューティングのために
このノードをスクリプトに明示的に含めることができます）。
• プレルーティング済みでないコールでも、Unified CM から転送され
るコールと同じネットワーク VRU および同じ Unified CVP コール
サーバを共有できます。ただし、プレルーティング済みでないコー
ルを処理するスクリプトでは、マイクロアプリケーションを実行す
る前に明示的に SendToVRU ノードを使用する必要もあります。
すべてのマイクロアプリケーション VRU スクリプトをその同じタイプ 10
ネットワーク VRU に関連付けます。
（注）

• ルーティング スクリプトが Unified CVP にコールを転送す
るときは、単一の SendToVRU ノードを使用する必要があ
ります。Unified CVP の VRU レッグへの転送を実行するた
めに後続のノードは必要ありません。これは自動的に行わ
れます。（マイクロ アプリケーション スクリプト ノード
が同じ機能を自動的に呼び出すため、SendToVRU ノードは
省略できます。ただし、トラブルシューティングのために
このノードをスクリプトに明示的に含めることができま
す）。
• プレルーティング済みでないコールでも、Unified CM から
転送されるコールと同じネットワーク VRU および同じ
Unified CVP コール サーバを共有できます。ただし、プレ
ルーティング済みでないコールを処理するスクリプトでは、
マイクロアプリケーションを実行する前に明示的に
SendToVRU ノードを使用する必要もあります。
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ICME リリース
Unified ICME リ
リース 7.1 以降

タスク
1 1 つのタイプ 7 と 1 つのタイプ 10 の 2 つのネットワーク VRU を設定しま
す。
2 PG Explorer ツールで、Unified CVP コール サーバをタイプ 7 ネットワー
ク VRU に割り当てます。
3 タイプ 7 コール サーバをターゲットにするように 1 組のトランスレーショ
ン ルート ラベルを設定します。これらは、最初のルーティング クライア
ントから Unified CVP スイッチ レッグにコールを転送するために使用さ
れます。
4 ラベル文字列がネットワークルーティング番号に設定されている各Unified
CVP コール サーバ ルーティング クライアントでタイプ 10 ネットワーク
VRU にラベルを割り当てます。
5 システム情報構成ツールで、システム デフォルト ネットワーク VRU と
してタイプ 10 ネットワーク VRU を設定します。
6 すべてのマイクロアプリケーション VRU スクリプトをタイプ 10 ネット
ワーク VRU に関連付けます。
（注）

• ルーティング スクリプトが Unified CVP にコールを転送す
るときは、2 つのノードを連続して使用する必要がありま
す。最初に TranslationRouteToVRU、それから明示的に
SendToVRU ノードです（Unified ICME 7.1 の場合とは反対
に、オプションではありません）。最初のノードは、最初
のルーティング クライアントからタイプ 7 コール サーバの
1 つ（Unified CVP スイッチ レッグ）にコールを転送しま
す。2 番目のノードは、タイプ 7 コール サーバから Unified
CVP VRU レッグにコールを転送します。（VRU レッグは
通常、スイッチ レッグと同じ Unified CVP コール サーバま
で通過します）。
• プレルーティング済みでないコールでも、同じタイプ7コー
ル サーバとタイプ 7 およびタイプ 10 ネットワーク VRU を
共有できます。

ACD またはコール ルーティング インターフェイスにより発信された
コール
これらのコールはプレルートのみの NIC から到達するコールとよく似ていますが、NIC を使用す
るのではなく PG を使用してルーティング クライアントが Unified ICME に接続される点が異なり
ます。したがって、このコール フローが Unified ICMH 環境で使用される場合、ターゲットの
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Unified CVP コール サーバは、コールの発信元の ACD または CRI ベースの VRU と同じ CICM に
接続する必要があります。複数の CICM では複数の ACD または VRU ペリフェラルが必要になる
のと同様に、複数の Unified CVP コール サーバが必要になります。
これ以上の設定のポイントは、Unified CVP を Unified ICME リリース 7.0 または 7.1 以降のどちら
に導入するのかによって異なります。
表 8：ICME のさまざまなリリースでの手順

ICME リリース
ICME リリース 7.1 以降

タスク
1 単一のタイプ 10 ネットワーク VRU を設定
し、PG Explorer 構成ツールですべての
Unified CVP ペリフェラルに関連付けます。
また、システム情報ツールでデフォルト シ
ステム ネットワーク VRU として定義しま
す。
2 プレルート ルーティング クライアントから
Unified CVP への最初のコール転送をサポー
トするため、Unified CVP ペリフェラルを
ターゲットにするようにトランスレーショ
ン ルート ラベルを設定します。
3 VRU レッグへの転送をサポートするため、
タイプ 10 ネットワーク VRU で各 Unified
CVP ペリフェラル ルーティング クライアン
トにネットワーク ルーティング番号ラベル
を設定します。
4 すべてのマイクロアプリケーション VRU ス
クリプトをその同じタイプ 10 ネットワーク
VRU に関連付けます。
（注）

• ルーティング スクリプトが
Unified CVP にコールを転送す
るときは、
TranslationRouteToVRU ノード
を使用する必要があります。
Unified CVP の VRU レッグへ
の転送を実行するために後続
のノードは必要ありません。
これは自動的に行われます。
• プレルーティング済みでない
コールでも、同じネットワー
ク VRU および同じ Unified
CVP コール サーバを共有でき
ます。
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ICME リリース
ICME リリース 7.0 以降
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ICME リリース

タスク
1 1 つのタイプ 7 と 1 つのタイプ 10 の 2 つの
ネットワーク VRU を設定します。
2 PG Explorer ツールで、すべての Unified CVP
コール サーバをタイプ 7 ネットワーク VRU
に割り当てます。
3 タイプ 7 コール サーバをターゲットにする
ように 1 組のトランスレーション ルート ラ
ベルを設定します。これらは、最初のルー
ティング クライアントから Unified CVP ス
イッチ レッグにコールを転送するために使
用されます。
4 ラベル文字列がネットワーク ルーティング
番号に設定されている各 Unified CVP コール
サーバ ルーティング クライアントでタイプ
10 ネットワーク VRU にラベルを割り当てま
す。
5 システム情報構成ツールで、システムデフォ
ルト ネットワーク VRU としてタイプ 10 ネッ
トワーク VRU を設定します。
6 すべてのマイクロアプリケーション VRU ス
クリプトをタイプ 7 ネットワーク VRU に関
連付けます。
（注）

• ルーティング スクリプトが
Unified CVP にコールを転送す
るときは、2 つのノードを連
続して使用する必要がありま
す。最初に
TranslationRouteToVRU、それ
から明示的に SendToVRU
ノードです。最初のノード
は、最初のルーティング クラ
イアントからタイプ 7 コール
サーバの 1 つ（Unified CVP ス
イッチ レッグ）にコールを転
送します。2 番目のノード
は、タイプ 7 コール サーバか
ら Unified CVP VRU レッグに
コールを転送します。（VRU
レッグは通常、スイッチ レッ
グと同じ Unified CVP コール
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ICME リリース

タスク
サーバまで通過します）。
• プレルーティング済みでない
コールでも、同じタイプ 7
コール サーバとタイプ 7 およ
びタイプ 10 ネットワーク
VRU を共有できます。

コール ディレクタ コール フロー モデル
このコール ディレクタ コール フロー モデルで、Unified CVP は ICME に VoIP コール ルーティン
グ機能を提供します。ICMサーバを使用してコールをキューイングしたり、ACDで直接コールを
キューイングしたりする場合は、独自のサービス制御 VRU を使用します。コールは入力からお客
様が準備する VRU に、UCCE、お客様が準備する ACD またはエージェントのいずれかに複数回
転送され、再び戻ることがあります。お客様が準備する機器にコールが接続されると、音声パス
はその機器に TDM によって接続されているイーグレス ゲートウェイに移動する必要があります。
シグナリングが SIP である場合、Unified CVP は、Unified CVP との相互運用性がテストされ実証
された、お客様が準備した SIP エンドポイントで機能します。このモデルでは、VXML Server ま
たは VXML ゲートウェイは使用されません。
次の表に、コール ディレクタ コール フロー モデルに必要な、必須またはオプションの CVP コン
ポーネントを示します。
表 9：コール ディレクタ コール フロー モデルの必須およびオプションの CVP コンポーネント

CVP コンポーネント

関連項目

必須の CVP コンポーネント
コール サーバ

• コール サーバの設定, （89 ページ）
• REFER 転送, （33 ページ）
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CVP コンポーネント

関連項目

Unified ICME

• Unified ICM の設定, （161 ページ）
• Unified ICME のコール ディレクタ コール フロー モデル,
（45 ページ）
• Unified ICMH のコール ディレクタ コール フロー モデル,
（47 ページ）
• コール ディレクタ コール フロー モデルの ICM の設定, （
179 ページ）
• Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）

イングレス ゲートウェイ

• ゲートウェイの設定, （251 ページ）
• コール ディレクタ コール フロー モデルのゲートウェイの
設定, （269 ページ）
• コール存続可能性, （415 ページ）

Operations Console

Operations Console, （75 ページ）

オプションの CVP コンポーネント
Reporting サーバ

Reporting Server の設定, （153 ページ）

SIP シグナリングを使用するよ SIP プロキシ サーバの設定, （319 ページ）
うにコール サーバが設定され
ている場合、SIP プロキシ サー
バ

ここでは、次のコール ディレクタ コール フロー モデルについて説明します。
• Unified ICME のコール ディレクタ コール フロー モデル, （45 ページ）
• Unified ICMH のコール ディレクタ コール フロー モデル, （47 ページ）

Unified ICME のコール ディレクタ コール フロー モデル
このコール フロー モデルで、Unified CVP は Unified ICME に VoIP コール スイッチング機能を提
供します。Unified ICME を使用してコールをキューイングする場合や、ACD で直接コールをキュー
イングする可能性がある場合は、独自のサービス制御 VRU を準備してください。コールは入力か
らお客様が準備する VRU に、Unified CCE、お客様が準備する ACD またはエージェントのいずれ
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かに複数回転送され、再び戻る可能性があります。お客様が準備する機器（VoIP または TDM）
にコールが接続されると、音声パスはその機器に TDM によって接続されているイーグレス ゲー
トウェイに移動する必要があります。シグナリングが SIP である場合、このコール フロー モデル
は、Unified CVP との相互運用性がテストされ実証された、お客様が準備した SIP エンドポイント
で機能します。
次の図は、プロキシ サーバなし、およびありで SIP を使用する ICME のコール ディレクタ コール
フローモデルのコールフローを示します。これらの図の実線は音声パスを示し、点線はシグナリ
ング パスを示します。
図 6：プロキシ サーバなしで SIP を使用する ICME のコール ディレクタ コール フロー モデル

図 7：プロキシ サーバありで SIP を使用する ICME のコール ディレクタ コール フロー モデル
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（注）

• このコール フロー モデルでは、転送後に Unified CVP がシグナリング パスに留まりま
す。
• このコール フロー モデルでは、VRU スクリプトと VRU レッグへの転送は使用できませ
ん。
• 詳細については、REFER 転送, （33 ページ）およびコール サーバの SIP サービスの
sendtooriginator 設定の設定, （73 ページ）を参照してください。

Unified ICMH のコール ディレクタ コール フロー モデル
このコール フロー モデルで、Unified CVP は Network Applications Manager（NAM）に VoIP コー
ル スイッチング機能だけを提供します。NAM を使用してコールをキューイングする場合や、ACD
で直接コールをキューイングする可能性がある場合は、独自のサービス制御 VRU を準備してくだ
さい。コールは入力からお客様が準備する VRU に、NAM、お客様が準備する ACD またはエー
ジェントのいずれかに複数回転送され、再び戻る可能性があります。お客様が準備する機器にコー
ルが接続されると、音声パスはその機器に TDM によって接続されているイーグレス ゲートウェ
イに移動する必要があります。シグナリングが SIP である場合、このコール フロー モデルは、
Unified CVP との相互運用性がテストされ実証された、お客様が準備した SIP エンドポイントで機
能します。
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次の図は、プロキシ サーバなし、およびありで SIP を使用する ICMH のコール ディレクタ コー
ル フロー モデルのコール フローを示します。これらの図の実線は音声パスを示し、点線はシグ
ナリング パスを示します。
図 8：プロキシ サーバなしで SIP を使用する ICMH のコール ディレクタ コール フロー モデル

図 9：プロキシ サーバありで SIP を使用する ICMH のコール ディレクタ コール フロー モデル

（注）

• VRU スクリプトと VRU レッグへの転送は、このコール フロー モデルでは使用できませ
ん。
• 詳細については、REFER 転送, （33 ページ）およびコール サーバの SIP サービスの
sendtooriginator 設定の設定, （73 ページ）を参照してください。
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Call Director コール フロー モデルの設定
手順
ステップ 1

包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, （257 ページ）の手順のステップ 1 ～ 5 を実
行します。

ステップ 2

イングレス ゲートウェイを設定します。
a) Unified CVP コール サーバのイングレス ゲートウェイ ダイヤルピアを設定します。
b) ダイヤルピアの呼出音とエラーについて設定します。
c) プロキシ サーバを使用している場合、プロキシ サーバを指すように発信ダイヤル ピアのセッ
ション ターゲットを設定します。
d) sip-server グローバル設定を使用している場合は、sip-ua セクションの sip-server をプロキシ サー
バになるように設定し、ダイヤルピアのセッション ターゲットを sip-server グローバル変数に
向けます。
（注）

ダイヤル プランには必ずこの情報を含めてください。Unified CVP の SIP プロキシ サー
バを設定するときにダイヤル プランを確認する必要があります。

イングレス ゲートウェイの SIP サービス VoIP ダイヤル ピアと宛先パターンは、SIP プ
ロキシ サーバまたは Unified CVP コール サーバのスタティック ルートの DNIS と一致
する必要があります。
詳細については、SIP デバイスの設定, （201 ページ）およびSIP ダイヤル番号パターン マッチン
グ アルゴリズム, （8 ページ）を参照してください。
ステップ 3

プロキシ サーバなしの SIP では、次のステップを実行します。
a) ゲートウェイから SRV または A タイプで DNS クエリを使用している場合、DNS を使用する
ようにゲートウェイを設定します。
詳細については、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してください。ゲートウェイ
から SRV または A タイプで DNS クエリを使用している場合、以下に示すゲートウェイ設定
CLI を使用します。
非 DNS の設定：
sip-ua
sip-server ipv4:xx.xx.xxx.xxx:5060
!

DNS の設定：
ip domain name patz.cisco.com
ip name-server 10.10.111.16
!
sip-ua
sip-server dns:cvp.pats.cisco.com
!

b) サービス（SRV）レコードの設定方法を表示する個別の DNS サーバの DNS ゾーン ファイルを
設定します。
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SRV および DNS は、プロキシ サーバの有無にかかわらず、どの SIP コール フロー
モデルでも使用できます。標準の A タイプ DNS クエリは SRV なしのコールにも使
用できますが、ロード バランシングおよびフェールオーバー機能が失われます。
詳細については、コール ディレクタ コール フロー モデルの DNS ゾーン ファイル設定, （58
ページ）を参照してください。
（注）

ステップ 4

プロキシ サーバありの SIP では、次のいずれかの方法を使用します。
（注）
DNS を使用する代わりにゲートウェイを静的に設定できま
す。
次に、A および SRV タイプの両方のレコードを設定する例を示します。
ip host cvp4cc2.cisco.com 10.4.33.132
ip host cvp4cc3.cisco.com 10.4.33.133
ip host cvp4cc1.cisco.com 10.4.33.131

SIP/TCP の場合：
ip host _sip._tcp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc3.cisco.com
ip host _sip._tcp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc2.cisco.com
ip host _sip._tcp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc1.cisco.com

SIP/UDP の場合：
ip host _sip._udp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc3.cisco.com
ip host _sip._udp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc2.cisco.com
ip host _sip._udp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc1.cisco.com

DNS サーバは必要なすべての A タイプまたは SRV タイプのレコードを使用して設定す
る必要があります。
SIP デバイスの設定, （201 ページ）
（注）

DNS サーバを使用している場合、SIP サービスをホスト名として設定できます（A または SRV タ
イプ）。
ステップ 5

Unified CM サーバ、CCMAdmin Publisher では、次の SIP 特有の操作を実行します。
a) SIP トランクを作成します。
• SIP プロキシ サーバを使用している場合、SIP プロキシ サーバに対して SIP トランクを設
定します。
• Unified CVP コール サーバに SIP トランクを追加します。
• Unified CM にルーティングされる可能性がある、SIP コールを Unified CVP に送信するイ
ングレス ゲートウェイごとに SIP トランクを追加します。
SIP トランクを追加するには、[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] > [新規追加（Add
New）] の順に選択して次のパラメータを使用します。
• トランク タイプ（Trunk Type）：SIP トランク（SIP trunk）
• デバイス プロトコル（Device Protocol）：SIP
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• 宛先アドレス（Destination Address）：（SIP プロキシ サーバを使用する場合）SIP プロキ
シ サーバの IP アドレスまたはホスト名。SIP プロキシ サーバを使用しない場合、Unified
CVP コール サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
• DTMF シグナリング方式（DTMF Signaling Method）：RFC 2833
• [メディア ターミネーション ポイントが必須（Media Termination Point Required）] チェッ
クボックスはオフにしてください。
• Unified CVP で発信転送として UDP を使用している場合、SIP トランク セキュリティ プ
ロファイルで UDP への発信転送も設定します。
• CUSP Server への接続（Connection to CUSP Server）：デフォルト ポートとして 5060 を使
用します。
b) Unified CVP コール サーバへの SIP トランクを使用する Unified CM デバイスからの発信コール
に対してルート パターンを追加します。また、エラー DN のルート パターンも追加します。
[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルート パターン
（Route Pattern）] > [新規追加（Add New）] の順に選択します。
次を追加します。
• ルート パターン（Route Pattern）：ルート パターンを指定します。たとえば、9+3xxx が
ダイヤルされる TDM 電話に 3XXX を指定すると、すべての Unified ICME スクリプトが
3xxx のダイヤル番号に設定されます。
• ゲートウェイ/ルート リスト（Gateway/Route List）：前のサブステップで定義した SIP ト
ランクを選択します。
（注）

ウォーム転送では通常、エージェント 1 からエージェント 2 へのコールに SIP トラ
ンクを使用しません。ただし、そのダイヤル番号の CTI ルート ポイントを Unified
CM サーバで設定し、その番号を Unified CM ペリフェラル ゲートウェイ上の JTAPI
ゲートウェイのペリフェラル ゲートウェイ ユーザ（PGUSER）に関連付ける必要が
あります。代わりの方法は、CTI ルート ポイントをバイパスするために Unified ICME
でダイヤル番号プランを使用することです。

c) SRV クラスタ ドメイン名を使用して Unified CM にコールを送信している場合は、[エンタープ
ライズ パラメータ（Enterprise Parameters）] > [クラスタ全体のドメイン設定（Clusterwide Domain
Configuration）] の順に選択してクラスタの完全修飾ドメイン名 FQDN を追加します。
ステップ 6

（オプション）SIP プロキシ サーバを設定します。
a) Unified CVP コール サーバ、Unified CM SIP トランク、およびゲートウェイへの SIP スタティッ
ク ルートを設定します。
呼出音、再生ダイヤル番号、およびエラー再生ダイヤル番号の中継転送のためのSIPスタティッ
ク ルートを設定します。
（注）

複数宛先へのコールのフェールオーバーおよびロード バランシングのために、CUSP
Server スタティック ルートの優先順位と重み付けを設定します。

b) Unified CVP コールのアクセス コントロール リストを設定します。
[プロキシ設定（Proxy Settings）] > [着信 ACL（Incoming ACL）] の順に選択します。
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アドレス パターン（Address pattern）：すべて（all）
c) サービス パラメータを設定します。
[サービス パラメータ（Service Parameters）] を選択して以下を設定します。
• レコード ルートの追加（Add record route）：オフ（off）
• 招待再送信の最大回数（Maximum invite retransmission count）：2
• プロキシ ドメインおよびクラスタ名（Proxy Domain and Cluster Name）：DNS SRV を使用
している場合、プロキシ サーバ SRV 名の FQDN に設定します。
d) SIP プロキシ サーバの IP アドレスとホスト名を書き留めておきます。（Unified CVP で SIP プ
ロキシ サーバを設定するときにこの情報が必要です）。
e) 冗長 SIP プロキシ サーバ（プライマリおよびセカンダリまたはロード バランシング）を使用
している場合、SRV レコードの DNS サーバ ルックアップと非 DNS ベースのローカル SRV レ
コード設定のどちらを使用するかを決定します。
（注）
単一の CUSP Server が使用されている場合、SRV レコードの使用は不要で
す。
DNS サーバで、または .xml ファイルを使用してローカルの Unified CVP で SRV レコードを設
定します（ローカル xml 設定は各コールでの DNS ルックアップのオーバーヘッドを回避しま
す）。
詳細については、SIP メッセージング冗長性のためのローカル SRV ファイルの設定
例, （202 ページ）の項を参照してください。
SIP コールを使用するコール ディレクタ コール フロー モデルは通常、冗長性のためにデュア
ル CUSP Server で展開されます。状況によっては、2 台目の CUSP Server を購入する必要があ
る場合があります。これに関係なく、展開のデフォルトの転送は UDP です。この拡張機能は
コンタクト センターの展開でサポートされていないため、CUSP Server では必ずレコード ルー
トを無効にしてください。
（注）

Unified CM パブリッシャ設定の必須の設定については、Cisco Unified SIP Proxy のマニュアルを
参照してください。
ステップ 7

スイッチ レッグについて PG を設定します。
Unified ICME の ICM Configuration Manager、PG Explorer ツールで次を行います。
a) スイッチ レッグに使用する各ペリフェラル ゲートウェイ（PG）を設定します。ツリー ビュー
ペインで、該当する PG を選択し、以下を設定します。
1 [論理コントローラ（Logical Controller）] タブ：
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 名前（Name）：この PG のわかりやすい名前
例：特定のロケーションのサイド A の場合は <location>_A
2 [周辺機器（Peripheral）] タブ：
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• ペリフェラル名（Peripheral Name）：この Unified CVP ペリフェラルのわかりやすい名
前
例： <location>_<cvp1> または <dns_name>
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• チェックボックスの選択：ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）
3 [ルーティング クライアント（Routing Client）] タブ：
• 名前（Name）：慣例により、ペリフェラルと同じ名前を使用します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してくださ
い。
b) 各 PG に接続されるスイッチ レッグに使用されるように各 Unified CVP コール サーバのペリ
フェラルを設定します。
ステップ 8

ダイヤル番号を設定します。
Unified ICME または Unified ICMH サーバの ICM Configuration Manager で、次の項目を設定しま
す。
a) [ダイヤル番号リスト ツール（Dialed Number List Tool）] タブ：ダイヤル番号を設定します。
b) [コール タイプ リスト ツール（Call Type List tool）] タブ：コール タイプを設定します。
c) [ICM インスタンス エクスプローラ ツール（ICM Instance Explorer tool）] タブ：該当する顧客
を設定します。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。

ステップ 9

ルーティング スクリプトを作成します。
ICM Script Editor ツールの Unified ICME または Unified ICMH サーバ：
着信コールを処理するルーティング スクリプトを作成します。ルーティング スクリプトは Label
ノードまたは Select ノード（ラベルをただちに返すノード）を実行する必要があります。
（注）

ルーティング スクリプトでは Queue ノードを使用しないでくださ
い。
ラベルは、SIP プロキシ サーバでラベルに対応するデバイスの IP アドレスに対して設定する必要
があります。プロキシサーバはオプションです。ない場合は、コールサーバを指すようにゲート
ウェイダイヤルピアを設定します（このプロセスの最初のステップを参照）。また、コールサー
バの SIP サービスで宛先ラベルを設定する必要があります。
詳細については、『Scripting and Media Routing Guide for Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise
& Hosted』を参照してください。
ステップ 10

Operations Console を使用して SIP プロキシ サーバを設定します。
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[デバイス管理（Device Management）] > [SIP プロキシ サーバ（SIP Proxy Server）] の順に選択し
ます。
ステップ 11

Operations Console で、コール サーバをインストールして設定します。
a) コール サーバで ICM および SIP サービスを有効にします。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP コール サーバ
（Unified CVP Call Server）] の順に選択します。
チェックボックスの選択：[ICM] および [SIP]
b) SIP サービスを設定します。
[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call Server）] > [SIP] タブの
順に選択します。
• SIP プロキシ サーバを使用している場合、発信プロキシを有効にして、SIP プロキシ サー
バを選択します。SIP プロキシ サーバを使用している場合、SIP プロキシ サーバ自体で
ローカル スタティック ルートを設定します。
• SIP プロキシ サーバを使用していない場合は、Operations Console で [ダイヤル番号パター
ン（Dialed Number Pattern）] システム設定を使用してローカル スタティック ルートを設
定します。ローカル スタティック ルートは、コールを受信するために各 SIP ゲートウェ
イ/ACD、SIP エンドポイントで設定する必要があります。
• SIP サービスのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
詳細については、SIP デバイスの設定, （201 ページ）およびSIP ダイヤル番号パターン マッチ
ング アルゴリズム, （8 ページ）を参照してください。
c) DNIS の最大長をネットワーク ルーティング番号の長さに設定することにより、ICM サービス
を設定します。
• [デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call Server）] > [ICM]
タブの順に選択します。
• DNIS の最大長をネットワーク ルーティング番号の長さに設定します。
例：ゲートウェイのダイヤル パターンが 1800 ****** の場合、DNIS の最大長を 10 にします。
詳細については、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 12

ローカル スタティック ルートを次のように設定します。
Operations Console で発信プロキシが有効になっている場合は、SIP プロキシ サーバでローカル ス
タティック ルートを設定します。
発信プロキシを有効になっていない場合は、Operations Console のダイヤル番号パターン システム
設定を使用して、ローカル スタティック ルートを設定します。詳細については、SIP ダイヤル番
号パターン マッチング アルゴリズム, （8 ページ）を参照してください。
次に、ローカル スタティック ルートの設定例を示します。ローカル スタティック ルートには、
次のように、ダイヤル番号パターンとルーティング アドレス（IP アドレス、ホスト名、または
SIP サーバ グループ名）が含まれます。
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• 22291>,cvp-ringtone.cisco.com
• 22292>,cvp-error.cisco.com
• 1>,ccm-subscribers.cisco.com
• 2>,ccm-subscribers.cisco.com
• 3>,ccm-subscribers.cisco.com
ステップ 13

（任意） Operations Console で、Reporting Server を設定します。[デバイス管理（Device
Management）] > [CVP Reporting Server] > [全般（General）] タブの順に選択します。
a) Reporting Server を設定します。
b) この Reporting Server に関連付けるコール サーバを選択します。
c) レポーティング プロパティのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
詳細については、『Reporting Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』を参照してください。
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例：イングレス ゲートウェイの設定
例：コール ディレクタ コール フロー モデルのゲートウェイ設定
次に示す例の前半では、イングレス ゲートウェイの次の基本設定が設定されます。
• デバッグ、ログ メッセージへのタイムスタンプの適用
• ロギングのオン
• コマンドライン インターフェイス コンソールへの出力のオフ
• RTP パケットの送信
• ゲートウェイの設定
この例の後半では、以下が設定されます。
• SIP に .wav ファイルの再生させます。これにより発信者は critical_error.wav のメッセー
ジを聞くことができます。
• 存続可能性を実行します。
• 発信者がエージェントに転送される間、SIP が発信者に着信音を再生できます。
• コール失敗時のゲートウェイでのエラー ロギング
• SIP コール サーバの要件を定義します。
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service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
!
service internal
logging buffered 99999999 debugging
no logging console
!
ip cef
!
voice rtp send-recv
!
voice service voip
signaling forward unconditional
h323
sip
min-se 360
header-passing
!
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g729r8
!
application
service cvperror flash:cvperror.tcl
!
service cvp-survivability flash:survivability.tcl
!
service ringtone flash:ringtone.tcl
!
service handoff flash:handoff.tcl!gateway
!
gateway
timer receive-rtcp 6
!
ip rtcp report interval 3000
!
sip-ua
retry invite 2
timers expires 60000
sip-server ipv4:<IP of CUSP Server or Call Server>:5060
reason-header override
!

例：コール ディレクタ コール フロー モデルの着信 POTS ダイヤルピア
dial-peer voice 8 pots
description Example incoming POTS dial-peer
service cvp-survivability
incoming called-number <your DN pattern here>
direct-inward-dial
!

例：コール ディレクタ コール フロー モデルの SIP 着信音 ダイヤルピア
dial-peer voice 9191 voip
description SIP ringtone dial-peer
service ringtone
voice-class codec 1
voice-class sip rel1xx disable
incoming called-number <your ringtone DN pattern here>
dtmf-relay rtp-nte
no vad
!

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
57

Unified CVP コール フロー モデル
コール ディレクタ コール フロー モデルの DNS ゾーン ファイル設定

例：コール ディレクタ コール フロー モデルの SIP エラー ダイヤルピア
dial-peer voice 9292 voip
description SIP error dial-peer
service cvperror
voice-class codec 1
voice-class sip rel1xx disable
incoming called-number <your error DN pattern here>
dtmf-relay rtp-nte
no vad
!

例：コール ディレクタ コール フロー モデルの Unified CVP コール サーバまたは CUSP Server
に到達するダイヤルピア
dial-peer voice 800 voip
description Example Call Server Dialpeer with CUSP Server
destination-pattern <your DN pattern here>
voice-class codec 1
session protocol sipv2
session target sip-server
dtmf-relay rtp-nte
no vad
!

コール ディレクタ コール フロー モデルの DNS ゾーン ファイル設定
例：DNS ゾーン ファイル Linux 名前付き設定
ringtone-1 IN A 10.86.129.20
ringtone-2 IN A 10.86.129.229
vxml-1 IN A 10.86.129.20
vxml-2 IN A 10.86.129.229
vxml-3 IN A 161.44.81.254
cvp-1 IN A 10.86.129.211
cvp-2 IN A 10.86.129.220
cvp-3 IN A 161.44.81.254
; Priority Weight Port Target
sip._tcp.ringtone.sox.cisco.com. SRV 1 1 5060 ringtone-1.sox.cisco.com.
_
SRV 1 1 5060 ringtone-2.sox.cisco.com.
sip._udp.ringtone.sox.cisco.com. SRV 1 1 5060 ringtone-1.sox.cisco.com.
_
SRV 1 1 5060 ringtone-2.sox.cisco.com.
_sip._tcp.vxml.sox.cisco.com. SRV 1 1 5060 vxml-1.sox.cisco.com.
SRV 1 1 5060 vxml-2.sox.cisco.com.
SRV 1 1 5060 vxml-3.sox.cisco.com.
_sip._udp.vxml.sox.cisco.com. SRV 2 1 5060 vxml-1.sox.cisco.com.
SRV 2 1 5060 vxml-2.sox.cisco.com.
SRV 1 1 5060 vxml-3.sox.cisco.com.
_sip._tcp.cvp.sox.cisco.com. SRV 1 1 5060 cvp-1.sox.cisco.com.
SRV 2 1 5060 cvp-2.sox.cisco.com.
SRV 3 1 5060 cvp-3.sox.cisco.com.
_sip._udp.cvp.sox.cisco.com. SRV 1 1 5060 cvp-1.sox.cisco.com.
SRV 2 1 5060 cvp-2.sox.cisco.com.
SRV 3 1 5060 cvp-3.sox.cisco.com.

例：DNS ゾーン ファイル MS DNS 設定
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NIC ルーティングを使用した VRU のみのコール フロー モ
デル
Unified CVP は、ICM ネットワーク インターフェイス カード（NIC）を使用したキャリア スイッ
チド ネットワークなどによってルーティングされるコールの VRU サービスを ICM に提供しま
す。VRU サービスは、最初のプロンプトとコレクト、統合されたセルフサービス アプリケーショ
ン、キューイング、またはその組み合わせのためにあります。このシナリオでは、SIP を使用せ
ず、イングレス ゲートウェイを必要としません。
コール ルーティングを担当しているルーティング クライアントの種類に応じて、Translation Route
to VRU ノードまたは Send To VRU ノードのいずれかによって ICM は VRU のみのコール サーバ
にコールを転送できます。前者では、コール サーバは、着信 DNIS を着信 DNIS 番号の設定され
たリストと照合することで着信コールが VRU レッグ コールであることを確認します。後者では、
DNIS の長さが設定された DNIS の最大長より大きいことから VRU レッグ コールであることを確
認します。DNIS の最大長を超える番号は、相関 ID として取得されます。
次の表に、VRU コール フロー モデルに必要な、必須またはオプションの Unified CVP コンポーネ
ントを示します。
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表 10：VRU コール フロー モデルの必須およびオプションの CVP コンポーネント

CVP コンポーネント

関連項目

必須の CVP コンポーネント
コール サーバ（IVR および
ICM サービスが有効）

• コール サーバの設定, （89 ページ）
• REFER 転送, （33 ページ）

VoiceXML ゲートウェイ

• ゲートウェイの設定, （251 ページ）
• VRU 専用：タイプ 7 でのゲートウェイの設定, （277 ペー
ジ）
• コール存続可能性, （415 ページ）

Operations Console

Operations Console, （75 ページ）

Unified ICME

• Unified ICM の設定, （161 ページ）
• ICME の包括コール フロー モデル, （18 ページ）
• プレルートのみの NIC を介して ICME に着信するコール,
（35 ページ）
• Unified CM により発信されたコール, （37 ページ）
• ACD またはコール ルーティング インターフェイスにより
発信されたコール, （40 ページ）
• Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）
• Unified CVP スイッチ レッグに関する一般的な Unified ICMH
の設定, （169 ページ）

オプションの CVP コンポーネント
VXML Server

VXML Server の設定, （125 ページ）

Speech Server

Speech Server の設定, （245 ページ）

メディア サーバ

メディア サーバの設定, （209 ページ）

Reporting サーバ

Reporting Server の設定, （153 ページ）

ここでは、次の VRU のみコール フロー モデルについて説明します。
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• ICME 向けタイプ 8 VRU のみコール フロー モデル, （61 ページ）
• ICMH 向けタイプ 8 VRU のみコール フロー モデル, （62 ページ）
• VRU 専用：タイプ 7 でのゲートウェイの設定, （277 ページ）

（注）

VRU のみコール フロー モデルでは、Unified CVP 単独ではキューイング機能を提供しません。
ただし、適切な Unified ICME ネットワーク インターフェイス コントローラを含む Unified
ICME/Unified CCE とともに使用すると、キューイングされているコールを保留することがで
きます。

ICME 向けタイプ 8 VRU のみコール フロー モデル
このコール フロー モデルでは、Unified CVP は音声ゲートウェイを使用し、VRU として機能しま
す。VRU 音声処理はゲートウェイで提供され、ASR/TTS サーバを含めることができます。
コールのキューイングおよび転送に使用する NIC とともに展開するとき（VRU タイプ 8）、NIC
は TDM スイッチまたは PSTN と接続してエージェントにコールを転送します。Unified CVP SIP
サービスはこのコール フロー モデルの一部です。
次の図は、NIC がコールを転送するタイプ 8 VRU のみコール フロー モデルを示します。図では、
実線は音声パスを示し、点線はシグナリング パスを示します。
図 10：NIC がコールを転送するタイプ 8 VRU のみコール フロー モデル

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
61

Unified CVP コール フロー モデル
ICMH 向けタイプ 8 VRU のみコール フロー モデル

（注）

• 図の番号は、コール フローの進行を表します。
• ネットワーク VRU が 1 つあることを確認してください（NIC がコールのキューイングと
転送を行っているときタイプ 8）。
• VRU ペリフェラルのトランスレーション ルートおよびラベルを定義します（ネットワー
ク VRU ラベルを設定する必要はありません）。
• ネットワーク VRU にコールを接続するには、ICM Script Editor の TranslationRouteToVRU
ノードを使用します。

ICMH 向けタイプ 8 VRU のみコール フロー モデル
このコール フロー モデルでは、Unified CVP コール サーバが CICM レベルで展開され、コールの
VRU レッグとしてのみ機能します。VRU 音声処理は音声ゲートウェイで提供され、ASR/TTS サー
バを含めることができます。

（注）

このコール フロー モデルは Unified CVP が CICM に接続されるときに使用されます。このコー
ル フロー モデルのルーティング クライアントは NAM に接続されます。
コールのキューイングおよび転送に使用する NIC とともに展開するとき（VRU タイプ 8）、NIC
は TDM スイッチに接続してエージェントにコールを転送します。SIP サービスはこのコール フ
ロー モデルの一部です。
次の図は、ICMH 向けのタイプ 8 VRU のみコール フロー モデルを示します。この図の実線は音
声パスを示し、点線はシグナリング パスを示します。
図 11：ICMH 向けタイプ 8 VRU のみコール フロー モデル
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（注）

• わかりやすくするため、図では冗長性とフェールオーバーのコール フロー モデルは表し
ていません。
• 2 つのネットワーク VRU が設定されます。
◦ NAM に 1 つ（タイプ 8 ）。
◦ INCRP 接続の CICM に 1 つ（タイプ 8）。
• ICM スクリプト エディタの TranslationRouteToVRU ノードを使用して、コールをネット
ワーク VRU に接続します。

ICME および ICMH での VRU 専用コール フロー モデル タイプ 8 の設定
手順
ステップ 1

Operations Console（または Unified CVP 製品 CD）から、次のスクリプト、設定、および .wav ファ
イルを、VRU レッグに使用される VoiceXML ゲートウェイに転送します。
次のファイルを転送します。
• bootstrap.tcl
• handoff.tcl
• survivabilty.tcl
• bootstrap.vxml
• recovery.vxml
• ringtone.tcl
• cvperror.tcl
• ringback.wav
• critical_error.wav

ステップ 2

VXML ゲートウェイの基本設定を設定します。

ステップ 3

VXML ゲートウェイのサービス設定を設定します。

ステップ 4

ICM VRU ラベルを設定します。

ステップ 5

Unified ICME で、または（Unified ICMH の場合は）NAM および各 CICM で、Network VRU を定
義します。
ICM Configuration Manager で、Network VRU Explorer ツールを使用して以下を指定します。
• タイプ（Type）：8
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• 名前（Name）：cvpVRU
（注）

ステップ 6

どんな名前でも動作しますが、慣例として、cvpVRU を使用します。これは、本マニュ
アルの他の箇所で参照されるサンプル名です。

Unified ICME で、または（Unified ICMH の場合は）各 CICM で、ペリフェラル ゲート（PG）を
設定します。
a) 各 PG を設定します。
b) 各 PG に接続された各 Unified CVP ICM サービスで、周辺機器を設定します。
ICM Configuration Manager で PG Explorer ツールを使用します。この PG に接続されている 各
Unified CVP ICM Service のツリー ビュー ペインで適用可能な PG を選択し、次の項目を設定しま
す。
[論理コントローラ（Logical Controller）] タブ：
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 名前（Name）：この PG のわかりやすい名前
例：<location>_A（特定の場所の A 側）
[周辺機器（Peripheral）] タブ：
• ペリフェラル名（Peripheral Name）：この Unified CVP ペリフェラルのわかりやすい名前
例：<location>_<cvp1> または <dns_name>
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 次のチェックボックスを選択：ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）
[詳細設定（Advanced）] タブ：
• [ネットワーク VRU（Network VRU）] フィールドのドロップダウン リストで、名前 cvpVRU
を選択します。
[ルーティング クライアント（Routing Client）] タブ：
• 名前（Name）：慣例により、ペリフェラルと同じ名前を使用します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU

ステップ 7

Unified ICME で、（または Unified ICMH の場合は）各 CICM で、各 VRU のサービスおよびルー
トを設定します。
（注）
サービス アレイも使用できます。詳細については、Unified ICME のマニュアルを参照
してください。
ICM Configuration Manager で、Service Explorer ツールを使用して以下を指定します。
• サービス名（Service Name）：cvpVRU
• ルート名（Route Name）：PeripheralName_cvpVRU
• 周辺機器番号（Peripheral Number）：2
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Operations Console の [ICM] タブのコール サーバ設定での [プレルーティング済みコール サー
ビス ID（Pre-routed Call Service ID）] と一致させる必要があります。
• 次のチェックボックスを選択：ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）
ステップ 8

トランク グループを定義します。
（注）
各 VRU レッグの Unified CVP ICM サービスで、1 つのネットワーク転送グループと、1
つの関連付けされたトランク グループを設定する必要があります。
Unified ICME で、または（Unified ICMH の場合は）各 CICM で、ネットワーク トランク グルー
プを定義および設定します。
ICM Configuration Manager で、ネットワーク Trunk Group Explorer ツールを使用して次を設定し
ます。
a) ネットワーク トランク グループを特定します。
• ネットワーク トランク グループ名（Network Trunk Group Name）：このトランク グルー
プの説明的な名前
b) VRU レッグ用の Unified CVP ICM サービスで、1 つの関連付けされたトランク グループを設定
します。
• ペリフェラル名（Peripheral Name）：このトランク グループの説明的な名前
• 周辺機器番号（Peripheral Number）：200
Operations Console の [ICM] タブのコール サーバ設定での [プレルーティング済みコール
トランク グループ ID（Pre-routed Call Trunk Group ID）] と一致させる必要があります。
• トランク数（Trunk Count）：ドロップダウン リストから [トランク データの使用（Use
Trunk Data）] を選択します。
• トランクは設定しません。

ステップ 9

トランスレーション ルートを定義します。
Unified ICME で、（または Unified ICMH の場合は）各 CICM で、各 VRU 周辺機器のトランスレー
ション ルートを定義および設定します。
Unified ICME の ICM Configuration Manager で、Translation Route Explorer ツールを使用して次を
設定します。
a) 各 VRU 周辺機器のトランスレーション ルートを定義します。次を指定します。
[トランスレーション ルート（Translation Route）] タブ：
• [名前（Name）] フィールドは、ターゲット VRU 周辺機器の名前に設定します（これは慣
例によります。この値は、企業内で一意である必要があります）。
• [タイプ（Type）] フィールドを [DNIS] に設定し、前の手順で定義したサービスを選択し
ます。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
65

Unified CVP コール フロー モデル
ICME および ICMH での VRU 専用コール フロー モデル タイプ 8 の設定

b) 各 VRU 周辺機器のトランスレーション ルートおよびラベル情報を設定します。次の手順を実
行します。
[ルート（Route）] タブ：
• [名前（Name）] を設定します。慣例として、ターゲット VRU 周辺機器の名前の後にこの
ルートが使用する DNIS を付けます（例：MyVRU_2000）。
この値は、企業内で一意である必要があります。
• [サービス名（Service Name）] ドロップダウン リストで、PeripheralName.cvpVRU を選択
します。
[ターゲット周辺機器（Peripheral Target）] タブ：
• このトランスレーション ルーティングに使用する VRU に最初に表示される DNIS を入力
します。
（注）

各 VRU 周辺機器で使用する DNIS プールは一意である必要がありま
す。

• ドロップダウン リストから、ターゲット VRU に属するネットワーク トランク グループ
を選択します。
[ラベル（Label）] タブ：
• トランスレーション ルート ラベルを入力します（[ターゲット周辺機器（Peripheral Target）]
タブに入力した DNIS と同じでも同じでなくてもかまいません）。
• タイプ（Type）：標準（Normal）
• ルーティング クライアント（Routing Client）：NIC ルーティング クライアントを選択し
ます。
各 NIC ルーティング クライアント用の追加のラベルを作成します。
（注）

ステップ 10

プール内の各 DNIS について、[ルート（Route）]、対応する [ターゲット周辺機器
（Peripheral Target）]、および [ラベル（Label）] の情報入力を繰り返します。

VRU スクリプトとルーティング スクリプトを作成します。
Unified ICME で、（または Unified ICMH の場合は）各 CICM で、IVR 処理およびエージェント転
送用の VRU スクリプトとルーティング スクリプトを作成します。
本マニュアルの他の項および ICM マニュアルの説明に従い、ICM スクリプト エディタ ツールを
使用して、IVR 処理およびエージェント転送に使用する VRU スクリプトとルーティング スクリ
プトを作成します。
VRU スクリプトは適用可能なネットワーク VRU に関連付けられます。
例：cvpVRU
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ICM スクリプト エディタの TranslationRouteToVRU ノードを使用して、コールをネットワーク
VRU に接続します。
ステップ 11

Unified ICME で、または（Unified ICMH の場合は）NAM および各 CICM で、ECC 変数を設定し
ます。
ICM Configuration Manager を使用して、ECC 変数を作成します。
詳細については、Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）を参照してください。

ステップ 12

Unified ICME で、または（Unified ICMH の場合は）NAM および各 CICM で、ダイヤル番号およ
びコール タイプを設定します。
Unified ICME で、ICM Configuration Manager を使用して、ダイヤル番号とコール タイプを設定し
ます。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。

ステップ 13

Unified CM で、Unified CM を設定します。
詳細については、Unified CM のユーザ マニュアルを参照してください。

ステップ 14

コール サーバをインストールし、設定します。
Operations Console を使用して、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP
Call Server）] の順に選択して、コール サーバをインストールし、設定します。
チェックボックスの選択：[ICM] および [IVR]
詳細については、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 15

ICM サービスを設定します。
Operations Console を使用して、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP
Call Server）] > [ICM] タブの順に選択します。各 Unified CVP コール サーバで、次の必須情報を
指定することにより、ICM サービスを設定します。
a) VRU 接続ポート 番号（VRU connection port number）
対応する VRU ペリフェラル ゲートウェイ（PIM）の ICM 設定で定義されている VRU 接続ポー
トと一致するように、VRU 接続ポートを設定します。
b) DNIS の最大長（Maximum Length of DNIS）
DNIS の最大長は、最低でもトランスレーション ルートの DNIS 番号の長さに設定します。
例：ゲートウェイのダイヤル パターンが 1800 ****** の場合、DNIS の最大長を 10 にします。
c) コール サービス ID（Call service IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティング
済み（Pre-routed）]
新規のおよびプレルーティング済みのコール サービス ID を入力します。購入したライセン
ス、コール プロファイル、および容量に従い、このタブの必須フィールドに値を入力すること
により、両グループにポートを設定します。
d) トランク グループ ID（Trunk group IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティン
グ済み（Pre-routed）]
• 新規およびプレルーティング済みのトランク グループ ID を入力します。
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• プレルーティング済みコールのトランク グループのグループ番号を設定します。グルー
プ番号は、トランスレーション ルートに使用されているネットワーク トランク グループ
のトランク グループ番号と一致させる必要があります。
• 購入したライセンスと容量に応じてポートの数を設定します。
• トランスレーション ルーティングに使用する番号をそれぞれ設定します。（NIC/Unified
ICME による一部の初期処理後、コールは VRU（Unified CVP）に送信されるため、[新規
コール（New Call）]“ ”グループは使用されません）
e) トランスレーション ルーティングで使用されるダイヤル番号。
[DNIS] フィールドにダイヤル番号を追加します。
f) 他の設定のデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
ステップ 16

IVR サービスを設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call
Server）] > [IVR] タブの順に選択します。
デフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
他の設定のデフォルト値を変更する場合は、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してく
ださい。

ステップ 17

（任意） Reporting Server を設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP Reporting Server] > [全般
（General）] タブの順に選択します。
1 Reporting Server を設定します。
2 この Reporting Server に関連付けるコール サーバを選択します。
3 レポーティング プロパティのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
詳細については、Reporting Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal を参照してください。

ICMH 向けタイプ 7 VRU のみコール フロー モデル ネットワーク VRU
このコール フロー モデルでは、Unified CVP は NAM でネットワーク VRU として展開されます。
Operations Console の Unified CVP IVR サービスは、音声ゲートウェイを使用して VRU として機能
します。VRU 音声処理は音声ゲートウェイで提供され、ASR/TTS を含めることができます。（こ
のコール フロー モデルは Unified CVP が NAM に接続されるときに使用されます）。
NIC は TDM スイッチに接続し、VRU 処理のため Unified CVP にコールを転送し、VRU タイプ 7
コール フローを使用してコールのキューイングと転送を行います。
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（注）

このコール フロー モデルは、NIC が接続されている PSTN がコールの転送時に相関 ID を伝送
できる場合にのみ使用します。これが使用しているセットアップでない場合は、ICMH 向けタ
イプ 8 VRU のみコール フロー モデル, （62 ページ）を使用します。Unified CVP SIP サービ
スはこのコール フロー モデルの一部です。
次の図は、ICMH 向けのタイプ 7 VRU のみコール フロー モデル ネットワーク VRU を示します。
図では、実線は音声パスを示し、点線はシグナリング パスを示します。
図 12：ICMH 向けタイプ 7 VRU のみコール フロー モデル ネットワーク VRU

（注）

• わかりやすくするため、図では冗長性とフェールオーバーのコール フロー モデルは表し
ていません。
• 図の番号は、コール フローの進行を示しています。
• ネットワーク VRU タイプをタイプ 7 に設定します。タイプ 7 では ICME が Unified CVP
からコールを転送しようとするときに明示的に Unified CVP に通知する点を除き、2 つの
タイプ間に違いはありません。（ほとんどの顧客はタイプ 7 を使用します）。
• （該当する場合）ネットワーク VRU 名、相関 ID、および ECC 変数の設定は NAM と
CICM で同一である必要があります。すべてのラベルが重複している必要もありますが、
ルーティング クライアントは別になります。
• ネットワーク VRU にコールを接続するには、CICM Script Editor の SendToVRU ノードを
使用します。
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ICMH での VRU 専用コール フロー モデル タイプ 3 または 7 のネット
ワーク VRU の設定
手順
ステップ 1

ICME および ICMH での VRU 専用コール フロー モデル タイプ 8 の設定, （63 ページ）の手順の
ステップ 1 ～ 4 を実行します。

ステップ 2

各 PG を設定します。
NAM の、ICM Configuration Manager、PG Explorer ツールで次を行います。
a) VRU クライアント レッグに使用される各 PG を設定します。
b) 各 Unified CVP ICM サービスのペリフェラルを各 PG に接続される VRU レッグとして使用され
るように設定します。
この PG に接続された Unified CVP ICM サービスごとに、ツリー ビュー ペインで該当する PG
を選択します。
[論理コントローラ（Logical Controller）] タブで、次を設定します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 名前（Name）：この PG のわかりやすい名前
例：特定のロケーションのサイド A の場合は <location>_A
[周辺機器（Peripheral）] タブで、次を設定します。
• ペリフェラル名（Peripheral Name）：この VRU ペリフェラルのわかりやすい名前。
例：<location>_<cvp1> または <dns_name>
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 次のチェックボックスを選択：ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）
[ルーティング クライアント（Routing Client）] タブ：
• 名前（Name）：慣例により、ペリフェラルと同じ名前を使用します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU

ステップ 3

ネットワーク VRU とラベルを定義します。
CICM、ICM Configuration Manager、Network VRU Explorer ツールで、VRU レッグ用のネットワー
ク VRU および NAM に到達するためのラベルを定義します。
次を指定します。
• タイプ：3 または 7
• 名前（Name）：cvpVRU
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（注）

この名前は慣例により使用されます。どの名前でもできますが、このドキュメント
の他の箇所でも参照されるため、cvpVRU を想定します。

• NAM のラベルを定義します。
◦ ラベル（Label）：ネットワーク ルーティング番号
◦ タイプ（Type）：標準（Normal）
◦ ルーティング クライアント（Routing client）：ドロップダウン リストから [INCRP ルー
ティング クライアント（INCRP Routing Client）] を選択します。
ステップ 4

各 NIC のネットワーク VRU とラベルを定義します。
NAM、ICM Configuration Manager、Network VRU Explorer ツールで、ネットワーク VRU および
VRU を使用する各 NIC のラベルを定義します。
次を指定します。
• タイプ：3 または 7
• 名前（Name）：cvpVRU
（注）

この名前は慣例により使用されます。どの名前でも動作しますが、このドキュメン
トの他の箇所でも参照されるため、cvpVRU を想定します。

• この VRU を使用する各 NIC のラベルを定義します。
◦ ラベル（Label）：ネットワーク ルーティング番号
◦ タイプ（Type）：標準（Normal）
◦ ルーティング クライアント（Routing client）：ドロップダウン リストから、その NIC
のルーティング クライアントを選択します。
ネットワーク VRU ラベルが NAM および CICM で 同一であることを確認します。混乱
を避けるために、ネットワーク VRU 名は同一である必要があります。
NAM にルーティング スクリプトが存在する場合は、デフォルトのネットワーク VRU を定義しま
す。
NAM の、ICM Configuration Manager、システム情報ツール、[全般（General）] セクションで、次
を行います。
（注）

ステップ 5

• デフォルトのネットワーク VRU の定義：cvpVRU
ステップ 6

デフォルト VRU を定義します。
CICM の、ICM Configuration Manager、システム情報ツール、[全般（General）] セクションで、次
を行います。
• デフォルトのネットワーク VRU の定義：cvpVRU

ステップ 7

VRU とルーティング スクリプトを作成します。
CICM、ICM スクリプト エディタ ツールで、次の手順を実行します。
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このマニュアルの他のセクションと Unified ICME マニュアルの説明に従い、IVR 処理およびエー
ジェント転送に使用される VRU スクリプトとルーティング スクリプトを作成します。VRU スク
リプトは適切なネットワーク VRU（つまり、cvpVRU に関連付けられます。
ICM Script Editor の SendToVRU ノードを使用して、コールをネットワーク VRU に接続します。
RunVRU スクリプトまたは Queue ノードは“暗黙的な” SendToVRU ノードですが、明示
的な “SendToVRU” ノードが使用されている場合は、そうでない場合よりエラー処理が
簡単になります。
ECC 変数を設定します。
NAM および CICM の ICM Configuration Manager で、ECC 変数を設定します。
（注）

ステップ 8

詳細については、Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）を参照してください。
ステップ 9

ダイヤル番号とコール タイプを設定します。
NAM および CICM の ICM Configuration Manager で、ダイヤル番号とコール タイプを設定しま
す。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。

ステップ 10

顧客を定義します。
NAM および CICM の ICM Configuration Manager で次を行います。
1 必要に応じて、ダイヤル番号に基づいて VRU（Unified CVP）を区別します。
2 顧客とそのネットワーク VRU を定義します。
詳細については、ダイヤル番号に基づく VRU の区別のための共通設定, （179 ページ）を参照し
てください。

ステップ 11

Cisco Unified CM で、Unified CM を設定します。
詳細については、Unified CM のユーザ マニュアルを参照してください。

ステップ 12

コール サーバをインストールし、設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call
Server）] の順に選択します。

ステップ 13

各コール サーバで ICM サービスを設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call
Server）] > [ICM] タブの順に選択します。各 Unified CVP コール サーバで、次の必要な情報を指
定して、ICM サービスを設定します。
1 VRU 接続ポート 番号（VRU connection port number）
対応する VRU ペリフェラル ゲートウェイ（PIM）の ICM 設定で定義されている VRU 接続ポー
トと一致するように、VRU 接続ポートを設定します。
2 DNIS の最大長をネットワーク ルーティング番号の長さに設定します。
例：ゲートウェイのダイヤル パターンが 1800 ****** の場合、DNIS の最大長を 10 にします。
3 コール サービス ID（Call service IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティング
済み（Pre-routed）]
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新規のおよびプレルーティング済みのコール サービス ID を入力します。このタブの必須フィー
ルドに入力することにより、購入したライセンス、コール プロファイル、およびキャパシティ
に応じて両方のグループのポートを設定します。
4 トランク グループ ID（Trunk group IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティン
グ済み（Pre-routed）]
新しいプレルーティングされたコール トランク グループ ID を入力します。プレルーティング
済みコールのトランク グループのグループ番号を設定します。グループ番号は、トランスレー
ション ルートに使用されるネットワーク トランク グループのトランク グループ番号と一致す
る必要があります。
購入したライセンスとキャパシティに応じてポートの数を設定します。トランスレーション
ルーティングに使用する番号をそれぞれ設定します。（NIC/Unified ICME による一部の初期処
理後、コールは VRU（Unified CVP）に送信されるため、[新規コール（New Call）]“ ”グループ
は使用されません）
5 必要に応じて、他の設定および変更のデフォルト値を確認します。
ステップ 14

IVR サービスを設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call
Server）] > [IVR] タブの順に選択し、IVR サービスを設定します。
デフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
他の設定のデフォルト値を変更する場合は、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してく
ださい。

ステップ 15

（任意）Reporting Server を設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP Reporting Server] > [全般
（General）] タブの順に選択し、Reporting Server を設定します。
1 Reporting Server を設定します。
2 この Reporting Server に関連付けるコール サーバを選択します。
3 レポーティング プロパティのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
詳細については、Reporting Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal を参照してください。

コール サーバの SIP サービスの sendtooriginator 設定の設
定
Unified CVP ブランチ コール フロー モデルでは、ゲートウェイからコール サーバへの着信コール
はコール サーバの SIP サービスの sendtooriginator 設定を使用してブランチで発信ゲートウェイに
自動的にルーティングして戻すことができます。この設定は、発信プロキシまたは Unified CVP
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Unified CVP コール フロー モデル
コール サーバの SIP サービスの sendtooriginator 設定の設定

でローカルに設定されたスタティック ルートへのコールの送信よりも優先されます。Unified CVP
転送のために Unified ICME から返されたラベルが Unified CVP の sendtoorginator 設定で設定され
たパターンのいずれかと一致する場合、コールは sip:<label>@<host portion from header
of incoming invite> SIP URL にルーティングされます。

（注）

• signaling forward unconditional のための IOS ゲートウェイの設定は、ISDN コール変数を
Unified ICME スクリプティング環境で使用可能にする必要がある場合にのみ必要です。
これらのコール変数が不要であれば、この設定は省略できます。この設定では、GTD 変
数のメッセージ本文の追加ペイロードが原因で、SIP INVITE メッセージのバイト数が大
きくなります。パケット サイズが 1300 バイトよりも大幅に大きい場合、メッセージの
ネットワーク フラグメンテーションの可能性があるため、UDP トランスポートよりも
TCP トランスポートが使用されることがあります。詳細については、Operations Console
のオンライン ヘルプを参照してください。
• パターンが ICM から返されたラベルと一致する場合、コールは着信コールのリモート
パーティ ID ヘッダーまたは連絡先ヘッダーから取得された発信元ホストにルーティング
されます。
• 次の説明が当てはまる場合、コールは発信ゲートウェイに送信されます。
◦ リモート パーティ ID ヘッダーが着信 SIP Invite に存在する。
◦ INVITE のユーザ エージェント ヘッダーが IOS ゲートウェイを示す。
◦ ラベルのパターンと一致する対象に発信元への送信が設定されている。
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Operations Console
Operations Console はアクションは、Cisco Unified Customer Voice Portal（CVP）コンポーネントの
1 つであり、Unified CVP ソリューションのその他の Unified CVP コンポーネントとデバイスを設
定できる Web ベースのインターフェイスです。Operations Console を使用して、次のタスクを実
行します。
• Unified CVP コンポーネントおよび Unified CVP をソリューションにする追加コンポーネン
トのモニタおよび管理。
• コンポーネント設定の管理。
• Unified CVP VXML Server への Call Studio アプリケーションの配信。
• レポート データベース管理の実行。
• CVP デバイスへのライセンスの展開。
Operations Console では、次の操作を実行できます。
• ヘルス モニタリング：任意の SNMP 標準モニタリング ツールを使用して、ソリューション
ネットワークのヘルスに関する視覚的な表形式の詳細を取得できます。すべての Unified
CVP 製品コンポーネントおよびほとんどの Unified CVP ソリューション コンポーネントは、
標準的な SNMP 管理ステーションまたはモニタリング ツールに配信できる SNMP トラップ
および統計も発行します。
• 個々の IOS ベース コンポーネントの直接管理：管理者は、セキュア シェル（SSH）を使用
して直接管理のために個々のゲートウェイを選択できます。セキュア シェルを使用して、
または Operations Server を使用せずにこれらのコンポーネントに直接アクセスすることに
よって変更された設定は、後で使用するために Operations Server バックアップにアップロー
ドできます。
• エラー処理：Operations Console は次の 2 つのタイプの検証に使用されます。
◦ クライアント側：Web ブラウザ内で実行される JavaScript を使用した検証。クライア
ント側の検証エラーは、Operations Console ページのメニュー バーの下に表示されま
す。
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Operations Console へのサインイン

（注）

ブラウザで JavaScript を有効にします。

◦ サーバ側：サーバ側で実行される検証。これらはクライアント側の検証およびビジネ
ス検証を含む広範な検証です。

• Operations Console へのサインイン, 76 ページ
• Operations Console からのサインアウト, 77 ページ
• Operations Console のメニューとオプション, 78 ページ
• システム レベルの操作の状態, 85 ページ

Operations Console へのサインイン
はじめる前に
• Unified CVP ソフトウェア CD から Operations Console をインストールします。
• インストール時に作成したデフォルトの管理者アカウントのパスワードをメモします。

（注）

デフォルトでは、Operations Console セッションは 60 分後に期限切れになりま
す。セッションの期限が切れた場合は、Operations Console に再度ログインし
ます。

手順
ステップ 1

Web ブラウザから、https://ServerIP:9443/oamp を入力します。ServerIP には、Operations Console が
インストールされているマシンの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
Unified CVP のメイン ウィンドウが開きます。

ステップ 2

[ユーザ名（Username）] フィールドにユーザ ID を入力します。
Administrator（デフォルトのユーザ アカウント）を入力します。

ステップ 3

[パスワード（Password）] フィールドにパスワードを入力します。
デフォルトの Administrator アカウントにログインする場合は、インストール時にこのアカウント
に設定したパスワードを入力します。
ユーザ ID またはパスワードが無効な場合は、Operations Console サーバから「無効なユーザ名ま
たはパスワードです（Invalid Username or password）」というメッセージが表示されます。ユーザ
ID とパスワードを再度入力し、[OK] をクリックします。
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Operations Console からのサインアウト

[Cisco Unified Customer Voice Portal] メイン ウィンドウが開きます。
ステップ 4

セキュリティ ポリシーを確認し、必要に応じて、制限のより低いレベルに設定を変更します。
デフォルトのセキュリティ設定を使用すると、ユーザは Operations Console を使用せずに済みま
す。

Operations Console からのサインアウト
Operations Console のヘッダーで、[サインアウト（Sign out）] をクリックします。
[Unified Customer Voice Portal] ウィンドウのログイン ページが表示されます。
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Operations Console のメニューとオプション

Operations Console のメニューとオプション
表 11：Operations Console：メニューとオプション

メニュー

オプション（Options）

使用目的

システム（System）

コントロール センター

ネットワーク制御センターに Cisco
Unified CVP 環境のステータスを表示し
ます。デバイス タイプまたはデバイス
プール、Cisco Unified CVP ソリューショ
ンのデバイスの論理グループごとにス
テータスと統計情報を表示します。デバ
イスの起動、シャットダウン、またはグ
レースフル シャットダウン アクション
はコントロールセンターで開始します。

[デバイスプール（Device
Pool）]

デバイスの論理グループ（たとえば、あ
る地理的リージョンにあるすべてのデバ
イス）のデバイスプールの名前と説明を
作成、変更、削除します。

システム設定のインポート
（Import System
Configuration）

前に保存した Operations Console のサー
バ設定ファイルをインポートし、現在の
システムに適用します。

システム設定のエクスポート Operations Console サーバのすべての設定
（Export System
情報をローカルコンピュータの単一ファ
Configuration）
イルに保存およびエクスポートします。
後でこのファイルを使用し、ディザスタ
リカバリ時に Operations Console サーバ
を復元することができます。
参照先

Unified CM ロケーション情報を追加、編
集、同期、削除します。

SIP サーバ グループ（SIP
Server Groups）

SIP のサーバ グループを設定し、コール
サーバの展開ステータスを表示します。

Web サービス

診断ポータル servlet クレデンシャルを設
定します。

ダイヤル番号パターン
（Dialed Number Pattern）
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Operations Console のメニューとオプション

メニュー

オプション（Options）

使用目的
接続先のダイヤル番号パターンを設定し
ます。エラートーン、ダイヤル音、およ
びその他の接続先についてダイヤル番号
を定義できます。

IOS 設定

IOS テンプレートの管理（IOS Template
Management）：IOS ゲートウェイにプッ
シュされる IOS テンプレート設定を追
加、削除、編集、コピー、表示します。
テンプレートには、Unified CVP の展開
で使用するために必要な IOS コマンドが
含まれます。
IOS テンプレートの展開（IOS Template
Deployment）：IOS ゲートウェイにゲー
トウェイ設定テンプレートを展開しま
す。テンプレートがゲートウェイをプロ
ビジョニングし、テンプレートの変数
を、展開時に選択された送信元デバイス
に置き換えます。

サービス コールバック

許可および拒否されたダイヤル番号、番
号あたりの最大コールバック数、および
コール サーバの展開を設定します。
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メニュー

オプション（Options）

使用目的

デバイス管理

Unified CVP コール サーバ

コールサーバの全般およびインフラスト
ラクチャ設定の構成、各導入モデルの
コールサービス設定の指定、コールサー
バのデバイス プールおよび SIP プロキシ
サーバへの関連付け、およびコールサー
バへのライセンスの適用を行います。

Unified CVP Reporting Server

Reporting Server の全般およびインフラス
トラクチャ設定の構成、Reporting Server
とコール サーバの関連付け、レポート
プロパティの指定、および Reporting
Server とデバイス プールの関連付けを行
います。
レポート データベースの管理（データ
ベースのバックアップと消去のスケ
ジュール設定、データベースとレポート
のユーザ名およびパスワードの管理、
Reporting Server へのライセンスの適用）
を実行します。

Unified CVP VXML Server

Unified CVP VXML Server（ス
タンドアロン）
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VXML Server の全般およびインフラスト
ラクチャ設定の構成、プライマリおよび
バックアップ コール サーバの指定、
VXML Server レポートの有効化と
VoiceXML データ フィルタの指定、
VXML Server とデバイス プールの関連付
け、およびライセンスの適用と VXML
Server へのスクリプトの転送を行いま
す。

Operations Console
Operations Console のメニューとオプション

メニュー

オプション（Options）

使用目的
VXML Server（スタンドアロン）の全般
設定の構成、VXML Server（スタンドア
ロン）とデバイスプールの関連付け、ラ
イセンスの適応と VXML Server（スタン
ドアロン）へのスクリプトの転送を行い
ます。
（注）

VXML Server（スタンドアロ
ン）は VoiceXML ゲートウェイ
を介して着信するコールを処理
します。（VXML Server がこの
ように設定されている場合、統
計情報は提供されません）。ま
た、VXML Server（スタンドア
ロン）アプリケーションにデー
タベースを設定したり、VXML
Server（スタンドアロン）アプ
リケーションからデータを取得
することはできません。

Gatekeeper

ゲートキーパーを設定し、このデバイス
をデバイス プールに追加します。

ゲートウェイ

ゲートウェイの全般設定の構成、ゲート
ウェイとデバイス プールの関連付け、
IOS コマンドのサブセットの実行、ゲー
トウェイ統計情報の表示、およびファイ
ルの転送を行います。

Virtualized Voice Browser

VVB の全般設定を構成し、VVB をデバ
イス プールと関連付けます。

デバイスの過去の設定
過去のデバイス設定の確認および復元を
（Device Past Configurations） 行います。
メディア サーバ

メディアサーバの全般設定を構成し、メ
ディア サーバをデバイス プールと関連
付けます。
（注）

メディア サーバはメッセージ
を含むメディア ファイルを管
理し、再生されるメッセージ
を要求します。

Unified CM
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メニュー

オプション（Options）

使用目的
Unified CM に全般設定の構成、Unified
CM デバイス管理ページへの URL の指
定、および Unified CM とデバイス プー
ルの関連付けを行います。

Unified ICM

ICM サーバの全般設定を構成し、ICM
サーバをデバイス プールと関連付けま
す。

SIP プロキシ サーバ（SIP
Proxy Server）

SIP プロキシ サーバの全般設定の構成、
SIP プロキシ サーバのデバイス管理ペー
ジへの URL の指定、および SIP プロキ
シ サーバとデバイス プールの関連付け
を行います。

Unified IC

CUIS サーバの全般設定を構成し、CUIS
サーバをデバイス プールと関連付けま
す。

デバイスの過去の設定
過去のデバイス設定の確認および復元を
（Device Past Configurations） 行います。
デバイス バージョン（Device コール サーバ、Reporting Server、VXML
Versions）
Server、および VXML Server（スタンド
アロン）のバージョン情報を表示しま
す。
ユーザ管理

ユーザの役割

ユーザ ロールを作成、変更、削除しま
す。スーパーユーザ、管理者、または読
み取り専用のアクセス権限をロールに割
り当てます。

ユーザ グループ

ユーザグループを作成、変更、削除しま
す。ユーザグループにロールを割り当て
ます。

Users

Unified CVP ユーザを管理し、グループ
とロールに割り当てます。
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メニュー

オプション（Options）

使用目的

一括管理（Bulk
Administration）

ファイル転送

複数のデバイスにライセンスファイルや
スクリプト ファイルを一度に転送しま
す。[ファイル転送（File Transfer）] サブ
メニューは次のオプションで構成されま
す。
• ライセンス
• スクリプトとメディア（Scripts and
Media）
• VXML アプリケーション（VXML
Applications）
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メニュー

オプション（Options）

使用目的

SNMP

V1/V2c

V1/V2 SNMP プロトコルを使用して
SNMP 管理ステーションと通信するよう
に Unified CVP デバイスで実行される
SNMPエージェントを設定します。SNMP
V1/V2c コミュニティ ストリングの追加
と削除を行います。SNMP 管理ステー
ションから SNMP 通知を受信するように
接続先を設定します。コミュニティスト
リングとデバイスを関連付けます。
[V1/V2c] サブメニューは次のオプション
で構成されます。
• コミュニティ ストリング
（Community String）
• 通知先（Notification Destination）

V3

V3 SNMP プロトコルを使用して SNMP
管理ステーションと通信するように
Unified CVP デバイスで実行される SNMP
エージェントを設定します。SNMP ユー
ザの追加と削除を行い、ユーザのアクセ
ス権限を設定します。SNMP 管理ステー
ションから SNMP 通知を受信するように
接続先を設定します。SNMP ユーザとデ
バイスを関連付けます。
[V3] サブメニューは次のオプションで構
成されます。
• ユーザ（User）
• 通知先（Notification Destination）

システム グループ（System
Group）
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MIB2 システム グループのシステム接点
およびロケーション設定を構成し、MIB2
システムグループとデバイスを関連付け
ます。[システム グループ（System
Group）] サブメニューは [MIB2] オプショ
ンで構成されます。

Operations Console
システム レベルの操作の状態

メニュー

オプション（Options）

使用目的

ツール

SNMP モニタ（SNMP
Monitor）

新しいブラウザ ウィンドウで SNMP モ
ニタ アプリケーションを起動します。

設定（Configure）

SNMP モニタを起動する URL を表示し
ます。

目次

ヘルプ システムの目次を表示します。

このページ

現在の画面のヘルプを表示します。

バージョン情報（About）

ヘルプシステムのバージョンを表示しま
す。

ヘルプ

システム レベルの操作の状態
Operations Console は各デバイスに関するステータス情報を提供します。デバイスは、次の表にリ
ストされている状態のいずれかになります。
表 12：ステータス ウィンドウに表示される状態の説明

状態

理由

Success

操作が成功したことを示します。

保留中
（Pending）

操作がまだ実行されていないことを示します。

進行中（In
Progress）

操作が実行中であることを示します。
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状態

理由

失敗しました
（Failed）

展開失敗状態の理由を以下に示します。
• データベースに IP アドレスを見つけられない
• 一般的なデータベース障害
• コール サーバが展開されなかった
• 不明なエラー
• 通知エラー：管理者にお問い合わせください
• プロパティ ファイルに書き込むことができなかった
• コール サーバ デバイスが Unified CVP ソフトウェアの不明なバージョン
を使用している
• コール サーバ デバイスが Unified CVP ソフトウェアの古いバージョンを
使用している
• データベースから設定が削除されなかった
この障害には複数の原因があります。
◦ プロパティ ファイルに書き込むことができなかった
◦ デバイスが展開されていない
◦ 一般的な障害
◦ データベースにアクセスできない

同期失敗状態の理由を以下に示します。
• デバイスにアクセスできない
• 認証失敗
• Web サービスがデバイスで利用できない
• 一般的なデータベース エラー
• 一般的なエラー（General error）
• 不明なホスト アドレス
• SOAP サービス エラー

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
86

Operations Console
システム レベルの操作の状態

（注）

すべてのシステムレベルの設定タスクの初期展開後に設定変更を行った場合、変更された設定
を再度展開します。
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システム レベルの操作の状態
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コール サーバの設定
• コール サーバの設定, 89 ページ
• コール サーバ設定, 90 ページ

コール サーバの設定
手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP コール
サーバ（Unified CVP Call Server）] の順にクリックします。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックします。
（注）
新しいコール サーバを設定するために既存のコール サーバをテンプレートとして使用
するには、使用可能なコール サーバのリストからコール サーバを選択し、[テンプレー
トとして使用（Use As Template）] をクリックしてステップ 3 ～ 5 を実行します。

ステップ 3

[全般（General）] タブをクリックし、フィールド値を入力して、[次へ（Next）] をクリックしま
す。全般設定, （90 ページ）を参照してください。
[全般（General）] タブで選択したサービスがタブとして表示されます。

ステップ 4

次のタブをクリックし、必要に応じてフィールドのデフォルト値を変更します。
a) ICM：ICM サービス設定, （92 ページ）を参照してください。
b) SIP：SIP サービス設定, （97 ページ）を参照してください。
c) IVR：IVR サービス設定, （115 ページ）を参照してください。
d) デバイス プール（Device Pool）デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）
を参照してください。
e) インフラストラクチャ（Infrastructure）：インフラストラクチャ サービス設定, （120 ページ）
を参照してください。

ステップ 5

[保存して展開（Save & Deploy）] をクリックします。
（注）
Operations Console での変更を保存し、後でコール サーバを設定するには、[保存（Save）]
をクリックします。
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コール サーバの設定
コール サーバ設定

コール サーバ設定
全般設定
コール サーバを追加または編集するには、[全般（General）] タブで、次の表に示すフィールド値
を入力または変更します。
表 13：コール サーバの [全般（General）] タブの構成設定

プロパティ

説明

デフォ
範囲
ルト値
（Default
Value）

必要な再起
動

[IPアドレス（IP
Address）]

コール サーバの IP アドレス。

なし
有効な IP アド なし
（None） レス

ホストネーム

コール サーバのホスト名。

なし
有効な DNS
なし
（None） 名。大文字と
小文字、0 ～ 9
の数字、およ
びダッシュが
含まれます。

説明

コール サーバの説明。

なし
0 ～ 1024 文字 なし
（None）

Ops Console でのセ
キュア通信の有効
化（Enable Secure
Communication with
the Ops Console）

Operations Console とコール サーバ間 なし
有効または無
のセキュアな通信を有効にする場合 （None） 効
に選択します。デバイスには SSH を
使用してアクセスし、ファイルは
HTTPS を使用して転送されます。

一般

セキュア通信を設定した後
にこのオプションを有効に
します。
詳細については、次を参照してくだ
さい。 Unified CVP と IOS デバイス
間のセキュア通信, （387 ページ）
（注）
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○

コール サーバの設定
全般設定

プロパティ

説明

デフォ
範囲
ルト値
（Default
Value）

デバイス バージョ このデバイスのリリースとビルド番 読み取
ン（Device
号をリストします。
り専用
Version）

読み取り専用

必要な再起
動

なし

サービスの有効化（Turn On Services）
ICM

N/A
コール サーバが ICM サーバと通信で なし
きるようにします。
（None）
（注）

○

コールサーバが通信する前
に ICM サーバを設定する
必要があります。

IVR

N/A
IVR サービスは、ICM サーバから受 なし
信したスクリプト実行指示に基づい （None）
て、マイクロアプリケーションを実
装する VXML ページを作成します。
VXML ページは、実行される VXML
ゲートウェイに送信されます。

○

SIP

N/A
Session Initiation Protocol（SIP）、RFC なし
3261 は、Unified CVP のプライマリ （None）
コール制御プロトコルです。SIP サー
ビスは、SIP プロキシ サーバ、VXML
およびイングレス ゲートウェイ、
Cisco Unified Communications Manager
SIP トランク、SIP 電話機などの他の
Unified CVP ソリューション コンポー
ネントとSIPを使用して通信します。

○

（注）

新しいコール サーバの追加
やコール サーバの編集を行
い、コール ディレクタまた
は包括コール フロー モデル
を使用している場合は、SIP
サービスを設定します。
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コール サーバの設定
ICM サービス設定

ICM サービス設定
コール サーバに ICM サービスを初めて設定するときは、コール サーバを再起動します。コール
サーバで ICM サービス設定を設定するには、[ICM] タブで、次の表に示すフィールド値を入力ま
たは変更します。
表 14：ICM サービスの構成設定

プロパティ

説明

デフォル 範囲
ト値
（Default
Value）

必要な
再起動

全般設定
VRU 接続ポート Intelligent Call Management（ICM）サー [5000]
（VRU
ビスが ICM PIM から TCP 接続をリッ
Connection Port） スンするポート番号。
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有効な TCP/IP 接続 ○
ポート

コール サーバの設定
ICM サービス設定

プロパティ

説明

デフォル 範囲
ト値
（Default
Value）

DNIS の最大長 ダイヤル番号識別サービス（DNIS） 10
（Maximum
の最大長。DNIS は、発信者がダイヤ
Length of DNIS） ルした番号を特定する電話サービスで
す。ネットワーク ダイヤル プランに
は DNIS の最大長の情報があります。
PSTN からの DNIS ディジットの数
は、DNIS フィールドの最大長以下で
ある必要があります。

必要な
再起動

整数。このフィー なし
ルドの有効な入力
は、1 ～ 99999 文字
です。

たとえば、ゲートウェイ ダイヤル パ
ターンが 1800****** である場合、
[DNIS の最大長（Maximum Length of
DNIS）] フィールドの値は 10 にする
必要があります。
（注）

Unified CVP にコールを転送
するのに ICM スクリプトの
相関 ID 方式を使用している
場合、DNIS の最大長は、
ICM から返される、コール
の VRU レッグのラベルの長
さにする必要があります。
ICM がコールを転送する
と、相関 ID がラベルが追加
されます。Unified CVP は、
DNIS の最大長よりも大きい
桁はすべて相関 ID であると
仮定してこの 2 つを区別し
ます。その後、相関 ID とラ
ベルが ICM に渡されます。

トランスレーション ルーティングされた DNIS プール（Translation Routed DNIS Pool）
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コール サーバの設定
ICM サービス設定

プロパティ

説明

デフォル 範囲
ト値
（Default
Value）

追加（Add）

トランスレーション ルーティングさ なし
32 文字までの整数
れたコールの単一の DNIS 番号を入力 （None）
します。

必要な
再起動

なし

DNIS フィールドの検証は次のとおり
です。
• DNIS は正の整数である必要があ
り、ゼロから開始できます。
• DNIS 範囲の最初と最後の値は同
じ長さである必要があります。
• すでに存在する、DNIS と重複す
る、または DNIS の範囲内にある
DNIS または DNIS 範囲を追加す
ることはできません。
範囲の追加
この範囲は、ルーティングされたコー なし
32 文字までの整数
（Add a Range） ルのトランスレーションに使用する （None）
DNIS 番号のリストです。
[範囲の追加（Add a Range）] をクリッ
クし、[～（to）] フィールドの範囲に
最初と最後の DNIS 番号を入力しま
す。入力した DNIS または DNIS 範囲
を設定済みの DNIS 番号のリストに追
加するには、[DNIS の追加（Add
DNIS）] をクリックします。設定済み
の DNIS 番号のリストから削除するに
は、設定済みの DNIS ボックスで DNIS
または DNIS 範囲を選択し、[DNIS の
削除（Delete DNIS）] をクリックしま
す。
DNIS 範囲の最初と最後の値は同じ長
さである必要があります。
Advanced Configuration
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なし

コール サーバの設定
ICM サービス設定

プロパティ

説明

デフォル 範囲
ト値
（Default
Value）

必要な
再起動

新しいコール
サービス ID
（New Call
Service ID）

新しいコールとして ICM ソフトウェ 1
アに提示するコールを特定する値を入
力します。新しいコール サービス ID
のコールでは、ICM ソフトウェアに
よってプレルーティングされていた場
合でも、NEW CALL メッセージが ICM
ソフトウェアに送信され、新しいコー
ルとしてコールが処理されます。

整数（Integer）

○

プレルーティン
グされたサービ
ス ID（Pre-routed
Service ID）

トランスレーション ルートまたは相 2
関 ID のいずれかでプレルーティング
されたコールを特定する値を入力しま
す。プレルーティングされたサービス
ID のコールでは、
REQUEST_INSTRUCTION メッセージ
がICMソフトウェアに送信され、コー
ルのスクリプトの実行が続行されま
す。

整数（Integer）

○

新しいコールの
トランク グルー
プ ID（New Call
Trunk Group
ID）

新しいコールとして ICM に提示され 100
るコールは、NEW_CALL メッセージ
の一部として新しいトランク グルー
プ ID とともに ICM に送信されます。

整数（Integer）

○

プレルーティン
グされたコール
のトランク グ
ループ ID
（Pre-routed Call
Trunk Group
ID）

トランスレーション ルートまたは相 200
関 ID でプレルーティングされたコー
ルは、REQUEST_INSTRUCTION メッ
セージの一部としてプレルーティング
されたトランク グループ ID とともに
ICM に送信されます。

整数（Integer）

○
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コール サーバの設定
ICM サービス設定

プロパティ

説明

デフォル 範囲
ト値
（Default
Value）

cs3
QoS レベルの選 ICM サービスと ICM VRU PIM 間の
択（Select QoS QoS レベルを選択します。
Level）
（注）
詳細は、『Implementing
Quality of Service Policies with
DSCP』（ドキュメント ID：
10103）（http://
www.cisco.com/warp/public/
105/dscpvalues.html）を参照
してください。

必要な
再起動

ドロップダウン リ ○
ストには次の値が
あります。af11、
af12、af13、af21、
af22、af23、af31、
af32、af33、af41、
af42、af43、cs1、
cs2、cs3、cs4、
cs5、cs6、cs7、
default、ef
（注）

ICM と
ICM VRU
PIM 間の
デフォル
トの QoS
設定は、
CS3 で
す。

トランクの使用状況（Trunk Utilization）
ゲートウェイ ト
ランク レポート
の有効化
（Enable
Gateway Trunk
Reporting）

N/A
ゲートウェイ トランク レポートを有 なし
効にするには、このチェックボックス （None）
をオンにします。

最大ゲートウェ
イ ポート数
（Maximum
Gateway Ports）

CVP の展開でゲートウェイがサポー 700
トするポートの最大数を設定するため
に使用される値。この値は、各ゲート
ウェイの Unified ICM サーバに報告す
るポートの数を計算するために使用さ
れます。

応対可

トランク レポートに使用可能なゲー
トウェイのリスト。

（注）

ゲートウェイの追加または
編集時、オプション フィー
ルドの [トランク グループ
ID（Trunk Group ID）] を使
用すると、各ゲートウェイ
のトランク グループ ID をカ
スタマイズできます。
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なし

1 ～ 1500

N/A
なし
（None）

○

なし

コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォル 範囲
ト値
（Default
Value）

必要な
再起動

オン

トランク レポートに選択されたゲー
トウェイのリスト。

選択され N/A
たすべて
のゲート
ウェイ

なし

SIP サービス設定
SIP サービス設定を初めて設定する場合は、コール サーバを再起動します。コール サーバで SIP
サービス設定を設定するには、[SIP] タブで、次の表に示すフィールド値を入力または変更しま
す。
表 15：SIP サービスの構成設定

プロパティ

説明

デフォルト

範囲

必要な再
起動

発信プロキシの Cisco Unified SIP Proxy Server なし
有効化（Enable を使用する場合は、[発信プロ
Outbound Proxy） キシの有効化（Enable outbound
proxy）] フィールドで [はい
（Yes）] を選択します。そう
でない場合は、[いいえ（No）]
を選択します。

[はい（Yes）] また
は [いいえ（No）]

○

発信プロキシの Cisco Unified SIP Proxy Server ○
有効化（Enable を使用する場合は、[発信プロ
Outbound Proxy） キシの有効化（Enable outbound
proxy）] フィールドで [はい
（Yes）] を選択します。そう
でない場合は、[いいえ（No）]
を選択します。

[はい（Yes）] また
は [いいえ（No）]

○

設定（Configuration）
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コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

DNS SRV タイプ
クエリの使用
（Use DNS SRV
type query）

SRV レコードを
ローカルに解決
（Resolve SRV
records locally）

デフォルト

範囲

必要な再
起動

発信プロキシ ルックアップに なし
DNS SRV を使用する場合は、
[DNS SRV タイプ クエリの使
用（Use DNS SRV type query）]
フィールドで [はい（Yes）] を
選択します。そうでない場合
は、[いいえ（No）] を選択し
ます。
（注）
[SRV レコードをロー
カルに解決（Resolve
SRV records locally）]
を有効にする場合
は、[はい（Yes）] を
選択して機能が正し
く動作することを確
認します。

[はい（Yes）] また
は [いいえ（No）]

○

SRV ドメイン名を DNS サーバ なし
ではなくローカルの設定ファ （None）
イルを使用して解決するには、
[SRV レコードをローカルに解
決（Resolve SRV records
locally）] チェックボックスを
オンにします。

[はい（Yes）] また
は [いいえ（No）]

○

有効な IP アドレス

○

発信プロキシ ホ [発信プロキシの有効化
なし
スト（Outbound （Enable Outbound Proxy）] を
proxy Host）
選択した場合、[発信プロキシ
ホスト（Outbound proxy Host）]
ドロップダウン リストから発
信プロキシ サーバを選択しま
す。
（注）

発信プロキシ サーバ
は、Operations
Console に追加される
SIP プロキシ サーバ
です。
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コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

発信 SRV ドメイ
ン名/サーバ グ
ループ名
（FQDN）
（Outbound SRV
domain
name/Server group
name (FQDN)）

標準の DNS タイプ レコードの なし
代わりに SRV タイプ レコード （None）
のホスト名を使用する場合、
[発信 SRV ドメイン名/サーバ
グループ名（FQDN）
（Outbound SRV domain
name/Server group name
(FQDN)）] テキストボックス
に、DNS サーバで設定されて
いる完全修飾ドメイン名を入
力します。そうしない場合、
フィールドには SRV 設定ファ
イルが含まれます。

範囲

必要な再
起動

ホスト名と同じ検証 ○
ルールに準拠しま
す。大文字と小文
字、0 ～ 9 の数字、
およびダッシュが含
まれます。
0 ～ 256 文字。

例：CVP SIP サービスから実行
される発信コールは
sip:<label>@<srvfqdn> の URL
に配信されます。冗長プロキ
シ サーバなどのサーバは、こ
の設定を使用してコールをルー
ティングできます。
呼出音を再生す
るゲートウェイ
の DN（DN on
the Gateway to
play the ringtone）

専用 VoIP ダイヤル ピアであ
る、呼出音を再生するために
ゲートウェイに設定されたダ
イヤル番号を入力します。

9191

任意の有効なラベル なし

エラー トーンを
再生するゲート
ウェイの DN
（DN on the
Gateway to play
the error tone）

エラー トーンに対して再生す 9292
るダイヤル番号パターンを入
力します。

任意の有効なラベル なし

エラー トーンを再生するため
にゲートウェイに設定された
DN を見つけるには、ゲート
ウェイで sh run コマンドを実
行し、ダイヤル番号と一致す
るダイヤル ピアを検索しま
す。
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コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

システムダイヤ
ル番号パターン
設定の上書き
（Override System
Dialed Number
Pattern
Configuration）

アップグレードされたデバイ オフ
スの場合、[システムダイヤル
番号パターン設定の上書き
（Override System Dialed
Number Pattern Configuration）]
チェックボックスをオンにし
ます。新しいデバイスの場合、
このフィールドはオフのまま
にします。

範囲

必要な再
起動

上書きのチェック
なし
ボックスのデフォル
ト状態は、デバイス
の状態に応じて異な
ります。
• 新しいデバイス
の場合、上書き
は無効（オフ）
になっていま
す。新しい
Unified CVP
コール サーバ
デバイスは、設
定済みのシステ
ムレベルのダイ
ヤル番号パター
ンをデフォルト
で使用します。
• アップグレード
されたデバイス
の場合、上書き
は有効（オン）
になっていま
す。アップグ
レードされた
Unified CVP
コール サーバ
デバイスは、デ
バイスレベルの
ダイヤル番号パ
ターンをデフォ
ルトで使用しま
す。

ローカル スタティック ルート（Local Static Routes）
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コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

発信プロキシを
使用しないロー
カル ルーティン
グのスタティッ
ク ルート - 着信
番号（DN）
（Static routes for
local routing
without an
outbound proxy -

[ダイヤル番号（DN）（Dialed なし
Number (DN)）] テキストボッ （None）
クスに、ダイヤル番号を入力
します。

Dialed Number
(DN)）

デフォルト

[発信プロキシを使用しない
ローカル ルーティングのスタ
ティック ルート - ダイヤル番
号（DN）（Static routes for local
routing without an outbound proxy
- Dialed Number (DN)）] フィー
ルドは、スタティック プロキ
シ ルート設定テーブルの作成
に使用されます。SIP プロキシ
サーバを使用しない場合、ス
タティック ルートを作成しま
す。ローカル スタティック
ルートを追加する前に、ロー
カル スタティック ルートが完
了するように、[ダイヤル番号
（DN）（Dialed Number
(DN)）] フィールドと [IP アド
レス/ホスト名/サーバ グループ
名（IP Address/Hostname/Server
Group Name）] フィールドの両
方に値を入力します。

範囲

必要な再
起動

ダイヤル番号パター なし
ン、宛先は
NNN.NNN.NNN.NNN
またはホスト名の形
式である必要があり
ます。ダイヤル番号
の有効な形式, （115
ページ）を参照して
ください。

DN および [IP アドレス/ホスト
名/サーバ グループ名（IP
Address/Hostname/Server Group
Name）] フィールドに入力し
た IP アドレスまたはホスト名
を使用してプロキシ ルートを
作成するには、[追加（Add）]
をクリックします。新しく作
成したプロキシ ルートが [追加
（Add）] ボタンの下のボック
スに表示されるプロキシ ルー
トのリストに追加されます。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
101

コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

IP アドレス/ホス IP アドレス、ホスト名、また なし
ト名/サーバ グ
はサーバ グループ名を入力し （None）
ループ名（IP
ます。
Address/Hostname/Server
Group Name）

範囲

必要な再
起動

有効な IP アドレ
なし
ス、ホスト名、また
は SRV ドメイン名

Advanced Configuration
一般
発信プロキシ
SIP サービスが発信プロキシ
ポート
サーバに要求を送信するポー
（Outbound proxy トの値を入力します。
port）

[5060]

使用可能なポート番 ○
号。有効なポート番
号は 1 ～ 65535 の整
数です。

発信転送タイプ
（Outgoing
transport type）

発信 SIP 要求の転送タイプを
選択します。

[TCP]

TCP および UDP

○

着信転送タイプ
（Incoming
transport type）

着信 SIP 要求をリッスンする
ために SIP サービスが使用す
る転送のタイプ。

UDP+TCP

UDP+TCP

○

ICM 指示の待機
時間（Time to
wait for ICM
instructions）

詳細な指示を ICM が送信する 2000
のを待機するミリ秒の最大数。

50 ～ 5000

なし

50 ～ 2000

なし

信頼性が重要な場合や、パケッ
ト サイズが問題である場合
は、[TCP] を選択します。SIP
再試行カウンタと再送信の時
間の設定により、2 番目の優先
順位の DNS SRV の宛先への変
更が迅速に行われるようにな
るため、ハイ アベイラビリ
ティ展開では [UDP] を選択し
ます。

SIP 情報トーンの デュアル トーン多重周波数
長さ（SIP info
（DTMF）*8 アウトパルス
tone duration）
ディジットをゲートウェイに
送信する際に送信されるトー
ンの継続時間（ミリ秒の最大
数）。
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100 ミリ秒

コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

SIP 情報カンマの DTMF をゲートウェイに送信 100 ミリ秒
長さ（SIP info
する際にラベルの各カンマで
comma duration） 一時停止するミリ秒の最大数。
（注）

範囲

必要な再
起動

50 ～ 2000

なし

SIP 情報カンマの長
さは、*8 と数字の間
の一時停止です。た
とえば、4 つのカン
マは 4 倍の値になり
ます。
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コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

ジェネリック型 新しいコールで ICM に GTD UUS
記述子（GTD） （UUI）データを渡すための値
パラメータ転送 を入力します。
（Generic Type
Descriptor (GTD)
Parameter
Forwarding）
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範囲

必要な再
起動
なし

コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

範囲

必要な再
起動

48 文字
（注）

• GTD
の他
のパ
ラ
メー
タを
抽出
し、
ICM
に送
信で
きま
す。
複数
の値
に
は、
UUS,
PRN,
GCI
のよ
うに
カン
マを
使用
しま
す。
• NSS
IAM
メッ
セー
ジに
含ま
れる
すべ
ての
パラ
メー
タを
抽出
でき
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コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

範囲

必要な再
起動
ま
す。
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コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

数字を先頭に追 [付加番号（Prepend digits）] ド [0]
加する（Prepend ロップダウン リストから、ス
digits）
ケジュールされたルーティン
グ スクリプトのために ICM に
送信される前にダイヤル番号
（DN）の先頭から削除される
番号の数を選択します。
（注）

範囲

必要な再
起動

0 ～ 20 桁

なし

• Unified ICM が
ラベルを返す
と、Unified CVP
が転送を開始す
る前に削除され
た番号を付加し
ます。
• [付加番号
（Prepend
digits）] の値を
手動でカスタマ
イズした場合、
sip.properties
ファイルで、
アップグレード
後に Operations
Console でこの
値を設定し、カ
スタム値が後で
上書きされない
ようにします。
[付加番号
（Prepend
Digits）] の値を
設定してから
[保存して展開
（Save &
Deploy）] をク
リックし、
Operations
Console とコー
ル サーバ デバ
イスの両方の値
が同期されるよ
うにします。
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コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

UDP 再送信回数
（UDP
Retransmission
Count）

範囲

必要な再
起動

2
[UDP 再送信回数（UDP
Retransmission Count）] ドロッ
プダウン リストから、SIP 再
試行の UDP 再試行回数を設定
するオプションを選択します。

1～6

なし

エラー参照の使
用（Use Error
Refer）

SIP エラー参照の使用プロパ オン
ティを有効にするには、[エ
ラー参照の使用（Use Error
Refer）] チェックボックスをオ
ンにします。そうしない場合
は、チェックボックスをオフ
にします。

オンまたはオフ

なし

IOS ゲートウェ
イ オプションの
ダイナミック
ルーティング
（IOS Gateway
Options Dynamic
Routing）

トランクの使用状況データに オン
基づくリアルタイム ルーティ
ングに特定のルートまたはサー
ビス ベースのリソースの可用
性の表示が必要かどうかを特
定するには、[IOS ゲートウェ
イ オプションのダイナミック
ルーティング（IOS Gateway
Options Dynamic Routing）]
チェックボックスをオンにし
ます。

オンまたはオフ

なし

IOS ゲートウェ
イ オプションの
レポート（IOS
Gateway Options
Reporting）

コールの完了後にトランクの オン
使用状況レポートとルータ
ベースのリソースの可用性が
必要かどうかを特定するには、
[IOS ゲートウェイ オプション
のレポート（IOS Gateway
Options Reporting）] チェック
ボックスをオンにします。

オンまたはオフ

なし

QoS
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デフォルト

コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

QoS レベルの選
択（Select QoS
level）

SIP サービスと SIP プロキシ
なし
サーバ間の Quality of Service
（None）
（QoS）レベルを選択します。
（注）

デフォルト

詳細については、
『Enterprise QoS
Solution Reference
Network Design
Guide』を参照してく
ださい。

範囲

必要な再
起動

ダイヤル番号パター なし
ン、宛先
（NNN.NNN.NNN.NNN
またはホスト名の形
式である必要があり
ます）。ダイヤル番
号の有効な形式, （
115 ページ）を参照
してください。

SIP ヘッダーの受け渡し（ICM へ）（SIP Header Passing (to ICM)）
ヘッダー名

SIP ヘッダー名を指定し、[追 なし
加（Add）] をクリックして、 （None）
ICM に渡される SIP ヘッダー
のリストに追加します。

255 文字

なし

パラメータ

このフィールドは、リストの
追加のオプションです。

255 文字

なし

なし
（None）

ダイヤル番号（DN）パターン（Dialed Number (DN) patterns）
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コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

送信元にコール
を送信するパ
ターン - 着信番
号（DN）
（Patterns for
sending calls to the
originator Dialed Number
(DN)）
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デフォルト

範囲

必要な再
起動

なし
（None）

24 文字。ダイヤル番 なし
号の有効な形式, （
115 ページ）を参照
してください。

コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

範囲

必要な再
起動

発信元のルックアップ テーブ
ルへの SIP 送信を作成します。
VXML 処理のために発信ゲー
トウェイにコールバックを送
信する場合に照合する DN パ
ターンを指定します。Unified
CVP ブランチ モデルの場合、
このフィールドを使用して、
ゲートウェイからコール サー
バへの着信コールをブランチ
の発信ゲートウェイへ自動的
にルーティングします。
この設定は、発信プロキシま
たはローカルに設定されたス
タティック ルートへのコール
の送信よりも優先されます。
また、IOS ゲートウェイ SIP
「ユーザ エージェント」から
のコールに限定されます。こ
れは、着信した招待のユーザ
エージェント ヘッダー値を
チェックしてこの情報を確認
するためです。転送のため
ICM から返されるラベルがこ
のフィールドに指定されたい
ずれかのパターンと一致する
場合、コールは
sip:<label>@<host portion of from
header of incoming invite> に
ルーティングされます。
Send To Originator では、ICM
から返される VRU ラベル、
ICM から返されるエージェン
ト ラベル、および呼出音ラベ
ルの 3 種類の DN が機能しま
す。
Send To Originator はエラー
メッセージ DN には機能しま
せん。なぜなら、受信エラー
メッセージは存続可能性によっ
て再生され、ポストルート エ
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コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

範囲

必要な再
起動

ラー メッセージは SIP REFER
であるためです。（Send To
Originator は REFER 転送では
機能しません）。
（注）

発信 SIP コール
の RNA タイムア
ウトのパターン 着信番号（DN）
（Patterns for
RNA timeout on
outbound SIP calls
Dialed Number
(DN)）

Send To Originator が
正しく動作するため
には、コール TDM
によって発信され、
POTS ダイヤル ピア
に存続可能性が設定
されている必要があ
ります。

DN および [追加（Add）] ボタ なし
ンの上に入力されたタイムア （None）
ウトを使用して DN パターン
の発信招待タイムアウトを作
成します。[追加（Add）] ボタ
ンの下のボックスに表示され
るリストに新たに作成された
DN パターン発信招待タイムア
ウトを追加するには、[追加
（Add）] をクリックします。
選択した DN パターン発信招
待タイムアウトをリストから
削除するには、[削除
（Remove）] をクリックしま
す。
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24 文字。ダイヤル番 なし
号の有効な形式, （
115 ページ）を参照
してください。

コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

Timeout

転入者が電話に応答したりコー 60 秒
ルを受け入れるのを SIP サー
ビスが待機する秒数。

範囲

必要な再
起動

5 ～ 60

なし

選択されたターミネーション
（新しいコール用または転送
されたコール用）から接続失
敗またはビジー ステータスが
返されるか、またはターゲッ
トの呼び出し期間がコール
サーバの無応答（RNA）タイ
ムアウト設定を超えた場合、
コール サーバは転送要求を取
り消して、転送失敗インジケー
タを Unified ICM に送信しま
す。このシナリオでは、ルー
タ再クエリ操作が実行されま
す。その後、Unified ICM ルー
ティング スクリプトは制御を
回復し、別のターゲットを選
択するか、または他の是正措
置を取ることができます。
カスタム呼出音
パターン - 着信
番号（DN）
（Custom ringtone
patterns Dialed Number
(DN)）

カスタム DN パターンを指定 なし
します。[追加（Add）] ボタン （None）
の下のボックスに表示される
リストに新たに作成された DN
パターンを追加するには、[追
加（Add）] をクリックしま
す。

24 文字。ダイヤル番 なし
号の有効な形式, （
115 ページ）を参照
してください。

呼出音を再生するためにゲー
トウェイに設定された DN を
把握するには、ゲートウェイ
で sh run コマンドを実行し、
ダイヤル番号と一致するダイ
ヤル ピアを検索します。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
113

コール サーバの設定
SIP サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

呼出音のメディ
ア ファイル名
（Ringtone media
file name）

それぞれのダイヤル番号で再 なし
生される呼出音のファイル名。 （None）
呼出音のメディア ファイルは
VXML ゲートウェイに保存す
る必要があります。

範囲

必要な再
起動

スペースを入れずに なし
0 ～ 256 文字。
ストリーム名のURL
は rtsp://<streaming
server IP address>
/<port>/<foldername>/
<filename>.rm の形式
で指定します。

ポスト コール調査 DNIS マッピング（Post Call Survey DNIS Mapping）
ダイヤルコール
のダイヤル番号
（DN）
（Incoming Call
Dialed Number
(DN)）

[追加（Add）] ボタンの下の
なし
ボックスに表示されるリスト （None）
に新たに作成された DN パター
ンを追加するには、[追加
（Add）] をクリックします。
選択した DN パターンをリス
トから削除するには、[削除
（Remove）] をクリックしま
す。

ダイヤル番号パター なし
ン、宛先
（NNN.NNN.NNN.NNN
またはホスト名の形
式である必要があり
ます）。ダイヤル番
号の有効な形式, （
115 ページ）を参照
してください。

調査のダイヤル
番号（DN）
（Survey Dialed
Number (DN)）

新たに作成された DN をリス なし
トに追加するには、[追加
（None）
（Add）] をクリックします。
選択した DN をリストから削
除するには、[削除（Remove）]
をクリックします。

英数字

なし

SIP での無応答設定
SIP の Unified CVP 無応答（RNA）設定を使用する場合は、RNA 値は Unified ICME エージェント
デスク設定 RNA タイムアウトより 2、3 秒大きい値にしてください。大きい値にすることで、ICM
ルータがペリフェラル ゲートウェイとのリンクを通じてエージェントを選択した後にエージェン
トに通知する時間が提供されます。RNA 値の範囲は 5 ～ 60 秒です。
Unified CVP は VXML ゲートウェイの着信音サービスにコールを発信します。このコールに続き、
エージェントの Unified Communications Manager トランクにコールが送信されます。この間、エー
ジェントには予約後に配信されたイベントを受信するのに十分な時間があり、また、Unified ICME
レポートが処理時間と RNA コール処理のコール レポートに関して正しいことが保証されます。
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コール サーバの設定
IVR サービス設定

ダイヤル番号の有効な形式
有効なダイヤル番号パターンは、次を含む ICM ラベルのサイズおよび制限と同じです。
• ダイヤル番号には最大 24 文字を使用できます。
• 任意の組み合わせの 1 桁のワイルドカード照合にはピリオド（.）または文字 X を使用しま
す。ワイルドカード照合に文字 “T” を使用しないでください。
• ダイヤル番号の終端の 0 個以上の番号には、大なり（>）、アスタリスク（*）、または感嘆
符（!）をワイルドカードとして使用します。
• パターン マッチングの最高の優先度は完全一致にあり、最も具体的なワイルドカード一致が
続きます。文字数が複数のワイルドカード パターンと同等に対応するときは、設定された
DN リストの上から下に優先順位が指定されます。

IVR サービス設定
IVR サービスは、ICM が受信しスクリプト実行指示に基づいてマイクロアプリケーションを実装
するために使用される VXML ドキュメントを作成します。VXML ページは、実行される VXML
ゲートウェイに送信されます。IVR サービスはまた、マイクロアプリケーションを通じて外部
VXML を生成し、VXML ドキュメントの生成に Unified CVP VXML Server を関与させることがで
きます。
IVR サービスはフェールオーバー メカニズムの実装において重要な役割を果たします。この機能
は、自動音声認識（ASR）/音声合成（TTS）サーバと VXML Server なしで実現します。このよう
なサーバはそれぞれ 2 台までサポートされ、IVR サービスがそれらの間の再試行とフェールオー
バーを調整します。

（注）

IVR サービスを設定する前に、次のサーバを設定します。
• ICM Server
• メディア サーバ
• ASR/TTS サーバ
• VXML Server
• ゲートウェイ
コール サーバで IVR 設定を設定するには、[IVR] タブで、次の表に示すフィールド値を入力また
は変更します。
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コール サーバの設定
IVR サービス設定

表 16：IVR サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

範囲

必要な再
起動

CVP H.323 サービスの設定
ハートビート タ
イムアウト
（Heartbeat
timeout）

ハートビートがタイムアウトにな 120
る秒数を入力します。

IOS Voice Browser の設定
最後のアクセス
タイムアウト
（秒）（Last
Access Timeout
(seconds)）

IVR サービスが現在のクライアン 7320
ト リストから Voice Browser を削
除する前に非 Unified CVP Voice
Browser からのコール要求を待機
する秒数を入力します。この値
は、コール タイムアウト以上にす
る必要があります。

0 ～ 2147483647

なし

メディア サーバ
タイムアウト
（Media Server
Timeout）

ゲートウェイがタイムアウトする 4
前に HTTP メディア サーバへの接
続を待機する秒数を入力します。

0 ～ 2147483647

なし

メディア サーバ
の再試行回数
（Media Server
Retry Attempts）

IOS Voice Browser などの非 Unified [0]
CVP Voice Browser、または Unified
CVP VXML Server が 1 つのプロン
プトを取得するために HTTP メ
ディア サーバへの接続を試行する
回数の最大数。指定された回数の
後に Voice Browser または Unified
CVP VXML Server が失敗すると、
失敗してエラーをレポートする前
に同じ回数、バックアップ メディ
ア サーバからメディアの取得を試
行します。

0 ～ 2147483647

なし

（注）

バックアップ メディア
サーバは、
<mediaserver>-backup と
してゲートウェイで定義
されます。
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コール サーバの設定
IVR サービス設定

プロパティ

説明

デフォルト

範囲

必要な再
起動

ASR/TTS サーバ
の再試行回数
（ASR/TTS Server
Retry Attempts）

ゲートウェイが ASR/TTS サーバ [0]
への接続を試行する回数の最大
数。ゲートウェイがこの試行回数
の接続に失敗した場合、失敗して
エラーをレポートする前に同じ回
数、バックアップ ASR/TTS サー
バに接続を試行します。
（注）
バックアップ ASR およ
び TTS サーバは、
asr-<locale>-backup およ
び tts-<locale>-backup と
してゲートウェイで定義
されます。

0 ～ 2147483647

なし

IVR サービス タ ゲートウェイがタイムアウトされ 7
イムアウト（IVR る前に IVR サービスへの接続を待
Service Timeout） 機する秒数。この設定は、コール
結果だけを制御します。ゲート
ウェイから IVR サービスへの最初
の NEW_CALL タイムアウトは、
ゲートウェイのフラッシュ メモリ
のブートストラップ VXML 内の
fetchtimeout プロパティによって
制御されます。

0 ～ 2147483647

なし

IVR サービスの
再試行回数（IVR
Service Retry
Attempts）

ゲートウェイが失敗してエラーを [0]
レポートする前に IVR サービスに
接続を試行する回数の最大数。こ
の設定は、コール結果だけを制御
します。ゲートウェイから IVR
サービスへの最初の NEW_CALL
再試行回数は、ゲートウェイのフ
ラッシュ メモリのブートストラッ
プ VXML 内から制御されます。

0 ～ 2147483647

なし

バックアップ
ASR/TTS サーバ
を使用（Use
Backup ASR/TTS
Servers）

ASR/TTS サーバが使用できず、 ○
ゲートウェイがバックアップ
ASR/TTS サーバに接続を試行する
場合は、[はい（Yes）] をクリック
します。そうでない場合は [いい
え（No）] をクリックします。

[はい（Yes）] ま なし
たは [いいえ
（No）]

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
117

コール サーバの設定
IVR サービス設定

プロパティ

説明

バックアップ メ
ディア サーバを
使用（Use Backup
Media Servers）

メディア サーバが使用できず、 ○
ゲートウェイがバックアップ メ
ディア サーバに接続を試行する場
合は、[はい（Yes）] をクリックし
ます。そうでない場合は [いいえ
（No）] をクリックします。

[はい（Yes）] ま なし
たは [いいえ
（No）]

デフォルト メ
ディア/VXML
サーバのホスト
名の使用（Use
hostnames for
default
Media/VXML
servers）

IP アドレス VXML Server とメディ なし
ア サーバを使用するには、[いい
え（No）] をクリックします。IP
アドレスの代わりにホスト名を使
用するには、[はい（Yes）] をク
リックします。

[はい（Yes）] ま なし
たは [いいえ
（No）]

メディアの
フェッチにセ
キュリティを使
用（Use Security
For Media
Fetches）

メディア サーバに HTTP URL を なし
生成するには、[いいえ（No）] を
クリックします。メディア サーバ
に HTTPS URL を生成するには、
[はい（Yes）] をクリックします。

[はい（Yes）] ま なし
たは [いいえ
（No）]

（注）

デフォルト

デフォルトのオプション
は SIP サービスを使用す
るクライアントが利用で
き、メディア サーバは
HTTP/HTTPS 方式を明示
的に指定する URL に設
定されません。

詳細設定（Advanced）
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範囲

必要な再
起動

コール サーバの設定
[デバイスプール（Device Pool）]

プロパティ

説明

コール タイムア
ウト（Call
timeout）

ASR/TTS で同じ
MRCP サーバを
使用（ASR/TTS
Use the Same
MRCP Server）

範囲

必要な再
起動

IVR サービスがタイムアウトされ 7200
る前に SIP サービスから応答を待
機する秒数。コール タイムアウト
は、Voice Browser での最も長いプ
ロンプト、転送、または番号収集
より長い必要があります。タイム
アウトされると、コールは他の
コールに影響を与えずに取り消さ
れます。
（注）
長いコールタイムアウト
期間になっていると、
コールが取り残されてい
てもタイムアウトまで
IVR サービスから削除さ
れないため、便利です。

6 秒以上

なし

ASR および TTS サーバが同じコン なし
ピュータ上にある場合、このオプ
ションをクリックします。

[はい（Yes）] ま なし
たは [いいえ
（No）]

（注）

デフォルト

このオプションは、
ASR/TTS サーバ上の
MRCP接続の数を最小化
するのに役立ちます。

[デバイスプール（Device Pool）]
デバイスプールは、デバイスの論理グループです。デバイスプールは、たとえばデバイスが配置
される領域など、デバイスに割り当てることができる一連の共通した性質を定義する便利な方法
を提供します。デバイスプールを作成し、作成したデバイスプールにデバイスを割り当てること
ができます。
作成するデバイスはすべて、デフォルトのデバイス プールに自動的に割り当てられます。これは
選択したデバイス プールのリストから削除することはできません。管理者アカウントもまた、デ
フォルトのデバイス プールに自動的に割り当てられます。管理者アカウントがあることにより、
管理者はすべてのデバイスの表示および管理を行うことができます。デフォルトのデバイス プー
ルから管理者アカウントを削除することはできません。
ユーザ アカウントを作成するときは、ユーザを 1 つまたは複数のデバイス プールに割り当てるこ
とができ、これによりユーザがコントロール センターからそれらのプールのデバイスを表示でき
るようになります。その後、関連付けられたデバイス プールからユーザを削除することができ、
その場合、そのユーザはコントロール センターでプール デバイスを表示できなくなります。デ
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フォルトのデバイス プールからユーザを削除すると、ユーザはすべてのデバイスを表示できなく
なります。

デバイス プールのデバイスの追加または削除
手順
ステップ 1

[デバイス管理（Device Management）] メニューから、デバイス プールに追加するデバイスを選択
します。
例：

コール サーバをデバイス プールに追加するには、[デバイス管理（Device Management）] メニュー
から CVP コール サーバを選択します。
選択したタイプの既知のデバイスを一覧表示するウィンドウが表示されます。たとえば、コール
サーバを選択した場合、既知の CVP コール サーバがすべてリストされます。
ステップ 2

[デバイス プール（Device Pool）] リストからデバイス プールを選択し、[編集（Edit）] をクリッ
クします。

ステップ 3

[デバイス プール（Device Pool）] タブで次を実行します。
• [使用可能（Available）] リスト ボックスで、1 つまたは複数のデバイスを選択し、[追加
（Add）] 矢印をクリックします。追加されたデバイスは、[選択済み（Selected）] リスト ボッ
クスに表示されます。
• 追加されたデバイスを [選択済み（Selected）] ボックスから削除するには、選択して [削除
（Remove）] 矢印をクリックします。追加されたデバイスは、[選択済み（Selected）] リスト
ボックスに表示されます。

ステップ 4

[保存して展開（Save & Deploy）] をクリックします。
• Operations Console での変更を保存し、後でデバイス プールからデバイスを追加ま
（注）
たは削除するには、[保存（Save）] をクリックします。
• 一部のデバイスの編集ウィンドウでは、[保存（Save）] の代わりに [適用（Apply）]
ボタンがあります。[適用（Apply）] をクリックして設定をデバイスにコピーしま
す。

インフラストラクチャ サービス設定
コール サーバ、Unified CVP VXML Server、および Reporting Server は 1 つ以上のサービスを提供
します。コール サーバは、SIP、IVR、および ICM コール サービスを提供します。Unified CVP
VXML Server は VXML サービスを提供し、Reporting Server はレポート サービスを提供します。
インフラストラクチャ設定の変更は、スレッドの使用、統計情報の公開、syslog イベントの送信、
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またはロギングやトレースの実行を行うすべてのサービスに影響します。たとえば、syslog サー
バの設定を変更すると、変更は syslog に書き込むすべてのサービスに適用されます。
インフラストラクチャ設定を設定するには、[インフラストラクチャ（Infrastructure）] タブで、次
の表に示すフィールド値を入力または変更します。
表 17：インフラストラクチャ サービスの構成設定

プロパティ

説明

デフォ
ルト

範囲

必要な再起
動

100 ～ 1000

なし

設定：スレッド管理（Configuration: Thread Management）
最大スレッド数
（Maximum
Threads）

CVP Web アプリケーションの一部とし 500
て実行されるすべてのサービスが共有
できる、スレッド プールに割り当てら
れるスレッドの最大数を入力します。

統計情報（Statistics）
統計集約間隔
（Statistics
Aggregation
Interval）

システムおよびサービス統計情報がロ 30 分
グ ファイルに公開され、SNMP イベン
トが送信される期間を分単位で入力し
ます。統計情報が公開されると、カウ
ンタがリセットされ、次の間隔のデー
タが集約されます。リアルタイムの統
計情報は、オンデマンドで生成され、
間隔がありません。統計情報の公開間
隔は、最後の間隔のコール数、最後の
間隔の転送数、および最後の間隔の
HTTP セッション数などの属性に使用
されます。
（注）

10 ～ 1440 分 なし

この間隔は、（同時発生コー
ル数に関する）リアルタイ
ムのスナップショット統計
情報とは異なります。

ログファイルのプロパティ（Log File Properties）
ログ ファイルの 新しいログ ファイルが作成されるまで 10 MB
最大サイズ（Max のログ ファイルの最大サイズをメガバ
Log File Size）
イト単位で入力します。

1 ～ 100 MB

なし
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プロパティ

説明

ログ ディレクト
リの最大サイズ
（Max Log
Directory Size）

ログ ファイルのディスク ストレージ 20,000
に割り当てるメガバイト単位の最大数 MB
を入力します。
（注）

デフォ
ルト

デフォルト値を下回る設定に
値を変更することにより、ロ
グがすぐにロールオーバーさ
れる場合があります。この結
果、ログエントリが失われ、
トラブルシューティングに影
響を及ぼす可能性がありま
す。

範囲

必要な再起
動

500 ～ 500000 なし
ログ フォル
ダ サイズを
ログ ファイ
ル サイズで
割った値は
5000 未満に
する必要があ
ります。

設定：プライマリ Syslog 設定（Configuration: Primary Syslog Settings）
[プライマリ
Syslogサーバ
（Primary Syslog
Server）]

CVP アプリケーションから syslog イベ なし
有効な IP ア なし
ントを送信するプライマリ Syslog サー （None） ドレスまたは
バのホスト名または IP アドレスを入
ホスト名。
力します。

プライマリ Syslog プライマリ Syslog サーバのポート番号 なし
サーバのポート を入力します。
（None）
番号（Primary
Syslog Server Port
Number）

使用可能な
なし
ポート番号。
有効なポート
番号は 1 ～
65535 の整数
です。

プライマリ バッ
クアップ Syslog
サーバ（Primary
Backup Syslog
Server）

Syslog サーバが到達可能でないときに なし
有効な IP ア なし
CVP アプリケーションから syslog イベ （None） ドレスまたは
ントを送信するプライマリ バックアッ
ホスト名。
プ Syslog サーバのホスト名または IP
アドレスを入力します。

プライマリ バッ
クアップ Syslog
サーバのポート
番号（Primary
Backup Syslog
Server Port
Number）

プライマリ バックアップ Syslog サー
バのポート番号を入力します。

なし
使用可能な
なし
（None） ポート番号。
有効なポート
番号は 1 ～
65535 の整数
です。

設定：セカンダリ Syslog 設定（Configuration: Secondary Syslog Settings）
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プロパティ

説明

デフォ
ルト

[セカンダリsyslog
サーバ
（Secondary
Syslog Server）]

CVP アプリケーションから syslog イベ なし
有効な IP ア なし
ントを送信するセカンダリ Syslog サー （None） ドレスまたは
バのホスト名または IP アドレスを入
ホスト名。
力します。

セカンダリ Syslog セカンダリ Syslog サーバのポート番号 なし
サーバのポート を入力します。
（None）
番号（Secondary
Syslog Server Port
Number）

範囲

必要な再起
動

使用可能な
なし
ポート番号。
有効なポート
番号は 1 ～
65535 の整数
です。

セカンダリ バッ
クアップ Syslog
サーバ
（Secondary
Backup Syslog
Server）

Syslog サーバが到達可能でないときに なし
有効な IP ア なし
CVP アプリケーションから syslog イベ （None） ドレスまたは
ントを送信するセカンダリ バックアッ
ホスト名。
プ Syslog サーバのホスト名または IP
アドレスを入力します。

セカンダリ バッ
クアップ Syslog
サーバのポート
番号（Secondary
Backup Syslog
Server Port
Number）

セカンダリ バックアップ Syslog サー
バのポート番号を入力します。

なし
使用可能な
なし
（None） ポート番号。
有効なポート
番号は 1 ～
65535 の整数
です。

ライセンスのしきい値
クリティカルし
きい値（Critical
Threshold）

クリティカル ライセンス状態に達する 97%
ために必要な使用中のライセンスの
パーセンテージ。ライセンスのしきい
値, （124 ページ）を参照してくださ
い。

警告しきい値 なし
より大きい
100 以下の正
の整数。

警告しきい値
（Warning
Threshold）

警告ライセンス状態に達するために必 94%
要な使用中のライセンスのパーセン
テージ。ライセンスのしきい値, （124
ページ）を参照してください。

セーフしきい なし
値より大き
く、クリティ
カルしきい値
より小さい正
の整数。
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プロパティ

説明

デフォ
ルト

セーフしきい値
（Safe
Threshold）

セーフ ライセンス状態に達するために 90%
必要な使用中のライセンスのパーセン
テージ。ライセンスのしきい値, （124
ページ）を参照してください。

範囲

必要な再起
動

0 より大き
なし
く、警告しき
い値より小さ
い正の整数。

ライセンスのしきい値
セーフ、警告、クリティカルという名前の 3 つのしきい値は、それぞれのライセンスの状態に達
するために使用されている必要があるライセンスのパーセンテージを説明します。
しきい値を超えることが状態の変更を示すとは限りません。たとえば、100 個のライセンスがあ
り、セーフ、警告、およびクリティカルのライセンスしきい値がデフォルトの 90%、94%、およ
び 97% に設定されていて、89 個のライセンスが使用されている場合、ライセンスはセーフ レベ
ルです。使用中のライセンスの数が94個に達すると、ライセンスの状態はセーフから警告レベル
に変更されます。さらに 1 つのライセンスが使用される場合、ライセンスの状態は警告レベルの
ままです。もう使用されていない 3 つのライセンスがリリースされると、92 個のライセンスが使
用中のままになり、ライセンスの状態は警告レベルのままになります。使用中のライセンスを前
のしきい値（90）まで戻すと、状態は警告からセーフに変更されます。
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VXML Server の設定
• VXML Server（スタンドアロン）の設定, 125 ページ
• VXML Server の設定, 126 ページ
• ICM ルックアップ コール フロー モデルを使用した VXML Server（スタンドアロン）の設定,
127 ページ
• （ICM ルックアップを使用しない）Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）コール フ
ロー モデルの設定, 129 ページ
• VoiceXML スクリプトでのテイクバックおよび転送, 130 ページ
• VXML Server の設定, 134 ページ
• VoiceXML サービス, 143 ページ
• VXML Server のレポート , 143 ページ
• 包含および排他 VXML レポート フィルタ, 145 ページ
• VXML Server のエラー コード, 150 ページ

VXML Server（スタンドアロン）の設定
Unified CVP VXML Server は、動的な VoiceXML アプリケーションを迅速に作成して展開するため
の完全なソリューションを提供する J2EE 準拠のアプリケーション サーバです。Unified CVP VXML
Server は、スタンドアロン コンポーネントとしてコール サーバ コンポーネントなしでインストー
ルできます。Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）は、セルフサービス VoiceXML アプリ
ケーションを処理するよう設計されています。
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手順
ステップ 1

Unified CVP Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP VXML
Server（スタンドアロン）（Unified CVP VXML Server (standalone)）] の順に選択します。

ステップ 2

[Add New（新規追加）] をクリックして新しい VXML Server（スタンドアロン）を追加するか、
または [テンプレートとして使用（Use As Template）] をクリックして既存のテンプレートによっ
て新しい VXML Server（スタンドアロン）を設定します。

ステップ 3

次のタブをクリックし、コール フローに基づいて設定を行います。
a) [全般（General）] タブ詳細については、全般設定, （134 ページ）を参照してください。
b) [デバイスプール（Device Pool）] タブデバイス プールの追加、削除、編集の詳細については、
デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）を参照してください。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックして、設定を Operations Server データベースに保存します。[保存して
展開（Save and Deploy）] をクリックし、変更を [VXML Server] ページに展開します。

VXML Server の設定
はじめる前に
• Cisco Unified Customer Voice Portal（CVP）ソフトウェアのインストール時に VXML Server の
ホスト名または IP アドレスを取得します。
• 少なくとも 1 つのコール サーバをインストールして設定します。コール サーバをインストー
ルするには、『Installation and Upgrade Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』を参照
してください。コール サーバを設定するには、コール サーバの設定, （89 ページ）を参照
してください。

（注）

Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）を追加している場合は、コール
サーバをインストールしないでください。

• Unified CVP VXML Server レポート データに含めるまたは除外する次の項目に注意して、Cisco
Unified Call Studio スクリプトを確認します。
• アプリケーション名
• 要素タイプ
• 要素名
• 要素フィールド
• ECC 変数
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手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP VXML
Server] の順にクリックします。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックします。
（注）
新しい VXML Server を設定するために既存の VXML Server をテンプレートとして使用
するには、使用可能な VXML Server のリストから VXML Server を選択し、[テンプレー
トとして使用（Use As Template）] をクリックしてステップ 3 ～ 5 を実行します。

ステップ 3

次のタブをクリックし、必要に応じてフィールドのデフォルト値を変更します。
a) [一般]：全般設定, （134 ページ）を参照してください。
b) コンフィギュレーション。構成時の設定, （136 ページ）を参照してください。
c) デバイス プール（Device Pool）デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）
を参照してください。
d) インフラストラクチャ（Infrastructure）：インフラストラクチャ サービス設定, （139 ページ）
を参照してください。

ステップ 4

[保存して展開（Save & Deploy）] をクリックします。
（注）
Operations Console での変更を保存し、後で VXML Server を設定するには、[保存（Save）]
をクリックします。

ICM ルックアップ コール フロー モデルを使用した VXML
Server（スタンドアロン）の設定
次の手順は、ICM ルックアップ コール フロー モデルを使用した Unified CVP VXML Server（スタ
ンドアロン）の設定方法について説明します。

手順
ステップ 1

Unified CVP VXML Server CD から次のファイルを tftp:
CVPSelfService.tcl を使用してゲートウェイのフラッシュ メモリにコピーします。
critical_error.wav
次に例を示します。
copy tftp: flash:CVPSelfService.tcl
copy tftp: flash:CVPSelfServiceBootstrap.vxml
copy tftp: flash:critical_error.wav
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ステップ 2

ゲートウェイで Unified CVP VXML Server アプリケーションを定義します。設定例を以下の行に
示します。
service CVPSelfService flash:CVPSelfServiceBootstrap.vxml
!
service [gateway application name] flash:CVPSelfService.tcl
param CVPBackupVXMLServer 12.34.567.890
param CVPSelfService-port 7000
param CVPSelfService-app [name of application on the VXML Server, exactly how it appears]
param CVPPrimaryVXMLServer 12.34.567.891

CVPSelfService は必須です。バックアップ サーバはオプションです。Tomcat アプリケー
ション サーバでは、ポートを 7000 に設定します。
ゲートウェイの設定を完了したら、以下を実行してアプリケーションをロードし、有効にします。
（注）

call application voice load CVPSelfService
call application voice load [gateway application name]

ステップ 3

ゲートウェイ アプリケーションのダイヤルピアを定義します。例：
dial-peer voice [dial-peer unique ID] voip /* for IP originated call */
service [gateway application name]
incoming called-number [dialed number]
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
!
dial-peer voice [dial-peer unique ID] pots /* for TDM originated calls */
service [gateway application name]
incoming called-number [dialed number]
direct-inward-dial

ステップ 4

オプションで、返される Unified ICME ラベルを使用して転送を実行する別のダイヤル ピアを作成
します。

ステップ 5

Call Studio でアプリケーションを作成します。Call Studio アプリケーションでは、ReqICMLabel に
はエラーと完了の 2 つの終了状態があります。完了パスはそのラベルに発信者を転送する転送要
素を取得します。ゲートウェイは、このプロセスから取得されるラベルを転送する別のダイヤル
ピアが必要です（ステップ 4 を参照）。実際の転送を行う場合、Call Studio アプリケーション内
の転送要素を設定する必要があります。

ステップ 6

Call Studio で作成したアプリケーションに ReqICMLabel 要素をドラッグし、設定します。
（注）
この手順は、Unified ICME からラベルを取得するために不可欠です。詳細については、
Unified ICME にデータを渡す, （193 ページ）を参照してください。
Operations Console で VoiceXML サービスを使用して Call Studio からアプリケーションを保存して
展開します。

ステップ 7
ステップ 8

コア ソフトウェア コンポーネントのみ選択してコール サーバをインストールします。

ステップ 9

Operations Console を介してコール サーバと通信するように Unified CVP VXML Server を設定しま
す。

ステップ 10

Unified CVP VXML Server へのファイル転送を使用してアプリケーションを転送します。これによ
り、選択した Unified CVP VXML Server にアプリケーションが自動的に展開されます。
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（ICMルックアップを使用しない）UnifiedCVPVXMLServer
（スタンドアロン）コール フロー モデルの設定
次の手順は、Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）コール フロー モデルの設定方法につ
いて説明します。

手順
ステップ 1

Unified CVP VXML Server CD から次のファイルを tftp:
CVPSelfService.tcl を使用してゲートウェイのフラッシュ メモリにコピーします。
critical_error.wav
次に例を示します。
copy tftp: flash:CVPSelfService.tcl
copy tftp: flash:CVPSelfServiceBootstrap.vxml
copy tftp: flash:critical_error.wav

ステップ 2

ゲートウェイで Unified CVP VXML Server アプリケーションを定義します。設定例を以下の行に
示します。
service CVPSelfService flash:CVPSelfServiceBootstrap.vxml
!
service [gateway application name] flash:CVPSelfService.tcl
param CVPBackupVXMLServer 10.78.26.28
param CVPSelfService-port 7000
param CVPSelfService-app [name of application on the VXML Server, exactly how it
appears]
param CVPPrimaryVXMLServer 10.78.26.28

CVPSelfService は必須です。バックアップ サーバはオプションです。Tomcat アプリケー
ション サーバでは、ポートを 7000 に設定します。
ゲートウェイの設定を完了したら、以下を実行してアプリケーションをロードし、有効にします。
（注）

call application voice load CVPSelfService
call application voice load [gateway application name]

ステップ 3

ゲートウェイ アプリケーションのダイヤルピアを定義します。例：
dial-peer voice [dial-peer unique ID] voip /* for IP originated call * /
service [gateway application name]
incoming called-number [dialed number]
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
!
dial-peer voice [dial-peer unique ID] pots /* for TDM originated calls */
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service [gateway application name]
incoming called-number [dialed number]
direct-inward-dial

ステップ 4

Call Studio でアプリケーションを作成します。このアプリケーションは、上記のゲートウェイ設
定で定義された CVPSelfService-app と同じ名前である必要があります。

ステップ 5

Operations Console がある場合は、Call Studio アプリケーションをローカルに保存して展開します。
Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）設定を作成し、必要な Unified CVP VXML Server ま
たは Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）にアプリケーション スクリプト ファイルをアッ
プロードして転送します。
（注）
『User Guide for Cisco Unified CVP VXML Server and Unified Call Studio』を参照してくだ
さい。

ステップ 6

Operations Console が展開されていない場合は、目的のインストールされた Unified CVP VXML
Server に Call Studio アプリケーションを保存して展開します。次に、Unified CVP VXML Server
で、deployallapps.bat ファイル（c:/Cisco/CVP/VXMLServer/admin directory）を実行しま
す。
（注）
『User Guide for Cisco Unified CVP VXML Server and Unified Call Studio』を参照してくだ
さい。

ゲートウェイ設定の例
Unified CVP VXML Server：
application
service CVPSelfService flash:CVPSelfServiceBootstrap.vxml
service HelloWorld flash:CVPSelfService.tcl
param CVPBackupVXMLServer 10.78.26.28
param CVPSelfService-app HelloWorld
param CVPSelfService-port 7000
param CVPPrimaryVXMLServer 10.78.26.28
dial-peer voice 4109999 voip /* for IP originated call */
service HelloWorld
incoming called-number 88844410..
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
dial-peer voice 4109999 voip /* for TDM originated call */
service HelloWorld
incoming called-number 88844420..
direct-inward-dial

VoiceXML スクリプトでのテイクバックおよび転送
Unified CVP は、次のテイクバックおよび転送方法を提供しており、これらは、VoiceXML スクリ
プトから呼び出すことができます。
• Two B-Channel Transfer（TBCT）：ISDN インターフェイス標準のコール転送。この機能によ
り、シスコの音声ゲートウェイは、NI-2 スイッチを 2 つの独立したコールに直接接続するよ
う 要求できるようになります。2 つのコールは、ゲートウェイ上の同じ PRI または 2 つの異
なる PRI によって機能させることができます。
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• フックフラッシュ リレー：発信元のコール エンティティ（PBX または公衆電話交換網スイッ
チ）にコールの切断として解釈されない、ループ電流の短い中断。代わりに、PBX または公
衆電話交換網スイッチは、フックフラッシュを検出すると、現在のコールを保留にしてセカ
ンダリ ダイヤル トーンを提供します。これにより、Unified CVP VXML Server は別の宛先に
発信者を転送することができます。
• SIP Refer：VoiceXML アプリケーションは、ブラインド転送またはブリッジド転送の代わり
に SIP REFER 転送を使用できます。これにより、Unified CVP がそれ自体をコールから削除
して、認可された Unified CVP VXML Server ポートを解放できます。ラベルが実行された後
は、Unified CVP はコール制御または IVR 操作をさらに実行することはできません。

Two B-Channel Transfer の設定
ここでは、Unified CVP での Two B-Channel Transfer（TBCT）を VoiceXML スクリプトによって設
定する方法を説明します。

手順
ステップ 1

TBCT コール転送の発信ゲートウェイを設定します。

ステップ 2

Unified CVP VXML Server で次のファイルを検索し、tftp コマンドを使用して、ゲートウェイ上の
フラッシュ メモリにココピーします。
en_holdmusic.wav
en_pleasewait.wav
survivability.tcl
CVPSelfService.tcl
CVPSelfServiceBootstrap.vxml

ステップ 3

次の行をゲートウェイに追加します。
service takeback flash:survivability.tcl
param icm-tbct 1

ステップ 4

CVPSelfService アプリケーションを、次のように設定します。
service [gateway application name] flash:CVPSelfService.tcl
param CVPBackupVXMLServer 10.78.26.28
param CVPSelfService-port 7000
param CVPSelfService-app [name of application on the VXML Server, exactly how it appears]
param CVPPrimaryVXMLServer 12.34.567.891

CVPSelfService は必須です。バックアップ サーバはオプションです。Tomcat アプリケー
ション サーバで、ポートを 7000 に設定します。
コマンドライン モードで、以下を設定します。
（注）

ステップ 5

call application voice load takeback
call application voice load CVPSelfService
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ステップ 6

手動で、または発信者入力を使用して動的に番号を入力して、TBCT 転送のターゲット宛先を指
定します。
a) 手動。Unified CVP VXML Server アプリケーションの SubdialogReturn ノードの [設定（Settings）]
タブ内、[発信者入力（Caller Input ）] の横に、TBCT<target_destination_number> と入力しま
す。target_destination_number には、TBCT 転送の宛先を入力します。次に例を示します。
TBCT8005551212
b) 動的。宛先は、発信者がコール中に入力した情報により動的に作成されます。[発信者入力
（Caller Input ）] 変数の横にある [代替（Substitution）] アイコンをクリックし、代替値を選択
します。次に例を示します。

フックフラッシュ リレーの設定
次の手順は、VoiceXML スクリプトから Unified CVP とともに使用するためにフックフラッシュ
リレーを設定する方法について説明します。
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手順
ステップ 1

フックフラッシュ リレー コール転送の発信ゲートウェイを設定します。

ステップ 2

次のファイルを Unified CVP VXML Server で探し、ゲートウェイのフラッシュ メモリにコピーし
ます。
en_holdmusic.wav
en_pleasewait.wav
survivability.tcl
en_0.wav en_1.wav
en_2.wav en_3.wav
en_4.wav
en_5.wav
en_6.wav
en_7.wav
en_8.wav
en_9.wav
en_pound.wav
en_star.wav

ステップ 3

次の行をゲートウェイに追加します。
service hookflash flash:survivability.tcl

ステップ 4

まだ完了していない場合は、CVPSelfService アプリケーションを設定します。
service [gateway application name] flash:CVPSelfService.tcl
param CVPBackupVXMLServer 10.78.26.28
param CVPSelfService-port 7000
param CVPSelfService-app [name of application on the VXML Server, exactly how it appears]
param CVPPrimaryVXMLServer 10.78.26.28

CVPSelfService は必須です。バックアップ サーバはオプションです。Tomcat アプリケー
ション サーバでは、ポートを 7000 に設定します。
コマンド ライン モードから次を行います。
（注）

ステップ 5

call application voice load hookflash
call application voice load CVPSelfService

ステップ 6

[設定（Settings）] タブの [発信者入力（Caller Input）] の横にある Unified CVP VXML Server アプ
リケーションの SubdialogReturn ノードで、HF8005551212 と入力し、8005551212 をフックフラッ
シュ転送の宛先に置き換えます。
ラベルは、発信者が入力した番号と Unified CVP VXML Server の代替タグを組み合わせて使用し
て動的に定義することもできます。フックフラッシュ後にスイッチが一時停止を要求する場合は、
HF と転送番号の間にカンマを挿入します。各カンマは 100 ms を表します。
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SIP REFER の設定
VoiceXML スクリプトから Unified CVP VXML Server とともに使用するために SIP REFER を設定
するには、次の手順に従います。

手順
ステップ 1

ステップ 2

実装に応じて、（ICM ルックアップを使用しない）Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）
コール フロー モデルの設定, （129 ページ）またはICM ルックアップ コール フロー モデルを使用
した VXML Server（スタンドアロン）の設定, （127 ページ）の手順を使用してゲートウェイを設
定します。
（注）
CVPSelfService アプリケーションを実行している着信ダイヤルピアは、POTS ダイヤル
ピアではなく VoIP ダイヤルピアである必要があります。
番号を手動で入力するか、または発信者入力を使用して動的に入力することにより、Call Studio
アプリケーションで REFER 転送の宛先を指定します。
a) 手動：[設定（Settings）] タブの CallerInput の横にある Unified CVP VXML Server アプリケー
ションの SubdialogReturn ノードで、RF<target_destination_number> を入力します。ここで、
target_destination_number は REFER 転送の宛先です。たとえば、RF8005551212 となります。
b) 動的：宛先はコール中に発信者が入力した情報を使用して動的に作成されます。発信者入力変
数の横にある [代替（Substitution）] アイコンをクリックし、代替値を選択します。

ステップ 3

次の設定は、REFER の発生および送信のため、survivability.tcl へのハンドオフのゲートウェイ設
定に追加する必要があります。
service takeback flash:survivability.tcl

VXML Server の設定
全般設定
VXML Server を特定し、Reporting Server と通信するプライマリ（およびオプションでバックアッ
プ）コール サーバを選択する設定を構成できます。また、Operations Console と Unified CVP VXML
Server 間のセキュア通信を有効にすることもできます。
全般設定を設定するには、[全般（General）] タブで、次の表に示すフィールド値を入力または変
更します。
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表 18：VXML Server の全般設定

フィールド

説明

デフォル 値
ト

必要な再起動

一般
[IPアドレス
VXML Server の IP アドレス
（IP Address）]

なし
有効な IP アドレス なし
（None）

ホストネーム

VXML Server のホスト名。ホス なし
ト名は、文字、0 ～ 9 の数字、 （None）
ダッシュを含めることができる
有効な DNS 名である必要があり
ます。

有効な DNS 名。大 なし
文字と小文字、0 ～
9 の数字、および
ダッシュが含まれま
す。

説明

VXML Server に関する追加の情 なし
最大 1024 文字
報を入力します。
（None）

なし

トランク グ
ループ ID
（Trunk Group
ID）

300
このオプションは、このゲート なし
ウェイと関連付けられている
（None） 1 ～ 65535
コール サーバで [ゲートウェイ
トランク レポートの有効化
（Enable Gateway Trunk
Reporting）] チェックボックス
をオンにした場合、ゲートウェ
イ トランク レポートに使用され
ます。

なし

ロケーション
ID（Location
ID）

ゲートウェイのロケーション ID なし
システムレベル設定 なし
を表示します。
（None） ロケーションに割り
当てられていない場
合は空欄

Ops Console で
のセキュア通
信の有効化
（Enable secure
communication
with the Ops
console）

Operations Server とこのコンポー なし
オンまたはオフ
ネント間のセキュア通信を有効 （None）
にする場合に選択します。デバ
イスには SSH を使用してアクセ
スし、ファイルは HTTPS を使
用して転送されます。

デバイス バー このデバイスのリリースとビル 読み取り 読み取り専用
ジョン（Device ド番号をリストします。
専用
Version）

○

なし
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フィールド

説明

デフォル 値
ト

必要な再起動

Unified CVP コール サーバ
プライマリ
Unified CVP
コール サーバ
（Primary
Unified CVP
Call Server）

N/A
VXML Server はこのコール サー なし
バのメッセージ サービスを使用 （None）
して Reporting Server と通信し、
ICM ルックアップを実行しま
す。ドロップダウン リストから
プライマリ コール サーバを選択
します。ドロップダウン リスト
には、Operations Console に追加
されたすべてのコール サーバが
含まれます。

あり：コール
サーバと
VXML Server
の再起動

バックアップ
Unified CVP
コール サーバ
（Backup
Unified CVP
Call Server）

N/A
VXML Server は、プライマリ
なし
コール サーバに到達できない場 （None）
合、このコール サーバのメッ
セージ サービスを使用して
Reporting Server と通信し、ICM
ルックアップを実行します。ド
ロップダウン リストからバック
アップ コール サーバを選択しま
す。ドロップダウン リストに
は、Operations Console に追加さ
れたすべてのコール サーバが含
まれます。

あり：コール
サーバと
VXML Server
の再起動

構成時の設定
Unified CVP VXML Server のレポートと Reporting Server に対するコール アクティビティを有効に
するには、構成設定を使用します。レポートが有効になると、Unified CVP VXML Server はコール
およびアプリケーション セッションの概要データをレポートします。コールの概要データには、
コール ID、コールの開始および終了のタイム スタンプ、ANI、およびダイヤル番号識別サービス
（DNIS）が含まれます。アプリケーション セッション データには、アプリケーション名、セッ
ション ID、およびセッション タイムスタンプが含まれます。
詳細レポートを選択した場合、要素のアクセス履歴、要素内のアクティビティ、要素変数、要素
の終了状態などの Unified CVP VXML Server アプリケーションの詳細がレポートされます。Unified
Call Studio アプリケーションの [ログに追加（Add to Log）] 要素設定セクションで追加するカスタ
マイズ値は、レポート データにも含まれます。また、レポートに含めるデータと除外するデータ
を定義するレポート フィルタも作成できます。
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VXML Server で構成設定を追加するには、[設定（Configuration）] タブで、次の表に示すフィール
ド値を入力または変更します。
表 19：VXML Server の構成設定

フィールド

説明

デフォル 値
ト

必要な再起動

設定（Configuration）
この Unified CVP
VXML Server のレ
ポートを有効にす
る（Enable
Reporting for this
Unified CVP VXML
Server）

VXML Server が Reporting
オン
Server にデータを送信する
かどうかを示します。この
チェックボックスがオフに
すると、Reporting Server に
データが送信されず、レ
ポートに VXML アプリケー
ション データが含まれませ
ん。

オンまたはオフ

なし

VXML アプリケー VXML アプリケーション詳 オフ
ションの詳細のレ 細をレポートするかどうか
ポートを有効にす を示します。
る（Enable
Reporting for VXML
Application
Details）

オンおよびオフ

なし

メッセージの最大 フェールオーバーが発生し
数（Max. Number of た場合にファイルに保存さ
Messages）
れるレポーティング メッ
セージの最大数を定義しま
す。（空きディスク領域の
量に制限されます）。

N/A

N/A

100,000

QoS
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フィールド

説明

デフォル 値
ト

QoS レベルの選択
（Select QoS
Level）

VXML Server の伝送品質お cs3
よび利用可能なサービスの
レベル。
詳細は、『Implementing
Quality of Service Policies with
DSCP』（ドキュメント ID：
10103）（http://
www.cisco.com/en/US/tech/
tk543/tk757/technologies_tech_
note09186a00800949f2.shtml）
を参照してください。

必要な再起動

ドロップダウン リス ○
トには次の値が含ま
れます。af11、
af12、af13、af21、
af22、af23、af31、
af32、af33、af41、
af42、af43、cs1、
cs2、cs3、cs4、cs5、
cs6、cs7、default、
および ef。

VXML アプリケーションの詳細：フィルタ（VXML Applications Details: Filters）
包含フィルタ
レポート データに含めるア なし
（Inclusive Filters） プリケーション、要素タイ （None）
プ、要素名、要素フィール
ド、および ECC 変数のリス
ト。

セミコロンで区切ら ○
れたテキスト文字列
のリスト。リストの
各要素内ではワイル
ドカード文字のアス
タリスク（*）を使
用できます。
フィルタ構文および
ルールについては、
包含および排他
VXML レポート
フィルタ, （145 ペー
ジ）を参照してくだ
さい。
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フィールド

説明

デフォル 値
ト

排他フィルタ
レポート データから除外す なし
（Exclusive Filters） るアプリケーション、要素 （None）
タイプ、要素名、要素
フィールド、および ECC 変
数のリスト。

必要な再起動

セミコロンで区切ら ○
れたテキスト文字列
のリスト。リストの
各要素内ではワイル
ドカード文字のアス
タリスク（*）を使
用できます。
フィルタ構文および
ルールについては、
包含および排他
VXML レポート
フィルタ, （145 ペー
ジ）を参照してくだ
さい。

デバイス プールへの VXML Server の追加
[デバイスプール（Device Pool）], （119 ページ） およびデバイス プールのデバイスの追加または
削除, （120 ページ） を参照してください。

インフラストラクチャ サービス設定
インフラストラクチャ設定を設定するには、[インフラストラクチャ（Infrastructure）] タブで、次
の表に示すフィールド値を入力または変更します。
表 20：VXML Server のインフラストラクチャ設定

フィールド

説明

デフォ
ルト

値

必要な再起動

設定：スレッド管理（Configuration: Thread Management）
最大スレッド数 VXML Server Java 仮想マシン 300
（Maximum
の最大スレッド プールのサイ
Threads）
ズ。

100 ～ 1000

○

詳細設定（Advanced）
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フィールド

説明

デフォ
ルト

値

必要な再起動

統計集約間隔
（Statistics
Aggregation
Interval）

VXML Server が統計情報を公
開する間隔。

30 分

10 ～ 1440 分

○

1 ～ 100 MB

○

ログファイルのプロパティ（Log File Properties）
ログ ファイル
の最大サイズ
（Max Log File
Size）

新しいログ ファイルが作成さ 10 MB
れるまでのログ ファイルの最
大サイズをメガバイト単位で
入力します。ログ ファイル名
は、CVP.DateStamp.SeqNum.log
の形式に従います。
例：CVP.2006-07-04.00.log
午前零時ごとに、新しい日付
スタンプで新しいログ ファイ
ルが自動的に作成されます。
また、ログ ファイルがログ
ファイルの最大サイズを超過
すると、次のシーケンス番号
が付いた新しいファイルが作
成されます。たとえば、
CVP.2006-07-04.00.log が 5 MB
に達すると、
CVP.2006-07-04.01.log が自動
的に作成されます。
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フィールド

説明

ログ ディレク
トリの最大サイ
ズ（Max Log
Directory Size）

VXML Server ログ ファイルを 20,000
含むディレクトリの最大サイ MB
ズを入力します。
（注）

デフォ
ルト

デフォルト値を下回
る設定に値を変更す
ることにより、ログ
がすぐにロールオー
バーされる場合があ
ります。この結果、
ログ エントリが失わ
れ、トラブルシュー
ティングに影響を及
ぼす可能性がありま
す。

値

必要な再起動

500 ～ 500000 MB

○

• [ログ ファイルの
最大サイズ（Max
Log File Size）] の
値は、[ログ ディ
レクトリの最大サ
イズ（Max Log
Directory Size）]
より小さい必要が
あります。
• [ログ ファイルの
最大サイズ（Max
Log File Size）] の
値は、1 より大き
い必要がありま
す。
• [ログ ディレクト
リの最大サイズ
（Max Log
Directory Size）]
または [ログ ファ
イルの最大サイズ
（Max Log File
Size）] の値は、
5000 以下にする
必要があります。

設定：プライマリ Syslog 設定（Configuration: Primary Syslog Settings）
[プライマリ
Syslogサーバ
（Primary Syslog
Server）]

CVP アプリケーションから
なし
有効な IP アドレスま
syslog イベントを送信するプラ （None） たはホスト名。
イマリ Syslog サーバのホスト
名または IP アドレス。

プライマリ
プライマリ Syslog サーバの
Syslog サーバの ポート番号。
ポート番号
（Primary Syslog
Server Port
Number）

なし

なし
使用可能なポート番
なし
（None） 号。有効なポート番号
は 1 ～ 65535 の整数で
す。
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フィールド

説明

プライマリ
バックアップ
Syslog サーバ
（Primary
Backup Syslog
Server）

Syslog サーバが到達不可のと なし
有効な IP アドレスま
きに CVP アプリケーションか （None） たはホスト名。
ら syslog イベントを送信する
プライマリ バックアップ
Syslog サーバのホスト名また
は IP アドレス。

プライマリ
プライマリ バックアップ
バックアップ
Syslog サーバのポート番号。
Syslog サーバの
ポート番号
（Primary
Backup Syslog
Server Port
Number）

デフォ
ルト

値

必要な再起動
なし

なし
使用可能なポート番
なし
（None） 号。有効なポート番号
は 1 ～ 65535 の整数で
す。

設定：セカンダリ Syslog 設定（Configuration: Secondary Syslog Settings）
[セカンダリ
syslogサーバ
（Secondary
Syslog Server）]

CVP アプリケーションから
なし
有効な IP アドレスま
syslog イベントを送信するセカ （None） たはホスト名。
ンダリ Syslog サーバのホスト
名または IP アドレス。

セカンダリ
セカンダリ Syslog サーバの
Syslog サーバの ポート番号。
ポート番号
（Secondary
Syslog Server
Port Number）
セカンダリ
バックアップ
Syslog サーバ
（Secondary
Backup Syslog
Server）

なし
使用可能なポート番
なし
（None） 号。有効なポート番号
は 1 ～ 65535 の整数で
す。

Syslog サーバが到達可能でな なし
有効な IP アドレスま
いときに CVP アプリケーショ （None） たはホスト名。
ンから syslog イベントを送信
するセカンダリ バックアップ
Syslog サーバのホスト名また
は IP アドレス。
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フィールド

説明

デフォ
ルト

セカンダリ
セカンダリ バックアップ
バックアップ
Syslog サーバのポート番号。
Syslog サーバの
ポート番号
（Secondary
Backup Syslog
Server Port
Number）

値

必要な再起動

なし
使用可能なポート番
なし
（None） 号。有効なポート番号
は 1 ～ 65535 の整数で
す。

VoiceXML サービス
VoiceXML サービスは、レポート サービスに Unified ICME コール制御機能とデータを提供しま
す。
VoiceXML サービス
• スタンドアロン モードにコール制御機能を提供するコール サーバの外側に存在します。
• VXML Server と、レポート サービスにデータを供給する ICM サービス間の接続です。
• ICM ルックアップの展開を伴うスタンドアロン モードでは、次のように動作します。
◦ VXML Server および ICM サービスとインタラクトして、コール制御の一部を行います。
◦ VXML Server およびレポート サービスとインタラクトして、レポート データベースへ
の入力を行います。

（注）

詳細については、Unified ICME にデータを渡す, （193 ページ）を参照してください。

VXML Server のレポート
VXML Server でのユーザ インタラクション全体に対する仮想的制御から Unified CVP マイクロア
プリケーションと同様の規模での個々のインタラクション実行まで、VXML Server アプリケーショ
ンは広範なパラダイムで機能することができます。これら両端の間で特定のトランザクションを
実行するよう VXML Server アプリケーションを設計できます。たとえば、銀行業務アプリケー
ションでは、残高転送または電話請求書支払いを正常に完了するために必要なすべてのユーザ イ
ンタラクションでトランザクションを構成することができます。特定のタイプのトランザクショ
ンを選択するためにユーザが使用できる高度なメニューは、メニューやメディア再生などの標準
の Unified CVP マイクロアプリケーションを使用して、Unified ICME ルーティング スクリプトに
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より制御されます。特定のトランザクション タイプを選択したら、Unified ICME ルーティング ス
クリプトで VoiceXML マイクロ アプリケーションを発行し、そのトランザクション タイプを導入
するための適切な VXML Server を起動します。VXML Server アプリケーションが終了すると、制
御はさらなるメニューのために Unified ICME ルーティング スクリプトに戻ります。通常、トラン
ザクションに関する監査情報が返され、これを Unified ICME データベースに保存できます。ま
た、トランザクションが正常に実行されたか、またはエージェントに転送またはキューイングす
る必要があるかなどが決定されます。
Unified ICME の VRU 進行状況レポート機能は常に有効になっていますが、このトランザクション
指向の設計が使用されている場合、VXML Server アプリケーションは最も効果的に報告されます。
顧客は、トランザクションのタイプごとに Unified ICME コールタイプを定義し、VXML Server か
ら返された監査情報を使用して Unified ICME の VRUProgress 変数を設定する方法を決定します。
選択した設定により、CallTypeHalfHour テーブルの [VRU レポートの集約（aggregate VRU reporting）]
フィールドでトランザクションをカウントする方法が指定されます。
VRU レポートの拡張機能については、Unified ICME 6.0(0) オンライン ヘルプに記載されていま
す。

スタンドアロン コール フロー モデルのレポートの有効化
手順
ステップ 1

VXML Server スタンドアロン コール フロー モデルの設定, （15 ページ）のステップ 1 および 2
を実行します。

ステップ 2

Call Studio でロガーを有効にします。
Call Studio を使用してロガーを設定する方法については、User Guide for Cisco Unified CVP VXML
Server and Unified Call Studio を参照してください。

ステップ 3

コール サーバを設定します。
コール サーバの設定の詳細については、次を参照してください： コール サーバの設定, （89 ペー
ジ）

ステップ 4

VXML Server を設定します。
a) Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [VXML Server] の順に選択し、
VXML Server を関連付けられたプライマリ コール サーバに追加します。
b) この VXML Server のレポートを有効にするには、Operations Console で [設定（Configuration）]
タブを選択し、[この VXML Server のレポートを有効にする（Enable Reporting for this VXML
Server）] を選択します。
c) 適切なフィルタリングを追加します。
VXML Server の設定の詳細については、次を参照してください： VXML Server の設定, （126 ペー
ジ）

ステップ 5

[保存して展開（Save and Deploy）] をクリックします。

ステップ 6

VXML Server で Call Studio アプリケーションを展開します。
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（注）

ステップ 7

デフォルトでは、新しい Call Studio アプリケーションが作成されて VXML Server に展
開されると、CVPSNMPLogger が有効になります。

Reporting Server を設定します。
a) Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP Reporting Server] > [全般
（General）] タブの順に選択し、Reporting Server を設定します。
b) この Reporting Server に関連付けるコール サーバを選択します。
c) レポーティング プロパティのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
詳細については、『Reporting Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』を参照してください。

ステップ 8

[保存して展開（Save and Deploy）] をクリックします。

包含および排他 VXML レポート フィルタ
包含および排他 VXML フィルタを使用して、Unified CVP VXML Server から Reporting Server に送
信するデータを制御します。
データ フィード制御は、次の目的で重要です。
• レポート データベースのスペースを節約する。
• メッセージング通信の帯域幅を維持する。

VXML の包含および排他フィルタのルール
• フィルタは、大文字と小文字が区別されます。
• デフォルトでは、Start、End、Subdialog_Start および Subdialog_End 要素以外のすべての項目
は、それらが包含フィルタに追加されている場合を除き、レポーティング データからフィル
タ処理されています。Subdialog_Start および Subdialog_End 要素は、レポートが Unified CVP
VXML Server で無効になっている場合を除き、レポーティング データからフィルタ処理され
ることはありません。
• 排他フィルタは、包含フィルタよりも優先されます。たとえば、アプリケーション名が排他
フィルタにある場合、そのアプリケーションの項目は、特定のフィールドや要素が包含フィ
ルタにリストされていても、レポート データから除外されます。
• 包含/排他フィルタは次のいずれかの構文をとります。
• Appname.ElementType.ElementName.FieldName
• AppName.*.*.SESSION:Varname
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（注）

この構文はセッション変数を示します。

• フィルタの各項目を区切るには、セミコロン（;）を使用します。たとえば、ElementA
ElementB

;

は有効です。

• 単一のワイルドカード（*）は、アプリケーション名、要素タイプ、要素名、またはフィー
ルド名内の任意の場所に使用します。
• 英数字、アンダースコア、および余白文字を含む要素タイプ、要素名、およびフィールド名
を作成します。
• スペースがなく、英数字およびアンダースコアを含むアプリケーション名を使用します。た
とえば、A_aa.B_bb.*C_cc_DD.E_ee_F* は有効です。

VXML フィルタ ワイルドカード照合の例
表 21：例：VXML フィルタ ワイルドカード照合

フィルタ

照合の対象

MyApplication.voice.*.*

MyApplication のすべての音声要素を照合します。

*.voice.*.*

すべてのアプリケーションのすべての音声要素を照合し
ます。

MyApplication.*.*.var*

文字列 var で始まる MyApplication のすべてのフィールド
と照合します。

MyApplication.*.*.*3

3

で終わる MyApplication のすべてのフィールドと照合し
ます。

MyApplication.*.*.SESSION:Company MyApplication の Company のセッション変数と照合しま
す。

包含および排他 VXML レポート フィルタの設定
手順
ステップ 1

[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP VXML Server] の順に選択します。
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[Unified CVP VXML Server の検索、追加、削除、編集（Find, Add, Delete, Edit Unified CVP VXML
Servers）] ウィンドウが開きます。
ステップ 2

VXML Server を検索します。

ステップ 3

一致するレコードのリストから、編集する Unified CVP VXML Server を選択します。

ステップ 4

[編集（Edit）] をクリックします。
[Unified CVP VXML Server 設定（Unified CVP VXML Server Configuration）] ウィンドウの [全般
（General）] タブが開きます。

ステップ 5

[設定（Configuration）] タブを選択して、Unified CVP VXML Server のプロパティを設定します。

ステップ 6

[VXML アプリケーションの詳細：フィルタ（VXML Applications Details: Filters）] ペインで、
Reporting Server に送信されるデータに含める VXML 要素を定義する包含フィルタを入力します。

ステップ 7

（任意） 包含フィルタで指定された一部のデータを除外する排他フィルタを入力します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックして Operations Console データベースの設定を保存するか、[保存して展
開（Save & Deploy）] をクリックして Unified CVP VXML Server に加えた変更を保存して適用しま
す。

ステップ 9

VXML Server とプライマリおよびバックアップ コール サーバを再起動します。

VXML Server の QOS
QoS（Quality of Service）は、ネットワーク（またはインターネットワーク）の送信品質およびサー
ビス可用性の評価尺度です。

（注）

QoS 基準の定義の詳細については、『Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide』
を参照してください。

ポリシーベース QoS の作成
ここでは、ポリシーベース QoS を作成する方法を説明します。
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手順
ステップ 1

Windows 2012 R2 Standard Edition サーバ上の ローカル グループ ポリシー エディター で、[コン
ピュータの構成] > [Windows の設定] の順に選択します。

ステップ 2

[グループ ポリシー オブジェクト エディター] ウィンドウで、[ポリシー ベースの QoS] ノードを
右クリックし、[新しいポリシーの作成] をクリックします。

ステップ 3

[ポリシー ベースの QoS] ウィザードで、ポリシー名を指定します。DSCP 値を指定し、[次へ] を
クリックします。

ステップ 4

すべてのアプリケーションを選択して、[次へ] をクリックします。

ステップ 5

[すべての発信元 IP アドレス] および [すべての宛先 IP アドレス] チェックボックスをオンにし、
[次へ] をクリックします。

ステップ 6

コール サーバ QoS のポリシーの場合は、[この QoS ポリシーを適用するプロトコルを選択してく
ださい] ドロップダウン リストで、Unified CVP Operations Console の発信転送タイプで設定したプ
ロトコルと同じプロトコルを選択します。
VXML Server QoS のポリシーの場合は、[この QoS ポリシーを適用するプロトコルを選択してくだ
さい] ドロップダウン リストで、TCP を選択します。

ステップ 7

コール サーバ QoS のポリシーの場合は、[次の宛先ポート番号か範囲] チェックボックスをオンに
します。Unified CVP Operations Console の [SIP 要求発信用ポート番号（Port number for outgoing SIP
requests）] で設定したポート番号と同じポート番号を割り当てます。デフォルトでは、ポート番
号は 5060 です。
VXML Server QoS のポリシーの場合は、[次の発信元ポート番号か範囲] チェックボックスをオン
にします。ポート番号 7000 を割り当てます。

ステップ 8

[完了] をクリックします。

VXML Server と Unified ICME
ここでは、VoiceXML スクリプトと Unified ICME スクリプトとを統合する方法について説明しま
す。

VoiceXML スクリプトと Unified ICME スクリプトの統合
ここでは、Unified CVP VXML Server を Unified CVP ソリューションに統合する方法について説明
します。このプロセスには、次の作業が必要です。
• Unified CVP VXML Server 用の ECC 変数が設定されている Unified ICME スクリプトの作成。
• Unified ICME スクリプト内で実行する VRU スクリプトの作成。
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手順
ステップ 1

到達する必要がある Unified CVP VXML Server の URL（削除してポート番号）を指定します。た
とえば、次のように指定します。
http://10.78.26.28:7000/CVP/Server?application=HelloWorld
この例では、10.78.26.28 は Unified CVP VXML Server の IP アドレス、7000 はポート番号で、アプ
リケーション名は HelloWorld です。値はコロン（:）によって区切られます。
7000 は、Unified CVP VXML Server のデフォルトのポート番号です。Unified CVP VXML
Server と Tomcat の場合、Unified CVP 4.0 以降の新しいポートは 7000 です。
最初に、Unified ICME スクリプトで、media_server ECC 変数を次のように設定します。
http://10.78.26.28:7000/CVP
（注）

ステップ 2
ステップ 3

app_media_lib ECC 変数に「..」（引用符内の 2 つのピリオド）を設定します。

ステップ 4

user.microapp.ToExtVXML[0] ECC 変数に application=HelloWorld を設定します。
（注）
この例では、Unified CVP VXML Server で HelloWorld アプリケーションを実行すること
を指定しています。別のアプリケーションを実行するには、user.microapp.ToExtVXML[0]
の値を変更します。
UseVXMLParams ECC 変数に N を設定します。

ステップ 5
ステップ 6

Unified ICME スクリプト内に VRU スクリプト名の値が GS,Server,V の外部スクリプト実行ノード
を作成します。
（注）
このノードは、前のステップで設定したノードに必ずリンクしてくださ
い。
• ネットワーク VRU スクリプトで設定されているタイムアウト値は、Unified CVP VXML Server
アプリケーションのタイムアウトの長さよりも実質的に大きい必要があります。このタイム
アウトは、Unified CVP VXML Server を障害からの回復させるときのみ使用します。
• ネットワーク VRU スクリプト属性の [割り込み可能（Interruptible）] チェックボックスは常
にオンのままにします。そうしなければ、Unified CVP VXML Server アプリケーションに
キューイングされたコールは、エージェントが応対可能になってもそのキュー内に留まる可
能性があります。

ステップ 7

Unified ICME スクリプトを設定したら、Call Studio で対応する Unified CVP VXML Server スクリプ
トを設定します。
Unified CVP VXML Server スクリプトは、次の条件を満たす必要があります。
• Unified CVP Subdialog_Start 要素で始まる（Call Start 要素の直後）
• すべての戻り時に Unified CVP Subdialog_Return 要素が含まれる（スクリプトは Subdialog_Return
要素で終わる必要があります）
• Unified CVP Subdialog_Return 要素にコール入力用の値が含まれている
• レポートを有効にする場合、データ フィード/SNMP ロガーが追加されている
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Unified CVP および Unified ICME のログと Unified CVP VXML Server ログの関連付け
Unified CVP VXML Server オプションを Unified CVP ソリューションで使用する場合、URL によっ
てコール ID を Unified CVP VXML Server に渡すことにより、Unified CVP/Unified ICME ログと
VoiceXML ログを関連付けることができます。前の例で使用した URL を使用すると、URL は次の
ようになります。
http://10.78.26.28:7000/CVP/Server?application=Chapter1_HelloWorld&callid=XXXXX-XXXXX-XXXXXX-XXXXXX

（注）

（デフォルトでは）Unified CVP VXML Server は、包括モードのセッション変数として、callid
（コール GUID を含む）、_dnis、および _ani を、それらの変数が ToExtVXML アレイでパラ
メータとして設定されていない場合も、受け取ります。それらの変数が ToExtVXML アレイで
パラメータとして設定されている場合、これらの値が使用されます。これらの変数は、セッ
ション変数として VXML アプリケーションで使用することができ、Unified CVP VXML Server
ログに表示されます。この変更は、次のスクリプトで下位互換性があります。つまり、次のス
クリプトは、追加した後に変更する必要がありません。ただし、このスクリプトを削除する
と、推定で 40 バイトの ECC 変数スペースが節減されます。
ロギングを設定するには、Unified ICME スクリプトで、数式エディタを使用して ToExtVXML[1]
変数を設定します。ToExtVXML[1] 変数の値を concatenate("callid=",Call.user.media.id): に設
定します。

（注）

• 包括コール フロー モデルを使用して Unified CVP VXML Server にコールを送信する場合は、常に、
「callid」を含めます。コール ID は、Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）ソリューショ
ンでも使用できます。
• 複数の値を連結する場合は、デリミタとしてカンマを使用します。
• ICMInfoKeys の値には、"-" で区切られた RouterCallKey、RouterCallDay、および
RouterCallKeySequenceNumber を含める必要があります。
たとえば、次のようになります。
concatenate("ICMInfoKeys=",Call.RouterCallKey,"-",Call.RouterCallDay,"-",Call.RouterCallKeySequenceNumber).
詳細については、Feature Guide - Writing Scripts for Unified Customer Voice Portal を参照してください。

VXML Server のエラー コード
VXML Server アプリケーションで表示される可能性のあるエラー コードの一部を次に示します。
• エラー コード 40：システム使用不可（System Unavailable）
VXML Server が使用できない（シャットダウン、ネットワーク接続が無効など）ときに返さ
れます。
• エラー コード 41：アプリケーション エラー（App Error）
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Unified CVP VXML Server プリケーション エラー（Java 例外など）が発生したときに返され
ます。
• エラー コード 42：アプリケーションの切断（App Hangup）
Unified CVP Subdialog_Return 要素の代わりに Hang Up 要素が使用されたときに返されます。

（注）

アプリケーションが適切に設定されている場合は表示されません。

• エラー コード 43：中断（Suspended）
Unified CVP VXML Server アプリケーションが中断されたときに返されます。
• エラー コード 44：セッション不在エラー（No Session Error）
緊急のエラー（Unified CVP VXML Server アプリケーションにロードされていないアプリケー
ションが呼び出された場合など）が発生したときに返されます。
• エラー コード 45：不正なフェッチ（Bad Fetch）
Unified CVP VXML Server に不正なフェッチが発生したときに返されます。このコードは、.wav
ファイルまたは外部文法ファイルのいずれかが検出されないときに返されます。
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章

Reporting Server の設定
• Reporting Server の設定, 153 ページ
• Reporting Server 設定, 154 ページ

Reporting Server の設定
はじめる前に
• Reporting Server に関連付けるようにコール サーバを設定します。コール サーバを設定する
には、コール サーバの設定, （89 ページ）を参照してください。

（注）

コール サーバは 1 つの Reporting Server とだけ関連付けることができます。

• Unified CVP ソフトウェアのインストール時に Reporting Server とレポート データベースに関
する次の情報を取得します。
◦ Reporting Server に関連付けられているコール サーバのホスト名。
◦ レポート データベースが存在するサーバのホスト名および IP アドレス。
◦ レポート データベース ユーザのパスワード。
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手順
ステップ 1

Unified CVP Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP Reporting
Server] の順に選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックして新しい Reporting Server を追加するか、[テンプレートとし
て使用（Use As Template）] をクリックして既存のテンプレートを使用して新しい Reporting Server
を設定します。

ステップ 3

次のタブをクリックし、コール フロー モデルに基づいて設定を行います。
a) [全般（General）] タブ詳細については、全般設定, （154 ページ）を参照してください。
b) [レポート プロパティ（Reporting Properties）] タブ。詳細については、レポーティング プロパ
ティ設定, （156 ページ）を参照してください。
c) [デバイスプール（Device Pool）] タブデバイス プールの追加、削除、編集に関する詳細につい
ては、デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）を参照してください。
d) [インフラストラクチャ（Infrastructure）] タブ。詳細については、インフラストラクチャ設定,
（157 ページ）を参照してください。

ステップ 4

Reporting Server ページへの変更を展開するには、[保存して展開（Save and Deploy）] をクリック
します。Operations Server データベースに変更を保存し、後で Reporting Server を設定するには、
[保存（Save）] をクリックします。

Reporting Server 設定
全般設定
[全般（General）] タブで、Reporting Server を特定し、1 つ以上のコール サーバに関連付け、セキュ
リティを有効または無効にする設定を構成します。
表 22：Reporting Server：[全般（General）] タブ設定

フィールド

説明

値

必要な再起動

[IPアドレス
Reporting Server の IP アド なし
（IP Address）] レス。
（None）

有効な IP アド
レス

○

ホストネーム

○
有効な DNS
名。英字と 0 ～
9 の数字を含め
ることができま
す。

Reporting Server マシンのホ なし
スト名。
（None）
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フィールド

説明

デフォルト

値

必要な再起動

説明

（任意）Reporting Server の なし
テキストの説明。
（None）

最大 1024 文
字。

なし

Operations
Console でのセ
キュア通信の
有効化（Enable
Secure
Communication
with the
Operations
Console）

Operations Console と
オフ（Off） オンまたはオフ なし
Reporting Server コンポーネ
ント間のセキュア通信を有
効にする場合に選択しま
す。Reporting Server には
SSH を使用してアクセス
し、ファイルは HTTPS を
使用して転送されます。
このオプションを有効にす
るには、事前にセキュア通
信を設定する必要がありま
す。「Administration Guide
for Cisco Unified Customer
Voice Portal」を参照してく
ださい。

デバイス バー このデバイスのリリースと なし
ジョン（Device ビルド番号をリストしま
Version）
す。

なし

コール サーバ
の関連付け
（Associate Call
Servers）

コール サーバ なし
は 1 つの
Reporting Server
にのみ関連付け
ることができま
す。

Reporting Server に関連付け なし
る 1 つ以上のコール サー （None）
バを選択します。少なくと
も 1 つのコール サーバを
選択する必要があります。
このコール サーバによっ
て処理されるすべての SIP
および VXML コールの
コール データはレポート
データベースに保存されま
す。[選択済み（Selected）]
ペインにコール サーバを
追加するには、右矢印をク
リックします。

なし

[選択済み（Selected）] ペ
インからコール サーバを
削除するには、左矢印をク
リックします。
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レポーティング プロパティ設定
[Reporting Server（Reporting Properties）] タブで Reporting Server の設定を構成します。
表 23：Reporting Server：[レポーティング プロパティ（Reporting Properties）] タブの構成設定

フィールド

説明

デフォルト

範囲

必要な再起
動

設定（Configuration）
レポートの有効化 Reporting Server が関連付けられ ○
（Enable
ているコール サーバからコール
Reporting）
データを受信できるようになり
ます。

[はい（Yes）] ○
または [いいえ
（No）]

100
最大ファイル サイ データベースのフェールオー
ズ（MB）（Max. バー時にデータ フィード メッ
File Size (MB)）
セージを記録するために使用さ
れるファイルの最大サイズを定
義します。このサイズは空き
ディスク領域の容量によって制
限を受ける可能性があります。

1 ～ 250 MB

なし

af11、af12、
af13、af21、
af22、af23、
af31、af32、
af33、af41、
af42、af43、
cs1、cs2、
cs3、cs4、
cs5、cs6、
cs7、default、
ef

○

QoS
QoS レベルの選択 Reporting Server とコール サーバ default
（Select QoS
間のサービス品質（QoS）を有
Level）
効にします。
詳細は、『Implementing Quality
of Service Policies with DSCP』
（ドキュメント ID：10103）
（http://www.cisco.com/en/US/tech/
tk543/tk757/technologies_tech_
note09186a00800949f2.shtml）を
参照してください。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
156

Reporting Server の設定
デバイス プールのデバイスの追加または削除

デバイス プールのデバイスの追加または削除
手順
ステップ 1

[デバイス管理（Device Management）] メニューから、デバイス プールに追加するデバイスを選択
します。
例：

コール サーバをデバイス プールに追加するには、[デバイス管理（Device Management）] メニュー
から CVP コール サーバを選択します。
選択したタイプの既知のデバイスを一覧表示するウィンドウが表示されます。たとえば、コール
サーバを選択した場合、既知の CVP コール サーバがすべてリストされます。
ステップ 2

[デバイス プール（Device Pool）] リストからデバイス プールを選択し、[編集（Edit）] をクリッ
クします。

ステップ 3

[デバイス プール（Device Pool）] タブで次を実行します。
• [使用可能（Available）] リスト ボックスで、1 つまたは複数のデバイスを選択し、[追加
（Add）] 矢印をクリックします。追加されたデバイスは、[選択済み（Selected）] リスト ボッ
クスに表示されます。
• 追加されたデバイスを [選択済み（Selected）] ボックスから削除するには、選択して [削除
（Remove）] 矢印をクリックします。追加されたデバイスは、[選択済み（Selected）] リスト
ボックスに表示されます。

ステップ 4

[保存して展開（Save & Deploy）] をクリックします。
• Operations Console での変更を保存し、後でデバイス プールからデバイスを追加ま
（注）
たは削除するには、[保存（Save）] をクリックします。
• 一部のデバイスの編集ウィンドウでは、[保存（Save）] の代わりに [適用（Apply）]
ボタンがあります。[適用（Apply）] をクリックして設定をデバイスにコピーしま
す。

インフラストラクチャ設定
Reporting Server は、Unified CVP VXML Server、SIP サービス、および IVR サービスから受信する
レポート イベントの数についての統計情報を公開します。また、Reporting Server がレポート デー
タベースにデータを書き込む回数も公開します。Reporting Server がこれらの統計情報を公開する
間隔、ログ ファイルとディレクトリの最大サイズ、および syslog メッセージの録音に関する詳細
は、Reporting Server の [インフラストラクチャ（Infrastructure）] タブで設定できます。
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表 24：Reporting Server：[インフラストラクチャ（Infrastructure）] タブの構成設定

フィールド

説明

デフォル 値
ト

必要な再起動

設定：スレッド管理（Configuration: Thread Management）
最大スレッド数 （必須）Reporting Server Java
（Maximum
仮想マシンの最大スレッド
Threads）
プールのサイズ。

500

100 ～ 1000

○

30 分

10 ～ 1440

○

詳細設定（Advanced）
統計集約間隔
（Statistics
Aggregation
Interval）

Reporting Server は、この間隔
で統計情報を公開します。

ログファイルのプロパティ（Log File Properties）
ログ ファイル
の最大サイズ
（Max Log File
Size）

（必須）ログ ファイルの最大 10 MB
サイズ（メガバイト）。

1 ～ 100 MB。 ○

ログ ディレク
トリの最大サイ
ズ（Max Log
Directory Size）

（必須）Reporting Server ログ
ファイルを含むディレクトリ
の最大サイズ。

500 ～ 500,000 ○
MB。

（注）

デフォルト値を下回
る設定に値を変更す
ると、ログ エントリ
が失われ、トラブル
シューティングに影
響を及ぼす可能性が
あります。

20,000
MB

[ログ ファイル
の最大サイズ
（Max Log File
Size）] は、[ロ
グ ディレクト
リの最大サイ
ズ（Max Log
Directory
Size）] より小
さくなりま
す。
[ログ ディレク
トリの最大サ
イズ（Max
Log Directory
Size）] は
500,000 MB 以
下とします。
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フィールド

説明

デフォル 値
ト

必要な再起動

設定：プライマリ Syslog 設定（Configuration: Primary Syslog Settings）
[プライマリ
Syslogサーバ
（Primary Syslog
Server）]

CVP アプリケーションから
なし
有効な IP アド なし
syslog イベントを送信するプラ （None） レスまたはホ
イマリ Syslog サーバのホスト
スト名。
名または IP アドレス。

プライマリ
プライマリ Syslog サーバの
Syslog サーバの ポート番号。
ポート番号
（Primary Syslog
Server Port
Number）
プライマリ
バックアップ
Syslog サーバ
（Primary
Backup Syslog
Server）

なし
使用可能な
（None） ポート番号。
有効なポート
番号は 1 ～
65,535 の整数
です。

なし

Syslog サーバが到達不可のと なし
有効な IP アド なし
きに CVP アプリケーションか （None） レスまたはホ
ら syslog イベントを送信する
スト名。
プライマリ バックアップ
Syslog サーバのホスト名また
は IP アドレス。

プライマリ
プライマリ バックアップ
バックアップ
Syslog サーバのポート番号。
Syslog サーバの
ポート番号
（Primary
Backup Syslog
Server Port
Number）

なし
使用可能な
（None） ポート番号。
有効なポート
番号は 1 ～
65,535 の整数
です。

なし

設定：セカンダリ Syslog 設定（Configuration: Secondary Syslog Settings）
[セカンダリ
syslogサーバ
（Secondary
Syslog Server）]

CVP アプリケーションから
なし
有効な IP アド なし
syslog イベントを送信するセカ （None） レスまたはホ
ンダリ Syslog サーバのホスト
スト名。
名または IP アドレス。

セカンダリ
セカンダリ Syslog サーバの
Syslog サーバの ポート番号。
ポート番号
（Secondary
Syslog Server
Port Number）

なし
使用可能な
（None） ポート番号。
有効なポート
番号は 1 ～
65,535 の整数
です。

なし
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フィールド

説明

セカンダリ
バックアップ
Syslog サーバ
（Secondary
Backup Syslog
Server）

Syslog サーバが到達不可のと なし
有効な IP アド なし
きに CVP アプリケーションか （None） レスまたはホ
ら syslog イベントを送信する
スト名。
セカンダリ バックアップ
Syslog サーバのホスト名また
は IP アドレス。

セカンダリ
セカンダリ バックアップ
バックアップ
Syslog サーバのポート番号。
Syslog サーバの
ポート番号
（Secondary
Backup Syslog
Server Port
Number）
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デフォル 値
ト

なし
使用可能な
（None） ポート番号。
有効なポート
番号は 1 ～
65,535 の整数
です。

必要な再起動

なし

第
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章

Unified ICM の設定
• Unified ICM サーバの設定, 161 ページ
• ICM サーバの設定, 162 ページ
• スタンドアロン コール フロー モデルの ICM の設定, 163 ページ
• ICME および ICMH 向け包括コール フロー モデルの ICM の設定, 164 ページ
• コール ディレクタ コール フロー モデルの ICM の設定, 179 ページ
• VRU 専用コール フロー モデル：タイプ 8 での ICM の設定, 182 ページ
• VRU 専用コール フロー モデル：タイプ 7 での ICM の設定, 190 ページ
• Unified ICME にデータを渡す, 193 ページ

Unified ICM サーバの設定
手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified ICM] の順にク
リックします。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックします。
（注）
新しい ICM サーバを設定するために既存の ICM サーバをテンプレートとして使用する
には、使用可能な Unified ICM サーバのリストから ICM サーバを選択し、[テンプレー
トとして使用（Use As Template）] をクリックしてステップ 3 ～ 6 を実行します。
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ステップ 3

[全般（General）] タブをクリックし、フィールド値を入力します。全般設定, （162 ページ）を参
照してください。

ステップ 4

（任意） [デバイス プール（Device Pool）] タブをクリックし、Unified ICM サーバをデバイス
プールに追加します。デバイス プールへの Unified ICM の追加, （163 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

ICM サーバの設定
全般設定
Unified CVP は、Unified CCE および Unified CCX 製品に対して VoIP ルーティング サービスを提
供します。Unified ICM は、コールのルーティング先を決定するためのサービスを提供します。こ
れらのコールは、ACD、特定のエージェント、または VRU にルーティングできます。ただし、
ルーティングサービス自体は、外部ルーティングクライアントによって提供される必要がありま
す。
Unified ICM サーバは、Unified CVP の包括、コール ディレクタ、および VRU のみのコール フロー
モデルに必要です。
ICM サーバで全般設定を設定するには、[全般（General）] タブで、次の表に示すフィールド値を
入力します。
表 25：Unified ICM：[全般（General）] タブの構成設定

フィールド

説明

デフォルト

値

必要な再起動

[IPアドレス
（IP
Address）]

Unified ICM サーバの
IP アドレス

なし
（None）

有効な IP アドレス

なし

ホストネーム Unified ICM サーバの
名前

なし
（None）

有効な DNS 名。英数 なし
字、ハイフンが含まれ
ます。

説明

Unified ICM サーバに
関する追加情報

なし
（None）

最大 1024 文字

なし

デバイス管理 Unified ICM Web 設定
URL（Device アプリケーションの
Admin URL） URL。

なし
（None）

有効な URL

なし
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デバイス プールへの Unified ICM の追加
デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）を参照してください。

スタンドアロン コール フロー モデルの ICM の設定
レポートされない（つまり、コール サーバが定義されない）設定からレポート対象または ICM
ルックアップ設定に設定を変換できます。レポートのないスタンドアロン コール フロー モデル
について Unified CVP を設定している場合、定義した VXML Server のバージョンをコール サーバ
と関連付けることはできません。この VXML Server の定義は、レポートおよび ICM ルックアップ
に必要です。したがって、既存の VXML Server の定義を削除し、ステップ 4 から開始して、コー
ル サーバ、Reporting Server、および ICM ルックアップ設定の手順を取り入れます。
バリエーション

該当する手順

レポート

ステップ 2、5、および 6

レポートなし

N/A

ICM ルックアップ

ステップ 1 ～ 7

すべてのバリエーション

ステップ 1

手順
ステップ 1

Cisco Unified Call Studio を使用してアプリケーションを作成し、zip ファイルとして展開します。
• ICM ルックアップの場合、ReqICMLabel Element を使用します。この要素には、エ
（注）
ラー（error）と完了（done）の 2 つの終了状態があります。完了（done）状態は、
転送要素に接続し、ReqICMLabel Element によって参照される ReqICMLabel に発信
者を転送する必要があります。
• ReqICMLabel Element の詳細については、『Element Specifications for Cisco Unified
CVP VXML Server and Unified Call Studio』を参照してください。
• Unified Call Studio については、『User Guide for Cisco Unified CVP VXML Server and
Unified Call Studio』を参照してください。

ステップ 2

ロギングをイネーブルにします。
Unified Call Studio を使用したロガーの設定の詳細については、『User Guide for Cisco Unified CVP
VXML Server and Unified Call Studio』を参照してください。

ステップ 3

SNMP モニタリングでは CVPSNMPLogger を有効にします。
（注）
デフォルトで、CVPSNMPLogger は、新しい Unified Call Studio アプリケーションを作成
し、VXML Server に展開したときに有効になります。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
163

Unified ICM の設定
ICME および ICMH 向け包括コール フロー モデルの ICM の設定

ステップ 4

標準のコール サーバを追加して設定し、ICM サービスを有効にします。コール サーバの設定, （
89 ページ）を参照してください。

ステップ 5

VXML Server を設定します。
a) Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] > [VXML Server] の順
に選択して、プライマリ コール サーバが関連付けられた VXML Server を追加します。
b) この VXML Server のレポートを有効にするには、Operations Console で [設定（Configuration）]
タブをクリックし、[この VXML Server のレポートを有効にする（Enable Reporting for this VXML
Server）] を選択します。
c) 適切なフィルタリングを追加します。

ステップ 6

VXML Server で Call Studio アプリケーションを展開します。
a) Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [VXML Server] の順に選択しま
す。
b) VXML Server を選択し、[保存して展開（Save and Deploy）] をクリックします。

ステップ 7

ICM Script Editor を使用して、ラベルを返す Unified ICME スクリプトを作成します。
Unified ICME からラベルに加えて VXML Server に情報を転送するには、ToExtVXML 0 ～ 4 ECC
変数またはペリフェラル変数 1 ～ 10 を使用します。ToExtVXML 0 ～ 4 を使用する場合の形式に
は、セミコロン区切りの名前と値のペアを使用します。
例：
ToExtVXML0 = "company=Cisco Systems;state=MA"

VXML Server に情報を渡すには、ペリフェラル変数 1 ～ 10 を使用します。これらの変数の値はそ
のまま取得されます。
ラベルを返す Unified ICME スクリプトの作成については、Unified ICME のマニュアルを参照して
ください。
ReqICMLabel 要素の使用については、Unified ICME にデータを渡す, （193 ページ）を参照してく
ださい。

ICME および ICMH 向け包括コール フロー モデルの ICM
の設定
手順
ステップ 1

ネットワーク VRU を定義し、インスタンスを作成し、顧客を定義します。
a) Unified ICME または NAM では、ICM Configuration Manager で、Network VRU Explorer ツール
を選択し、VRU レッグのネットワーク VRU と各コール サーバのラベルを定義します。
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b) Cisco Intelligent Contact Manager（CICM）のみでは、ICM Configuration Manager で、Network
VRU Explorer ツールを選択し、NAM に到達するための VRU レッグとラベルについてネット
ワーク VRU を定義します。
ステップ 1（a）および 1（b）の場合、次の値を入力します。
• タイプ（Type）：10
• 名前（Name）：<Network VRU Name>。例：cvp
• スイッチ レッグを処理している各 Unified CVP コール サーバのラベルを定義します。
◦ ラベル（Label）：<Network Routing Number>
◦ タイプ（Type）：標準（Normal）
◦ Unified ICME または NAM のルーティング クライアント（Routing client for Unified ICME
or NAM）：ドロップダウン リストから、そのコール サーバ ペリフェラル用に設定され
たルーティング クライアントを選択します。
◦ CICM のみのルーティング クライアント（Routing client for CICM only）：ドロップダウ
ン リストから、INCRP ルーティング クライアントを選択します。
NAM と CICM のネットワーク VRU ラベルは同じである必要があります。同様に、NAM
と CICM のネットワーク VRU 名も同じである必要があります。

（注）

ステップ 2

ICM VRU ラベルを設定します。

ステップ 3

ICM Configuration Manager で、スイッチ レッグのネットワーク VRU とペリフェラル ゲートウェ
イを定義します。
Unified ICMH で、NAM と CICM の Network VRU Explorer ツールで、各 Unified CVP コール サー
バまたは NIC ルーティング クライアントに対して 1 つのラベルを定義します。
（注）

VRU レッグのステップ 1 で定義したのと同じタイプ 10 ネットワーク VRU を使用しま
す。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。
ステップ 4

INCRP NIC のクライアント タイプを設定します。CICM で、ICM Configuration Manager の NIC
Explorer ツールで、INCRP NIC のクライアント タイプを設定します。[クライアント タイプ（Client
Type）] を [VRU] として選択します。

ステップ 5

INCRP を使用する VRU を定義します。CICM の ICM Configuration Manager の Network VRU Explorer
ツール：
a) ルーティング クライアントとして INCRP を使用するラベルにより、ネットワーク VRU を定
義します。
次を指定します。
• タイプ（Type）：10
• 名前：<name of Unified CVP VRU>

例：

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
165

Unified ICM の設定
ICME および ICMH 向け包括コール フロー モデルの ICM の設定

cvpVRU
b) NAM ルーティング クライアントのラベルを定義します。
次を指定します。
• タイプ（Type）：標準（Normal）
• ラベル（Label）：<Network Routing Number>
• ルーティング クライアント（[優先するネットワーク転送（Network Transfer Preferred）]）：
INCRP NIC
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。
ステップ 6

ペリフェラル ゲートウェイを設定します。
NAM の ICM Configuration Manager、PG Explorer ツールで、Unified CVP のペリフェラル ゲート
ウェイ（PG）を設定します。各 Unified CVP コール サーバに対し、次のように PG を設定します。
ツリー ビュー ペインで、適切な PG を選択します。
[論理コントローラ（Logical Controller）] タブ：
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 名前（Name）：この PG のわかりやすい名前
例：特定のロケーションのサイド A の場合は <location>_A
[周辺機器（Peripheral）] タブ：
• ペリフェラル名（Peripheral Name）：この Unified CVP ペリフェラルのわかりやすい名前。
例：<location>_<cvp1> または <dns_name>
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• [ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）] チェックボックスをオンにします。
[詳細（Advanced）] タブ：ネットワーク VRU フィールドのドロップダウン リストから Unified
CVP VRU の名前を選択します。例：cvpVRU
[ルーティング クライアント（Routing Client）] タブ：
• 名前（Name）：慣例として、周辺機器と同じ名前を使用します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• Unified ICMH 環境で CICM を設定する場合は、次の手順を実行してください。
◦ [ネットワーク転送優先（Network Transfer Preferred）] チェックボックスをオンにしない
でください。
◦ ルーティング クライアント（[優先するネットワーク転送（Network Transfer
Preferred）]）：INCRP NIC
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ステップ 7

Unified ICME または NAM の ICM Configuration Manager、システム情報ツールでデフォルトのネッ
トワーク VRU を定義します。
a) Unified ICME または CICM 単独 で、デフォルトのネットワーク VRU を定義します。
デフォルトのネットワーク VRU：<Network VRU Name> を定義します。例：cvpVRU
b) NAM にルーティング スクリプトが存在する場合は、デフォルトのネットワーク VRU を定義
します。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。

ステップ 8

Unified ICME または Unified ICMH サーバで、ICM Configuration Manager により、ダイヤル番号、
コール タイプ、およびお客様を設定します。
a) [ダイヤル番号リスト ツール（Dialed Number List Tool）] タブ：ダイヤル番号を設定します。
b) [コール タイプ リスト ツール（Call Type List tool）] タブ：コール タイプを設定します。
c) [ICM インスタンス エクスプローラ ツール（ICM Instance Explorer tool）] タブ：該当する顧客
を設定します。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。

ステップ 9

1 つまたは複数のコール サーバをインストールして設定します。
Operations Console にログインし、以下のステップを実行します。
a) コール サーバで ICM および SIP サービスを有効にします。
• Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP コール サー
バ（Unified CVP Call Server）] の順にクリックします。
• [ICM] および [SIP] チェックボックスをオンにします。
b) [デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP コール サーバ（Unified CVP Call Server）]
> [SIP] の順にクリックします。SIP サービスを設定します。
• SIP プロキシ サーバを使用している場合、発信プロキシを有効にして、SIP プロキシ サー
バを選択します。
[SIP] タブを選択し、次の値を設定します。
◦ 発信プロキシの有効化（Enable Outbound Proxy）：はい（Yes）
◦ 発信プロキシのホスト（Outbound Proxy Host）：ドロップダウン リストから選択し
ます。
◦ SIP プロキシ サーバ自体でローカル スタティック ルートを設定します。
• SIP プロキシ サーバを使用していない場合は、Operations Console で [ダイヤル番号パター
ン（Dialed Number Pattern）] システム設定を使用してローカル スタティック ルートを設
定します。ローカル スタティック ルートは、SIP エンドポイントがコールを受信できる
ように、各 SIP ゲートウェイまたは自動着信呼分配（ACD）で設定する必要があります。
ローカル スタティック ルート、ダイヤル番号（DN）：宛先のダイヤル番号パターンを指
定します。
有効な番号パターンは次の文字を含めます。
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◦ 任意の位置の 1 桁のワイルドカード照合にはピリオドまたは X の文字を使用します。
◦ DN の終端の 0 個以上の番号には、大なり（>）、アスタリスク（*）、または感嘆符
（!）をワイルドカードとして使用します。
◦ ワイルドカード照合に T の文字は使用しないでください。
◦ ダイヤル番号は 24 文字以内にする必要があります。
◦ ダイヤル番号に関する有効な形式および優先情報については、ダイヤル番号の有効
な形式, （115 ページ）を参照してください。
例：9>（エラーは 9292、呼出音は 9191）
詳細については、SIP デバイスの設定, （201 ページ）およびSIP ダイヤル番号パターン
マッチング アルゴリズム, （8 ページ）を参照してください。
次のスタティック ルート設定は、最も明示されないルートが最後に現れる必要があるた
め、正しくありません。コールのロード バランシングまたはフェールオーバーには DNS
SRV ドメイン名が必要で、DN パターンが同じ複数のルートではなく、SRV ドメイン名
への単一ルートが必要です。
正しくない例：
1>,10.2.6.1
2>,10.2.6.2
3>,10.2.6.20
2229191>,10.2.6.241
2229292>,10.2.6.241
2229191>,10.2.6.242
2229292>,10.2.6.242
2>,ccm-subscribers.cisco.com
3>,ccm-subscribers.cisco.com

正しいスタティック ルート設定の例：
22291>,cvp-ringtone.cisco.com
22292>,cvp-error.cisco.com
1>,ccm-subscribers.cisco.com
2>,ccm-subscribers.cisco.com
3>,ccm-subscribers.cisco.com

（注）

“91919191>” パターンはダイヤル番号 “91919191” とは一致しませ
ん。

• SIP サービスのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
c) ICM サービスを設定します。[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP
Call Server）] > [ICM] タブの順に選択し、[DNIS の最大長（Maximum Length of DNIS）] フィー
ルドにネットワーク ルーティング番号の長さを入力します。
例：1800****** のゲートウェイ ダイヤル パターンの場合、DNIS の最大長は 10 です。
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Unified CVP スイッチ レッグに関する一般的な Unified ICMH の設定
手順
ステップ 1

NAM の ICM Configuration Manager の Network VRU Explorer ツールで次を行います。
a) Unified CVP のネットワーク VRU を、タイプを 10、名前を cvpVRU として定義します。
b) ラベルを割り当てます。Unified CVP または NIC ルーティング クライアントごとに 1 つのラベ
ルを定義します。タイプを [ノーマル（Normal）]、ラベルをネットワーク ルーティング番号と
して選択します。

ステップ 2

クライアント タイプを設定します。
CICM で、ICM Configuration Manager を使用して、NIC Explorer ツールで次を行います。
• INCRP NIC の [ルーティング クライアント（Routing Client）] タブを選択します。
• [クライアント タイプ（Client Type）] を VRU と入力します。

ステップ 3

ネットワーク VRU を定義します。
CICM で、ICM Configuration Manager、Network VRU Explorer ツールを使用して、ルーティング
クライアントとして INCRP を使用するラベルを使用してネットワーク VRU を定義します。
次を入力します。
• タイプ（Type）：10
• 名前（Name）：cvpVRU
• NAM ルーティング クライアントに 1 つのラベルを定義します。
◦ ラベル（Label）：ネットワーク ルーティング番号
◦ タイプ（Type）：標準（Normal）
◦ ルーティング クライアント（[優先するネットワーク転送（Network Transfer
Preferred）]）：INCRP NIC

ステップ 4

ペリフェラル ゲートウェイ（PG）を定義します。
NAM で、ICM Configuration Manager、PG Explorer ツールを使用して、各 PG に接続されるスイッ
チ レッグに使用されるように各 ICM サービスのペリフェラル ゲートを設定します。
この PG に接続された Unified CVP ICM サービスごとに、ツリー ビュー ペインで該当する PG を
選択します。
[論理コントローラ（Logical Controller）] タブで次を入力します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 名前（Name）：この PG のわかりやすい名前。
例：特定のロケーションのサイド A の場合は <location>_A。
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[周辺機器（Peripheral）] タブで次を入力します。
• ペリフェラル名（Peripheral Name）：この Unified CVP ペリフェラルのわかりやすい名前。
例：<location>_<cvp1> または <dns_name>
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• [ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）] チェックボックスをオンにします。
[詳細（Advanced）] タブで、ネットワーク VRU フィールドのドロップダウン リストから
cvpVRU の名前を選択します。
[ルーティング クライアント（Routing Client）] タブで次を入力します。
• 名前（Name）：慣例として、周辺機器と同じ名前を使用します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• [ネットワーク転送優先（Network Transfer Preferred）] チェックボックスをオンにしないでく
ださい。

Unified CVP の ECC 変数の定義
Unified ICME/ICMH と情報を交換するために Unified CVP で使用する ECC 変数を設定します。

手順
ステップ 1

ICM Configuration Manager で、[ツール（Tools）] > [その他のツール（Miscellaneous Tools）] > [シ
ステム情報（System Information）] の順に選択し、[拡張コールコンテキストを有効にする（Enable
expanded call context）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 2

ICM Configuration Manager で、[ツール（Tools）] > [リスト ツール（List Tools）] > [拡張コール変
数リスト（Expanded Call Variable List）] の順に選択します。

ステップ 3

[拡張コール変数リスト（Expanded Call Variable List）] ウィンドウで、[取得（Retrieve）] をクリッ
クして [追加（Add）] ボタンを有効にします。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。
[属性（Attributes）] プロパティ タブが有効になります。

ステップ 5

各変数を定義したら、[保存（Save）] をクリックし、次の表に示す各変数を作成します。
（注）
[拡張コール変数リスト（Expanded Call Variable List）] ツールでいずれかの ECC 変数の
設定を変更する場合は、Unified CVP コール サーバを停止して再起動します。
注意
次の表に記載されている ECC の 名前の値は、指定されているとおりに正確に入力するこ
とが重要です。そうでない場合、Unified ICME/ICMH ソフトウェアは、ICM サービスでマ
イクロ アプリケーションと通信しません。
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長さ の値は、柔軟に設定できます。次の表に示された値に「必須」と書かれていない場合、「長
さ」列の値は、Unified ICMH がその ECC で処理できる最大値です。1 から最大値までの値を指定
します。
（注）

Unified ICME/ICMH 設定では、NAM で定義される ECC 変数設定は、長さを含め、CICM
で同様に定義される必要があります。
Unified CVP ICM サービスの実行中に ECC 変数の長さを変更した場合は、正しく動作す
るよう、Unified CVP ICM サービスを再起動します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックし、変更内容を適用します。

表 26：マイクロ アプリケーション ECC

[名前（Name）]

長さ

定義（Definition）

POD.ID

長さ：36

コールまたはタスクのコンテキスト
データを伝播するために、シスコ コ
ンテキスト サービスとともに使用す
る一意の ID。

user.CourtesyCallbackEnabled

Courtesy Callback を Courtesy Callback を発信者に提供すべ
使用するために必 きかどうかを確認するために使用しま
須。
す。
長さ：1

有効な値は次のとおりです。
1 = はい
0 = いいえ

user.cvp_server_info

長さ：15

Unified ICME に要求を送信している
コール サーバの IP アドレスを送信す
るために Unified CVP により使用され
ます。
例：IPv4 アドレス（192.168.150.181
など）。

user.microapp.currency

値：6

通貨タイプ。

user.microapp.error_code

値：2

スクリプト実行結果に False 戻りコー
ドがある場合に、Unified CVP から
Unified ICME/ICMH に戻されるリター
ン ステータス エラー コード。
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[名前（Name）]

長さ

定義（Definition）

user.microapp.fetchaudio

推奨される長さ：
20。ただし、長さ
はファイル名に
よって異なりま
す。

重要なネットワーク遅延がある場合に
ゲートウェイが要求されたリソースを
ロードして処理している間、VXML
ゲートウェイによって再生される必要
がある音声のファイル名。
デフォルト：なし
例：flash:holdmusic.wav
（注）

user.microapp.fetchdelay

長さ：1

この機能は Cisco VVB では
サポートされません。

user.microapp.fetchaudio により指定さ
れる、音声を再生する前に遅延フェッ
チの開始を待機する時間（秒）の長
さ。この設定は、fetchaudio の値が空
でない場合にのみ適用されます。
デフォルト：2 秒。標準のネットワー
ク シナリオで「ピッ」という音を回
避するために使用します。
この値をゼロに設定するとすぐに、少
なくとも 5 秒間、保留音楽が再生され
ます。
値：1 ～ 9
（注）

user.microapp.fetchminimum

長さ：1

この機能は Cisco VVB では
サポートされません。

user.microapp.fetchaudio により指定さ
れる、要求されているリソースが到達
している場合でも、音声を再生する最
短時間の長さ。この設定は、fetchaudio
の値が空でない場合にのみ適用されま
す。
デフォルトは 5 秒です。
値：1 ～ 9
（注）
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[名前（Name）]

長さ

定義（Definition）

user.microapp.isPostCallSurvey

長さ：1

エージェントが切断した後に、ポスト
コール調査を発信者に提供すべきかど
うかを確認するために使用します。
有効な値：「はい」として y または
Y。
「いいえ」として n または N。
デフォルト値は「はい」です。

user.microapp.locale

値：5

ロケール（原語と国の組み合わせ）。
これにより、使用する文法とプロンプ
ト セットを定義します。

user.microapp.media_server

IVR スクリプトに
必須です。
最大長：210 文字

スクリプトで使用されるすべてのメ
ディア ファイル、およびと外部文法
ファイルの URL のルート。

推奨される長さ：
30

HTTP および HTTPS スキームは次の
ように指定できます。
• HTTP スキームは
「http://<servername>」として指
定されます。
• HTTPS スキームは
「https://<servername>」として指
定されます。

user.microapp.play_data

40

Play Data マイクロ アプリケーション
のデータ用のデフォルト記憶領域。

user.microapp.sys_media_lib

10

すべてのシステムのメディア ファイ
ル、たとえば個々のディジット、月、
デフォルトのエラー メッセージなど
のディレクトリ。
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[名前（Name）]

長さ

定義（Definition）

user.microapp.app_media_lib

最大長：210 文字

すべてのアプリケーション固有のメ
ディア ファイルおよび文法ファイル
のディレクトリ。

推奨される長さ：
10

この値は、「..」（つまり、引用符内
の 2 つのピリオド）に設定することも
でき、これにより、URL パスを記述
するのに user.microapp.app_media_lib
および user.microapp.locale ECC 変数を
バイパスできます。たとえば、
user.microapp.app_media_lib を “..” に設
定すると、パスは次のように記述され
ます。
http://server/locale/../hello.wav
実際のパスは次のようになります。
http://server/hello.wav
システムおよびアプリケーション メディア ライブラリには、参照される各ロケールに
対して作成またはレコーディングされたメッセージとプロンプトのファイルが必要で
す。詳細については、Unified ICME にデータを渡す, （193 ページ）を参照してくださ
い。
user.microapp.grammar_choices
Unified ICME で設 発信者が Get Speech マイクロ アプリ
（注）

定できます。最大
長：210 文字。

ケーションに入力できる ASR 選択を
指定します。選択リストの各オプショ
ンは、スラッシュ（/）によって区切
られます。
（注）

user.microapp.inline_tts
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[名前（Name）]

長さ

定義（Definition）

user.microapp.input_type

値：1

許可される入力タイプを指定します。
有効なコンテンツは次のとおりです。
• D：DTMF
• B：（両方。デフォルト）DTMF
と音声
ASR を使用しない場合、この変数を
D に設定できます。ASR を使用する
場合は、D または B に設定できます。
（注）

input_mode を B（両方）に
設定すると、DTMF または
音声のいずれかが許可され
ますが、混合モードの入力
は許可されません。一方の
モードで入力を開始すると、
他のモードによる入力は無
視され、適用されません。

user.microapp.caller_input

Unified ICME/ICMH Get Speech で収集された ASR 入力の
で設定できます。 記憶領域。
最大長：210 文字。
（注）
Get Speech テキストの結果
は、この ECC 変数に書き込
まれます。Get Digits または
Menu マイクロ アプリケー
ションによる結果は、CED
に書き込まれます。

user.microapp.pd_tts

値：1

Unified CVP のテキスト/スピーチ
（TTS）またはメディア ファイルを発
信者に対して再生するかどうかを指定
します。
有効なコンテンツは次のとおりです。
• Y：はい。TTS 機能を使用
• N ：いいえ。TTS 機能を使用せ
ず、代わりにメディアファイル
を再生。
（注）

Play Data マイクロアプリ
ケーションでのみ使用しま
す。
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[名前（Name）]

長さ

定義（Definition）

user.microapp.UseVXMLParams

値：1

このパラメータは、外部 VoiceXML に
情報を渡す方法を指定します。このパ
ラメータを、“Y”（はい）または “N”
（いいえ）に設定します。
Y では、user.microapp.ToExtVXML 変
数配列内の値が使用されます。N で
は、user.microapp.ToExtVXML 内の
name/value ペアが外部 VoiceXML の
URL に付けられます。
デフォルト：N

user.microapp.ToExtVXML

210

この変数配列は、外部 VoiceXML ファ
イルに情報を送信します。配列の長さ
が 1 に設定されている場合も、スカ
ラー変数でなく配列変数として設定す
る必要があります。
user.microapp.ToExtVXML 変数の長さ
の詳細については、「Courtesy
Callback 用 CCE スクリプトの設定」
の項を参照してください。

user.microapp.FromExtVXML

210

この変数配列は、外部 VoiceXML ファ
イルからの情報を戻します。配列の長
さが 1 に設定されている場合も、スカ
ラー変数でなく配列変数として設定す
る必要があります。
詳細については、Unified ICME にデー
タを渡す, （193 ページ）を参照して
ください。
user.microapp.FromExtVXML 変数の長
さの詳細については、「Courtesy
Callback 用 CCE スクリプトの設定」
の項を参照してください。

user.microapp.override_cli
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[名前（Name）]

長さ

定義（Definition）

user.microapp.metadata

変数の長さは通常
62 バイトに設定さ
れますが、ECC ス
ペースが制限され
ている場合は 21 バ
イトに設定できま
す。

Menu（M）、Get Data（GD）、およ
び Get Speech（GS）マイクロアプリ
ケーションに従って、Unified CVP は
そのマイクロアプリケーションの実行
に関する情報を返します。
user.microapp.metadata ECC 変数の構造
は次のとおりです。
m|con|tr|to|iv|duratn|vruscriptname

user.microapp.uui

Unified ICME/ICMH ユーザツーユーザ情報を Unified
で設定できます。 ICME/ICMH から Unified CVP に渡し
最大長：131 文字。 （戻し）ます。

user.sip.refertransfer

オプション
最大長：1 文字。

SIP サービスは、エージェントへの転
送時に REFER を使用します。
• y：転送時に REFER を使用する
• n：転送時に REFER を使用しな
い

user.suppress.sendtovru

オプション
長さ：1

SendToVRU ノードで生成される
Temporary Connect メッセージを（明
示的または黙示的に、たとえば
Translation Route to VRU ノードを使用
して）抑制します。
Connect メッセージの直前に Temporary
Connect が生成される（つまり、Run
Script メッセージが予期されない）
コール フローで使用され、Connect が
到達する前に一時的に VRU レッグを
設定する余分なオーバーヘッドを回避
します。
有効な値は「y」または「Y」（はい。
メッセージを抑制）です。

メタデータ ECC 変数
Menu（M）、Get Data（GD）、および Get Speech（GS）マイクロアプリケーションに従って、
Unified CVP はそのマイクロアプリケーションの実行に関する情報を返します。この情報は、
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user.microapp.metadata ECC 変数で返されます。この形式は多数のサブフィールドで定義され、
それぞれ縦棒文字（「|」）で区切られます。また、サブフィールドは、レポート時、または ICM
ルーティング スクリプト内での抽出を容易にするため、長さが固定です。
user.microapp.metadata ECC 変数の構造は次のとおりです。
m|con|tr|to|iv|duratn|vruscriptname
次の表に、この変数の値を示します。
表 27：メタデータ ECC 変数値

メタデータ

ECC 変数値

m

D、V、または N：ユーザが音声（V）、DTMF（D）、またはなし（N）のい
ずれで応答したかを示します。（Menu マイクロアプリケーションの場合、
どのような 1 桁エントリも、エントリが無効なメニュー選択であった場合で
も、m が V または D に設定される結果になります）。

con

000 ～ 100：最終的に音声入力が認識されたときの ASR のパーセントの信頼
度を示します。このフィールドは、m が音声（V）の場合にのみ有効です。

tr

00 ～ 99：必要になった試行の回数を示します。01 は最初のプロンプトの後
にユーザが正常に応答したことを意味します。

変更後

00 ～ 99：発生したタイムアウトの数を示します。桁間タイムアウトは含ま
れません。

iv

00 ～ 99：桁間タイムアウトを含む、無効なエントリが受信された数を示し
ます。

duratn

000000 ～ 999999：マイクロアプリケーションの継続時間をミリ秒単位で示
します。継続時間は、IVR サービスで測定される、RunExternalScript ノード
の開始から終了までの経過時間で定義されます。

vru script name

実行された VRU スクリプトのフルネーム。これは、唯一の可変長フィール
ドです。

この ECC 変数はオプションです。これを使用する場合、Unified ICME 拡張コール コンテキスト
変数設定ツールで定義する必要があります。通常、設定する可変長は 62 バイトですが、ECC ス
ペースが制限されている場合は 21 バイトとして設定できます。この設定により vruscriptname サ
ブフィールドがドロップされます。この変数を定義する場合、その内容がすべての終了レコード
で Unified ICME データベースに書き込まれ、各入力マイクロアプリケーションの実行に関するメ
タ情報のレコードを提供するために使用できます。
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ダイヤル番号に基づく VRU の区別のための共通設定
ネットワーク VRU の設定方法に従って、すべての発信者は VRU 処理のために同じ VRU（Unified
CVP）にルーティングされます。この前提として、通常、システムのデフォルト ネットワーク
VRU を利用することは最も簡単です。ただし、ダイヤル番号に基づいて VRU（Unified CVP）を
区別することが必要なこともあります。

（注）

このセクションは、SendToVRU ノードを使用して Unified CVP の VRU レッグにコールを転送
するコール フロー モデルにのみ適用されます（トランスレーション ルート転送には適用され
ません）。
たとえば、一部のコールでは、さまざまな顧客やアプリケーションを独自の Unified CVP マシン
に割り当てる必要があります。
Unified ICME が VRU を区別するように設定するには、次のタスクを実行します。
• 複数のネットワーク VRU を設定します。
• Unified ICME の ICM インスタンス エクスプローラ ツールの ICM Configuration Manager で以
下を行います。
◦ 1 つまたは複数の顧客を設定します。
◦ 顧客が将来デフォルト以外のネットワーク VRU で使用する場合は、顧客ごとのネット
ワーク VRU を設定します。
• Dialed Number List ツールでダイヤル番号を顧客と関連付けます。
• 設定済みの各 VRU スクリプトは指定された 1 つのネットワーク VRU に固有なので、ネット
ワーク VRU ごとに別個の VRU スクリプトのセットを作成します。また、ICM ルーティング
スクリプトが正しい VRU スクリプトのセットを呼び出すことを確認します。

コール ディレクタ コール フロー モデルの ICM の設定
手順
ステップ 1

Unified CM サーバ、CCMAdmin Publisher では、次の SIP 特有の操作を実行します。
a) Unified CVP コール サーバへの SIP トランクを使用する Unified CM デバイスからの発信コール
に対してルート パターンを追加します。また、エラー DN のルート パターンも追加します。
[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルート パターン
（Route Pattern）] > [新規追加（Add New）] の順に選択し、以下を追加します。
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• ルート パターン（Route Pattern）：ルート パターンを指定します。たとえば、9+3xxx が
ダイヤルされる TDM 電話に 3XXX を指定すると、すべての Unified ICME スクリプトが
3xxx のダイヤル番号に設定されます。
• ゲートウェイ/ルート リスト（Gateway/Route List）：前のサブステップで定義した SIP ト
ランクを選択します。
（注）

ステップ 2

ウォーム転送の場合、あるエージェントから別のエージェントへのコールでは通常
SIP トランクを使用しませんが、Unified CM サーバでその発信番号に対して CTI ルー
ト ポイントを設定し、Unified CM ペリフェラル ゲートウェイの JTAPI ゲートウェイ
でその番号をペリフェラル ゲートウェイ ユーザ（PGUSER）と関連付ける必要があ
ります。代わりの方法は、CTI ルート ポイントをバイパスするために Unified ICME
でダイヤル番号プランを使用することです。

スイッチ レッグについてペリフェラル ゲートウェイを設定します。
Unified ICME の ICM Configuration Manager、PG Explorer ツールで次を行います。
a) スイッチ レッグに使用する各ペリフェラル ゲートウェイ（PG）を設定します。ツリー ビュー
ペインで、該当するペリフェラル ゲートウェイを選択し、以下を設定します。
1 [論理コントローラ（Logical Controller）] タブ：
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 名前（Name）：この PG のわかりやすい名前
例：特定のロケーションのサイド A の場合は <location>_A
2 [周辺機器（Peripheral）] タブ：
• ペリフェラル名（Peripheral Name）：この Unified CVP ペリフェラルのわかりやすい名
前
例：<location>_<cvp1> または <dns_name>
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• チェックボックスの選択：ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）
3 [ルーティング クライアント（Routing Client）] タブ：
• 名前（Name）：慣例により、ペリフェラルと同じ名前を使用します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してくださ
い。
b) 各 PG に接続されるスイッチ レッグに使用されるように各 Unified CVP コール サーバのペリ
フェラルを設定します。

ステップ 3

ダイヤル番号を設定します。
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Unified ICME または Unified ICMH サーバの ICM Configuration Manager で、次の項目を設定しま
す。
a) [ダイヤル番号リスト ツール（Dialed Number List Tool）] タブ：ダイヤル番号を設定します。
b) [コール タイプ リスト ツール（Call Type List tool）] タブ：コール タイプを設定します。
c) [ICM インスタンス エクスプローラ ツール（ICM Instance Explorer tool）] タブ：該当する顧客
を設定します。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。
ステップ 4

ルーティング スクリプトを作成します。
ICM Script Editor ツールの Unified ICME または Unified ICMH サーバ：
着信コールを処理するルーティング スクリプトを作成します。ルーティング スクリプトは Label
ノードまたは Select ノード（ラベルをただちに返すノード）を実行する必要があります。
（注）

ルーティング スクリプトでは Queue ノードを使用しないでくださ
い。
ラベルは、SIP プロキシ サーバでラベルに対応するデバイスの IP アドレスに対して設定する必要
があります。プロキシサーバはオプションです。ない場合は、コールサーバを指すようにゲート
ウェイダイヤルピアを設定します（このプロセスの最初のステップを参照）。また、コールサー
バの SIP サービスで宛先ラベルを設定する必要があります。
詳細については、『Scripting and Media Routing Guide for Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise
& Hosted』を参照してください。
ステップ 5

Operations Console で、コール サーバをインストールして設定します。
a) コール サーバで ICM および SIP サービスを有効にします。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP コール サーバ
（Unified CVP Call Server）] の順に選択します。
チェックボックスの選択：[ICM] および [SIP]
b) SIP サービスを設定します。
[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call Server）] > [SIP] タブの
順に選択します。
• SIP プロキシ サーバを使用している場合、発信プロキシを有効にして、SIP プロキシ サー
バを選択します。SIP プロキシ サーバを使用している場合、SIP プロキシ サーバ自体で
ローカル スタティック ルートを設定します。
• SIP プロキシ サーバを使用していない場合は、Operations Console で [ダイヤル番号パター
ン（Dialed Number Pattern）] システム設定を使用してローカル スタティック ルートを設
定します。ローカル スタティック ルートは、コールを受信するために各 SIP ゲートウェ
イ/ACD、SIP エンドポイントで設定する必要があります。
• SIP サービスのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
詳細については、SIP デバイスの設定, （201 ページ）およびSIP ダイヤル番号パターン マッチ
ング アルゴリズム, （8 ページ）を参照してください。
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c) DNIS の最大長をネットワーク ルーティング番号の長さに設定することにより、ICM サービス
を設定します。
• [デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call Server）] > [ICM]
タブの順に選択します。
• DNIS の最大長をネットワーク ルーティング番号の長さに設定します。
例：1800****** のゲートウェイ ダイヤル パターンの場合、DNIS の最大長は 10 です。
詳細については、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してください。

VRU 専用コール フロー モデル：タイプ 8 での ICM の設定
手順
ステップ 1

ICME および ICMH での VRU 専用コール フロー モデル タイプ 8 の設定, （63 ページ）の手順の
ステップ 1 ～ 4 を実行します。

ステップ 2

Unified ICME で、または（Unified ICMH の場合は）NAM および各 CICM で、Network VRU を定
義します。
ICM Configuration Manager で、Network VRU Explorer ツールを使用して以下を指定します。
• タイプ（Type）：8
• 名前（Name）：cvpVRU
（注）

ステップ 3

どんな名前でも動作しますが、慣例として、cvpVRU を使用します。これは、本マニュ
アルで参照されるサンプル名です。

Unified ICME で、または（Unified ICMH の場合は）各 CICM で、ペリフェラル ゲート（PG）を
設定します。
a) 各 PG を設定します。
b) 各 PG に接続された各 Unified CVP ICM サービスで、周辺機器を設定します。
ICM Configuration Manager で PG Explorer ツールを使用します。この PG に接続されている 各
Unified CVP ICM Service のツリー ビュー ペインで適用可能な PG を選択し、次の項目を設定しま
す。
[論理コントローラ（Logical Controller）] タブ：
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 名前（Name）：この PG のわかりやすい名前
例：<location>_A（特定の場所の A 側）
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[周辺機器（Peripheral）] タブ：
• ペリフェラル名（Peripheral Name）：この Unified CVP ペリフェラルのわかりやすい名前
例：<location>_<cvp1> または <dns_name>
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 次のチェックボックスを選択：ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）
[詳細設定（Advanced）] タブ：
• [ネットワーク VRU（Network VRU）] フィールドのドロップダウン リストで、名前 cvpVRU
を選択します。
[ルーティング クライアント（Routing Client）] タブ：
• 名前（Name）：慣例により、ペリフェラルと同じ名前を使用します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
ステップ 4

Unified ICME で、（または Unified ICMH の場合は）各 CICM で、各 VRU のサービスおよびルー
トを設定します。
（注）
サービス アレイも使用できます。詳細については、Unified ICME のマニュアルを参照
してください。
ICM Configuration Manager で、Service Explorer ツールを使用して以下を指定します。
• サービス名（Service Name）：cvpVRU
• ルート名（Route Name）：PeripheralName_cvpVRU
• 周辺機器番号（Peripheral Number）：2
Operations Console の [ICM] タブのコール サーバ設定での [プレルーティング済みコール サー
ビス ID（Pre-routed Call Service ID）] と一致させる必要があります。
• [ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）] チェックボックスを選択します。

ステップ 5

トランク グループを定義します。
（注）
各 VRU レッグの Unified CVP ICM サービスで、1 つのネットワーク転送グループと、1
つの関連付けされたトランク グループを設定します。
Unified ICME で、または（Unified ICMH の場合は）各 CICM で、ネットワーク トランク グルー
プを定義および設定します。
ICM Configuration Manager で、ネットワーク Trunk Group Explorer ツールを使用して次を設定し
ます。
a) ネットワーク トランク グループを特定します。
• ネットワーク トランク グループ名（Network Trunk Group Name）：このトランク グルー
プの説明的な名前
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b) VRU レッグ用の Unified CVP ICM サービスで、1 つの関連付けされたトランク グループを設定
します。
• ペリフェラル名（Peripheral Name）：このトランク グループの説明的な名前
• 周辺機器番号（Peripheral Number）：200
Operations Console の [ICM] タブのコール サーバ設定での [プレルーティング済みコール
トランク グループ ID（Pre-routed Call Trunk Group ID）] と一致させる必要があります。
• トランク数（Trunk Count）：ドロップダウン リストから [トランク データの使用（Use
Trunk Data）] を選択します。
• トランクは設定しません。
ステップ 6

トランスレーション ルートを定義します。
Unified ICME で、（または Unified ICMH の場合は）各 CICM で、各 VRU 周辺機器のトランスレー
ション ルートを定義および設定します。
Unified ICME の ICM Configuration Manager で、Translation Route Explorer ツールを使用して次を
設定します。
a) 各 VRU 周辺機器のトランスレーション ルートを定義します。次を指定します。
[トランスレーション ルート（Translation Route）] タブ：
• [名前（Name）] フィールドは、ターゲット VRU 周辺機器の名前に設定します（これは慣
例によります。この値は、企業内で一意である必要があります）。
• [タイプ（Type）] フィールドを [DNIS] に設定し、前の手順で定義したサービスを選択し
ます。
b) 各 VRU 周辺機器のトランスレーション ルートおよびラベル情報を設定します。次の手順を実
行します。
[ルート（Route）] タブ：
• [名前（Name）] を設定します。慣例として、ターゲット VRU 周辺機器の名前の後にこの
ルートが使用する DNIS を付けます（例：MyVRU_2000）。
この値は、企業内で一意である必要があります。
• [サービス名（Service Name）] ドロップダウン リストで、PeripheralName.cvpVRU を選択
します。
[ターゲット周辺機器（Peripheral Target）] タブ：
• このトランスレーション ルーティングに使用する VRU に最初に表示される DNIS を入力
します。
（注）

各 VRU 周辺機器で使用する DNIS プールは一意である必要がありま
す。

• ドロップダウン リストから、ターゲット VRU に属するネットワーク トランク グループ
を選択します。
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[ラベル（Label）] タブ：
• トランスレーション ルート ラベルを入力します（[ターゲット周辺機器（Peripheral Target）]
タブに入力した DNIS と同じでも同じでなくてもかまいません）。
• タイプ（Type）：標準（Normal）
• ルーティング クライアント（Routing Client）：NIC ルーティング クライアントを選択し
ます。
（注）

• 各 NIC ルーティング クライアント用の追加のラベルを作成します。
• プール内の各 DNIS について、[ルート（Route）]、対応する [ターゲット周辺機
器（Peripheral Target）]、および [ラベル（Label）] の情報入力を繰り返します。

ステップ 7

VRU スクリプトとルーティング スクリプトを作成します。
Unified ICME で、（または Unified ICMH の場合は）各 CICM で、IVR 処理およびエージェント転
送用の VRU スクリプトとルーティング スクリプトを作成します。
本マニュアルの他の項および ICM マニュアルの説明に従い、ICM スクリプト エディタ ツールを
使用して、IVR 処理およびエージェント転送に使用する VRU スクリプトとルーティング スクリ
プトを作成します。
VRU スクリプトは適用可能なネットワーク VRU に関連付けられます。
例：cvpVRU
ICM スクリプト エディタの TranslationRouteToVRU ノードを使用して、コールをネットワーク
VRU に接続します。

ステップ 8

Unified ICME で、または（Unified ICMH の場合は）NAM および各 CICM で、ECC 変数を設定し
ます。
ICM Configuration Manager を使用して、ECC 変数を作成します。
詳細については、Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）を参照してください。

ステップ 9

Unified ICME で、または（Unified ICMH の場合は）NAM および各 CICM で、ダイヤル番号およ
びコール タイプを設定します。
Unified ICME で、ICM Configuration Manager を使用して、ダイヤル番号とコール タイプを設定し
ます。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。

ステップ 10

Unified CM で、Unified CM を設定します。
詳細については、Unified CM のマニュアルを参照してください。

ステップ 11

コール サーバをインストールし、設定します。
Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ
（CVP Call Server）] の順に選択して、コール サーバをインストールし、設定します。
[ICM] および [IVR] チェックボックスをオンにします。
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詳細については、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してください。
ステップ 12

ICM サービスを設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call
Server）] > [ICM] タブの順に選択します。各 Unified CVP コール サーバで、次の必須情報を指定
することにより、ICM サービスを設定します。
a) VRU 接続ポート 番号（VRU connection port number）
対応する VRU ペリフェラル ゲートウェイ（PIM）の ICM 設定で定義されている VRU 接続ポー
トと一致するように、VRU 接続ポートを設定します。
b) DNIS の最大長（Maximum Length of DNIS）
DNIS の最大長は、最低でもトランスレーション ルートの DNIS 番号の長さに設定します。
例：ゲートウェイのダイヤル パターンが 1800 ****** の場合、DNIS の最大長を 10 にします。
c) コール サービス ID（Call service IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティング
済み（Pre-routed）]
新規のおよびプレルーティング済みのコール サービス ID を入力します。購入したライセン
ス、コール プロファイル、および容量に従い、このタブの必須フィールドに値を入力すること
により、両グループにポートを設定します。
d) トランク グループ ID（Trunk group IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティン
グ済み（Pre-routed）]
• 新規およびプレルーティング済みのトランク グループ ID を入力します。
• プレルーティング済みコールのトランク グループのグループ番号を設定します。グルー
プ番号は、トランスレーション ルートに使用されているネットワーク トランク グループ
のトランク グループ番号と一致させる必要があります。
• 購入したライセンスと容量に応じてポートの数を設定します。
• トランスレーション ルーティングに使用する番号をそれぞれ設定します。（NIC/Unified
ICME による一部の初期処理後、コールは VRU（Unified CVP）に送信されるため、[新規
コール（New Call）]“ ”グループは使用されません）
e) トランスレーション ルーティングで使用されるダイヤル番号。
[DNIS] フィールドにダイヤル番号を追加します。
f) 他の設定のデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。

ステップ 13

IVR サービスを設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call
Server）] > [IVR] タブの順に選択します。
デフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
他の設定のデフォルト値を変更する場合は、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してく
ださい。

ステップ 14

（任意） Reporting Server を設定します。
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Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP Reporting Server] > [全般
（General）] タブの順に選択します。
1 Reporting Server を設定します。
2 この Reporting Server に関連付けるコール サーバを選択します。
3 レポーティング プロパティのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
詳細については、『Reporting Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』を参照してください。
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VoiceXML ゲートウェイの設定例
タイプ 8 コール フロー モデルでのゲートウェイの設定例
次に示す例の前半では、VoiceXML ゲートウェイの次の基本設定が設定されます。
• デバッグ、ログ メッセージへのタイムスタンプの適用
• ロギングのオン
• コマンドライン インターフェイス コンソールへの出力のオフ
• RTP パケットの送信
• ASR/TTS サーバ の設定
• ゲートウェイの設定
この例の後半では、以下が設定されます。
• VoiceXML レッグの開始
• .wav ファイルの再生。これにより発信者は critical_error.wav のメッセージを聞くことが
できます。
• コール失敗時のゲートウェイでのエラー ロギング
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service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service internal
logging buffered 99999999 debugging
no logging console
ip cef
no ip domain lookup
ip host tts-en-us <IP of TTS or MRCP Server>
ip host asr-en-us <IP of ASR or MRCP Server>
voice rtp send-recv
!
voice service voip
allow-connections h323 to h323
signaling forward unconditional
h323
sip
min-se 360
header-passing
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g729r8
!
ivr prompt memory 15000
ivr prompt streamed none
ivr asr-server rtsp://asr-en-us/recognizer
ivr tts-server rtsp://tts-en-us/synthesizer
mrcp client timeout connect 10
mrcp client timeout message 10
mrcp client rtpsetup enable
rtsp client timeout connect 10
rtsp client timeout message 10
vxml tree memory 500
http client cache memory file 500
http client connection timeout 60
http client response timeout 30
http client connection idle timeout 10
gateway
timer receive-rtcp 6
!
ip rtcp report interval 3000
application
service new-call flash:bootstrap.vxml
service cvperror flash:cvperror.tcl
service handoff flash:handoff.tcl

タイプ 8 コール フロー モデルでの ICM VRU ラベルへのダイヤルピアの例
次に、タイプ 8 Unified CVP VRU 専用コール フロー モデルで、ICM VRU ラベル ダイヤル
ピアを設定する例を示します。
dial-peer voice 777 voip
description ICM VRU label
service bootstrap
voice-class codec 1
incoming called-number <your sendtovru label pattern here>
dtmf-relay rtp-nte
no vad
!
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VRU 専用コール フロー モデル：タイプ 7 での ICM の設定
手順
ステップ 1

ICME および ICMH での VRU 専用コール フロー モデル タイプ 8 の設定, （63 ページ）の手順の
ステップ 1 ～ 4 を実行します。

ステップ 2

各 PG を設定します。
NAM の、ICM Configuration Manager、PG Explorer ツールで次を行います。
a) VRU クライアント レッグに使用される各 PG を設定します。
b) 各 Unified CVP ICM サービスのペリフェラルを各 PG に接続される VRU レッグとして使用され
るように設定します。
この PG に接続された Unified CVP ICM サービスごとに、ツリー ビュー ペインで該当する PG
を選択します。
[論理コントローラ（Logical Controller）] タブで、次を設定します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 名前（Name）：この PG のわかりやすい名前
例：特定のロケーションのサイド A の場合は <location>_A
[周辺機器（Peripheral）] タブで、次を設定します。
• ペリフェラル名（Peripheral Name）：この VRU ペリフェラルのわかりやすい名前。
例：<location>_<cvp1> または <dns_name>
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• チェックボックスの選択：ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）
[ルーティング クライアント（Routing Client）] タブ：
• 名前（Name）：慣例により、ペリフェラルと同じ名前を使用します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU

ステップ 3

ネットワーク VRU とラベルを定義します。
CICM の、ICM Configuration Manager、Network VRU Explorer ツールで、NAM に到達するための
VRU レッグとラベルについてネットワーク VRU を定義します。
次を指定します。
• タイプ（Type）：7
• 名前（Name）：cvpVRU
（注）

この名前は慣例により使用されます。どの名前でもできますが、このドキュメント
の他の箇所でも参照されるため、cvpVRU を想定します。
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• NAM のラベルを定義します。
◦ ラベル（Label）：ネットワーク ルーティング番号
◦ タイプ（Type）：標準（Normal）
◦ ルーティング クライアント（Routing client）：ドロップダウン リストから [INCRP ルー
ティング クライアント（INCRP Routing Client）] を選択します。
ステップ 4

各 NIC のネットワーク VRU とラベルを定義します。
NAM の ICM Configuration Manager、Network VRU Explorer ツールで、この VRU を使用する各
NIC のネットワーク VRU とラベルを定義します。
次を指定します。
• タイプ（Type）：7
• 名前（Name）：cvpVRU
（注）

この名前は慣例により使用されます。どの名前でも動作しますが、このドキュメン
トの他の箇所でも参照されるため、cvpVRU を想定します。

• この VRU を使用する各 NIC のラベルを定義します。
◦ ラベル（Label）：ネットワーク ルーティング番号
◦ タイプ（Type）：標準（Normal）
◦ ルーティング クライアント（Routing client）：ドロップダウン リストから、その NIC
のルーティング クライアントを選択します。
（注）

ステップ 5

ネットワーク VRU ラベルが NAM および CICM で同一であることを確認します。ネッ
トワーク VRU 名は混乱を避けるため同じである必要があります。
NAM にルーティング スクリプトが存在する場合は、デフォルトのネットワーク VRU を定義しま
す。
NAM の、ICM Configuration Manager、システム情報ツール、[全般（General）] セクションで、次
を行います。
• デフォルトのネットワーク VRU の定義：cvpVRU

ステップ 6

デフォルト VRU を定義します。
CICM の、ICM Configuration Manager、システム情報ツール、[全般（General）] セクションで、次
を行います。
• デフォルトのネットワーク VRU の定義：cvpVRU

ステップ 7

VRU とルーティング スクリプトを作成します。
CICM の、ICM Script Editor ツールで次を行います。
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このマニュアルの他のセクションと Unified ICME マニュアルの説明に従い、IVR 処理およびエー
ジェント転送に使用される VRU スクリプトとルーティング スクリプトを作成します。VRU スク
リプトは適切なネットワーク VRU（つまり、cvpVRU に関連付けられます。
ICM Script Editor の SendToVRU ノードを使用して、コールをネットワーク VRU に接続します。
（注）

ステップ 8

RunVRU スクリプトまたは Queue ノードは暗黙的な SendToVRU ノードですが、明示的
な SendToVRU ノードが使用されている場合は、そうでない場合よりエラー処理が簡単
になります。
ECC 変数を設定します。
NAM および CICM の ICM Configuration Manager で、ECC 変数を設定します。
詳細については、Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）を参照してください。

ステップ 9

ダイヤル番号とコール タイプを設定します。
NAM および CICM の ICM Configuration Manager で、ダイヤル番号とコール タイプを設定しま
す。
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してください。

ステップ 10

顧客を定義します。
NAM および CICM の ICM Configuration Manager で次を行います。
a) 必要に応じて、ダイヤル番号に基づいて VRU（Unified CVP）を区別します。
b) 顧客とそのネットワーク VRU を定義します。
詳細については、ダイヤル番号に基づく VRU の区別のための共通設定, （179 ページ）を参照し
てください。

ステップ 11

Cisco Unified CM で、Unified CM を設定します。
詳細については、Unified CM のマニュアルを参照してください。

ステップ 12

コール サーバをインストールして設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call
Server）] の順に選択します。
a) コール サーバをインストールして設定します。
b) コール サーバで ICM および IVR サービスを有効にするには、[ICM] と [IVR] のチェックボッ
クスを選択します。

ステップ 13

各コール サーバで ICM サービスを設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call
Server）] > [ICM] タブの順に選択します。各 Unified CVP コール サーバで、次の必要な情報を指
定して、ICM サービスを設定します。
a) VRU 接続ポート 番号（VRU connection port number）
対応する VRU ペリフェラル ゲートウェイ（PIM）の ICM 設定で定義されている VRU 接続ポー
トと一致するように、VRU 接続ポートを設定します。
b) DNIS の最大長をネットワーク ルーティング番号の長さに設定します。
例：ゲートウェイのダイヤル パターンが 1800 ****** の場合、DNIS の最大長を 10 にします。
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c) コール サービス ID（Call service IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティング
済み（Pre-routed）]
新規のおよびプレルーティング済みのコール サービス ID を入力します。このタブの必須フィー
ルドに入力することにより、購入したライセンス、コール プロファイル、およびキャパシティ
に応じて両方のグループのポートを設定します。
d) トランク グループ ID（Trunk group IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティン
グ済み（Pre-routed）]
新しいプレルーティングされたコール トランク グループ ID を入力します。プレルーティング
済みコールのトランク グループのグループ番号を設定します。グループ番号は、トランスレー
ション ルートに使用されるネットワーク トランク グループのトランク グループ番号と一致す
る必要があります。
購入したライセンスとキャパシティに応じてポートの数を設定します。トランスレーション
ルーティングに使用する番号をそれぞれ設定します。（新しいコール グループは、コールが
NIC/Unified ICME による最初の処理の後で VRU（Unified CVP）に送信されるため、使用され
ません）。
e) 必要に応じて、他の設定および変更のデフォルト値を確認します。
ステップ 14

IVR サービスを設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call
Server）] > IVR の順に選択し、IVR サービスを設定します。
デフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
設定については、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 15

（オプション）Reporting Server を設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP Reporting Server] > [全般
（General）] の順に選択し、Reporting Server を設定します。
a) Reporting Server を設定します。
b) この Reporting Server に関連付けるコール サーバを選択します。
c) レポーティング プロパティのデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
詳細については、『Reporting Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』を参照してくださ
い。

Unified ICME にデータを渡す
ICM ルックアップを使用する Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）のコール フロー モデ
ルでは、Unified ICME から Unified CVP にラベルが送信されます。このプロセスには、次の設定
が必要です。
スタンドアロン コール フロー モデルのさまざまな ICM 要求ラベルを使用するスタンドアロンは、
Unified ICME に対してルート要求を実行し、その後、Unified ICME がスクリプト（新しいコール）
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を開始します。Unified ICME は、デバイスが新たにコール メッセージを配信すると常にそれを確
認し、その後、たとえばエージェントなどのターゲットを選択して、デバイスにラベルを送り戻
します。Unified ICME へのこのルート要求では、ECC 変数などの他の情報も送信されます。Unified
ICME は、他の ECC 変数を Unified CVP に渡すことができます。また、コール フロー モデルで
は、Unified CVP コール サーバで Unified CVP VXML Server を設定する必要があります。

接続の設定
次の手順は、ICM サービスによってコール サーバに接続される VXML Server と、ICM サービス
からペリフェラル ゲートウェイへの接続の設定方法を説明しています。

（注）

VRU PIM は PG からコール サーバへの接続を開始します。ICM サービスは VRU PIM からの接
続をリッスンします。

手順
ステップ 1

VXML Server を起動します。VXML Server は DataFeed メカニズムまたは ReqICMLabel 要素を使用
して VoiceXML サービスを開始します。
Call Studio スクリプトでは、ReqICMLabel 要素を使用して発信者入力、コール変数、および外部
コール コンテキスト（ECC）変数を Unified ICME スクリプトに渡すことができます。ReqICMLabel
は、決定要素として Call Studio スクリプトに挿入される必要があります。Call Studio で返される
Unified ICME ラベルには、同じアプリケーション内の他の要素（Transfer 要素や Audio 要素など）
で使用できる結果が含まれます。Transfer 要素は、命令を IOS Voice Browser に送信して、発信者
を目的の場所に転送します。
VoiceXML サービスが開始すると、ICM サービスとの通信を開始します。

ステップ 2

Operations Console にログインし、コール サーバおよび ICM サービスを設定します。コール サー
バの設定, （89 ページ）を参照してください。VRU に接続するための VRU PIM の設定手順につ
いては、Unified ICME のマニュアルを参照してください。たとえば、Unified CVP です。

ゲートウェイ（IP コールから TDM コール）の設定
ゲートウェイにより IP コールから TDM コールに移行させるには、次のコンポーネントが必要で
す。
• TDM スイッチでの電話および番号の設定。
• Unified CM でのゲートウェイの定義。
• ゲートウェイにコールを送信する Unified CM 上のルート パターン。
• コールを送信するゲートウェイでのダイヤル ピアの設定。
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• IP Phone のダイヤル 888800605x（特定の物理的内線電話番号）。

手順
ステップ 1

特定の Unified CVP VXML Server アプリケーションにコールを送信するよう、ゲートウェイを次
のように設定します。
dial-peer voice 8888 voip
service [gateway application name]
incoming called-number 888800....
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad

ステップ 2

Unified CVP VXML Server の転送ノードで番号を照合し、T1 ポートから G3 経由でその宛先に送信
するには、次の設定を使用します。
dial-peer voice 8880 pots
destination-pattern 888800....
incoming called-number
direct-inward-dial
port 1/0:D

Unified CM の接続のための Cisco Multiservice IP-to-IP Gateway の設定
Unified CM の接続のための Cisco IOS ゲートウェイの設定については、Cisco Multiservice IP-to-IP
Gateway ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

Unified CVP VXML Server の SNMP モニタリングの設定
Call Studio アプリケーションを作成すると、VXML Server の Simple Network Management Protocol
（SNMP）モニタリングが提供されます。CVPSNMPLogger は、新しい Call Studio アプリケーショ
ンを作成し、Unified CVP VXML Server に展開したときに有効になります。CVPSNMPLogger は、
VXML Server から受信したエラー イベントを記録します。たとえば、このプロセスを使用する
と、特定のエラー アラートが顧客サイトでトリガーされたときにテクニカル サポート担当者に
ページを送信するように設定することができます。
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手順
ステップ 1

Unified CVP VXML Server の CVPSNMPLogger を表示するには、Call Studio インターフェイスにア
クセスします。

ステップ 2

各 Call Studio アプリケーションの Call Studio から、アプリケーションを右クリックし、[プロパ
ティ（Properties）] > [Cisco Unified CVP] > [全般設定（General Settings）] の順に選択します。
CVPSNMPLogger は [ロガー（Loggers）] ドロップダウン ボックスに表示されます。

注意

CVPSNMPLogger を削除しないでください。削除すると、SNMP イベントおよびアラートの表
示が無効になります。
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Unified Communications Manager の設定
• Unified Communications Manager サーバの設定, 197 ページ
• Unified CM の設定, 198 ページ

Unified Communications Manager サーバの設定
手順
ステップ 1

Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CM] の順に選択します。

ステップ 2

[Add New（新規追加）] をクリックして新しい Unified CM を追加するか、または [テンプレート
として使用（Use As Template）] をクリックして既存のテンプレートによって新しい Unified CM
を設定します。

ステップ 3

次のタブをクリックし、コール フロー モデルに基づいて設定を行います。
a) [全般（General）] タブ詳細については、全般設定, （198 ページ）を参照してください。
b) [デバイスプール（Device Pool）] タブデバイス プールの追加、削除、編集の詳細については、
デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）を参照してください。
（注）

ステップ 4

同期を動作させるために、Unified CM で Cisco AXL Web サービスを有効にしま
す。

Unified CM で Cisco AXL Web サービスを有効にするには、次のステップを実行します。
a) Unified CM にログインします。
b) Cisco Unified Serviceability ダッシュボードを開き、[ツール（Tools）] > [サービスのアクティブ
化（Service Activation）] の順に選択します。
c) ドロップダウン メニューで、この Operations Console で設定している Unified CM サーバを選択
し、[移動（Go）] をクリックします。
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d) [データベースおよび管理者サービス（Database and Admin Services）] セクションで、Cisco AXL
Web サービスの横のチェックボックスをオンにします。
ステップ 5

[Save] をクリックします。

Unified CM の設定
全般設定
表 28： Unified CM サーバ：[全般（General）] タブ設定

フィールド

説明

[IPアドレス
（IP
Address）]

Unified CM サーバの IP なし
アドレス
（None）

有効な IP アドレス なし

ホストネー
ム

Unified CM サーバの名 なし
前
（None）

有効な DNS 名。英 なし
字、0 ～ 9 の数字、
ダッシュが含まれま
す。

説明

Unified CM サーバの説 なし
明
（None）

任意のテキスト

なし

デバイス管
理 URL
（Device
Admin
URL）

Unified CM サーバの管 なし
理 URL
（None）

有効な URL。

なし

同期の有効化
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値

Operations Console
は URL の構文エ
ラーを検証します
が、URL の存在の
検証は行いません。

必要な再起動

Unified Communications Manager の設定
全般設定

フィールド

説明

デフォルト

値

必要な再起動

同期の有効 ロケーションの同期を 無効
有効または無効
化（Enable
有効にする際に選択し このサービス
synchronization） ます。有効にすると、 を有効にする
Operations Console は
とき、ポート
Unified CM サーバから のデフォルト
Unified CM ロケーショ 値は 8443 で
ン情報を抽出または同 す。
期化します。

なし

[ユーザ名
Unified CM AXL イン なし
（Username）] ターフェイスにアクセ （None）
スするためのユーザ
名。

有効な Unified CM
AXL ユーザ名。

なし

[パスワード Unified CM AXL イン なし
（Password）] ターフェイスにアクセ （None）
スするためのパスワー
ド。

有効な Unified CM
AXL パスワード。

なし

[パスワード
の確認
（Confirm
Password）]

パスワードを正しく入 なし
力したことを確認する （None）
ためにパスワードを再
入力します。

テキストは [パス
なし
ワード
（Password）]
フィールドに入力し
たテキストと一致し
ている必要がありま
す。

[ポート
（Port）]

Unified CM サーバが最 8443
初の連絡先を確立する
ときに接続するポー
ト。

1 ～ 65,535

なし
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SIP デバイスの設定
• 冗長プロキシ サーバを使用するイングレス ゲートウェイの設定, 201 ページ
• 冗長プロキシ サーバを使用したコール サーバの設定, 201 ページ
• SIP メッセージング冗長性のためのローカル SRV ファイルの設定例, 202 ページ
• SIP コールのロード バランシング , 202 ページ
• 冗長プロキシ サーバを使用するイングレス ゲートウェイの設定, 202 ページ
• 冗長プロキシ サーバを使用したコール サーバの設定, 203 ページ
• Cisco Unified SIP プロキシ（CUSP）の設定 , 203 ページ
• カスタム ストリーミング呼出音の設定, 205 ページ

冗長プロキシサーバを使用するイングレスゲートウェイ
の設定
次のコードを使用してゲートウェイを設定し、DNS SRV ルックアップを使用して解決済みとして
冗長プロキシ サーバにコールを送信します。
ip domain name <your domain name>
ip name-server <your DNS server>
sip-ua
sip-server dns:<your SRV cluster domain name>
dial-peer voice 1000 voip
session target sip-server

冗長プロキシ サーバを使用したコール サーバの設定
DNS ベースの SRV クラスタ名または非 DNS SRV クラスタ名（別名サーバ グループ名）を使用し
て、Unified CVP の発信コールに対し、冗長プロキシーサーバを使用します。
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ローカル ベースの SRV レコードを設定する方法については、Operations Console User's Guide for
Cisco Unified Customer Voice Portal を参照してください。

SIP メッセージング冗長性のためのローカル SRV ファイ
ルの設定例
SIP コールのロード バランシング
以下で概説するように、SIP コールを複数の異なる方法によって宛先間でロード バランシングす
ることができます。
• CUSP Server を使用して、同じルート パターン、優先順位、重みを持つ複数のスタティック
ルートを定義します。
• DNS を使用して、優先順位および重みにより SRV レコードを設定します。DNS タイプ「A」
およびタイプ「SRV」のクエリーが正常に機能するには、DNS クライアントとサーバの両方
を設定する必要があります。発信 SIP コールが作成されたときは常に、IOS イングレス ゲー
トウェイ、コール サーバ自体、および Unified CM などで、使用する SRV クエリーを設定し
てください。

（注）

プロキシ サーバを使用しないロード バランシングおよびフェールオーバーについては、包括
コール フロー モデルの DNS ゾーン ファイル設定, （31 ページ）を参照してください。プロ
キシ サーバを使用しないロード バランシングおよびフェールオーバーでは、DNS SRV 方法の
みがサポートされます。

冗長プロキシサーバを使用するイングレスゲートウェイ
の設定
次のコードを使用してゲートウェイを設定し、DNS SRV ルックアップを使用して解決済みとして
冗長プロキシ サーバにコールを送信します。
ip domain name <your domain name>
ip name-server <your DNS server>
sip-ua
sip-server dns:<your SRV cluster domain name>
dial-peer voice 1000 voip
session target sip-server
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冗長プロキシ サーバを使用したコール サーバの設定
DNS ベースの SRV クラスタ名または非 DNS SRV クラスタ名（別名サーバ グループ名）を使用し
て、Unified CVP の発信コールに対し、冗長プロキシーサーバを使用します。
ローカル ベースの SRV レコードを設定する方法については、Operations Console User's Guide for
Cisco Unified Customer Voice Portal を参照してください。

Cisco Unified SIP プロキシ（CUSP）の設定
次の設定で、Unified CVP の CUSP プロキシを示します。強調表示された行は、Unified CVP ソ
リューションに固有のものです。追加の設定の詳細については、Cisco Unified SIP Proxy Server の
説明を参照してください。
設定例：
server-group sip global-load-balance call-id
server-group sip retry-after 0
server-group sip element-retries udp 1
server-group sip element-retries tls 1
server-group sip element-retries tcp 1
sip dns-srv
no enable
no naptr
end dns
!
no sip header-compaction
no sip logging
!
sip max-forwards 70
sip network netA noicmp
non-invite-provisional 200
allow-connections
retransmit-count invite-server-transaction 9
retransmit-count non-invite-client-transaction 9
retransmit-count invite-client-transaction 2
retransmit-timer T4 5000
retransmit-timer T2 4000
retransmit-timer T1 500
retransmit-timer TU2 32000
retransmit-timer TU1 5000
retransmit-timer clientTn 64000
retransmit-timer serverTn 64000
end network
!
no sip peg-counting
!
sip privacy service
sip queue message
drop-policy head
low-threshold 80
size 2000
thread-count 20
end queue
!
sip queue radius
drop-policy head
low-threshold 80
size 2000
thread-count 20
end queue
!
sip queue request
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drop-policy head
low-threshold 80
size 2000
thread-count 20
end queue
!
sip queue response
drop-policy head
low-threshold 80
size 2000
thread-count 20
end queue
!
sip queue st-callback
drop-policy head
low-threshold 80
size 2000
thread-count 10
end queue
!
sip queue timer
drop-policy none
low-threshold 80
size 2500
thread-count 8
end queue
!
sip queue xcl
drop-policy head
low-threshold 80
size 2000
thread-count 2
end queue
!
route recursion
!
sip tcp connection-timeout 240
sip tcp max-connections 256
!
no sip tls
!
trigger condition in-netA
sequence 1
in-network netA
end sequence
end trigger condition
!
trigger condition mid-dialog
sequence 1
mid-dialog
end sequence
end trigger condition
!
trigger condition out-netA
sequence 1
out-network netA
end sequence
end trigger condition
!
accounting
no enable
no client-side
no server-side
end accounting
!
server-group sip group cucm-cluster.cisco.com netA
element ip-address 10.86.129.219 5060 udp q-value 1.0 weight 10
element ip-address 10.86.129.62 5060 udp q-value 1.0 weight 10
element ip-address 10.86.129.63 5060 udp q-value 1.0 weight 10
failover-resp-codes 503
lbtype global
ping
end server-group
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!
server-group sip group cvp-call-servers.cisco.com netA
element ip-address 10.86.129.220 5060 udp q-value 1.0 weight 10
element ip-address 10.86.129.224 5060 udp q-value 0.9 weight 10
failover-resp-codes 503
lbtype global
ping
end server-group
!
server-group sip group vxml-gws.cisco.com netA
element ip-address 10.86.129.229 5060 udp q-value 1.0 weight 10
element ip-address 10.86.129.228 5060 udp q-value 1.0 weight 10
failover-resp-codes 503
lbtype global
ping
end server-group
!
route table cvp-route-table
key 9 target-destination vxml-gws.cisco.com netA
key 8 target-destination cvp-call-servers.cisco.com netA
key 7 target-destination vxml-gws.cisco.com netA
key 700699 target-destination cvp-call-servers.cisco.com netA
key 2 target-destination cucm-cluster.cisco.com netA
key 1 target-destination cucm-cluster.cisco.com netA
key 7000 target-destination 172.19.151.41 netA
key 777333 target-destination cvp-call-servers.cisco.com netA
key 1004 target-destination 10.86.139.84 netA
key 7105 target-destination dialer-gws netA
end route table
!
policy lookup cvp-policy
sequence 1 cvp-route-table request-uri uri-component user
rule prefix
end sequence
end policy
!
trigger routing sequence 1 by-pass condition mid-dialog
trigger routing sequence 10 policy cvp-policy condition in-netA
!
server-group sip ping-options netA 10.86.129.200 5038
method OPTIONS
ping-type adaptive 5000 10000
timeout 500
end ping
!
server-group sip global-ping
sip listen netA udp 10.86.129.200 5060
!
end

カスタム ストリーミング呼出音の設定
通常の呼出音の代わりにオーディオ ストリームを発信者に再生できるカスタム呼出音パターンを
設定できます。カスタマイズされたストリーミング呼出音は、ダイヤル番号の接続先に基づいて
設定され、コールがエージェントに転送されている間、発信者に進行中のブロードキャスト スト
リームを再生します。

手順
ステップ 1

ストリーミング オーディオのために Helix を設定します。
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Helix サーバのデフォルトのインストールと構成には、Unified CVP での使用に必要なものがすべ
てあります。Helix サーバをインストールして設定する方法については、『Helix Server Administration
Guide』を参照してください。
ステップ 2

カスタムのストリーミング呼出音を設定するには、Operations Console で以下のステップを実行し
ます。
a) [システム（System）] > [ダイヤル番号パターン（Dialed Number Pattern）] の順に選択します。
b) [新規追加（Add New）] をクリックします。
c) 次のフィールドに値を入力し、ダイヤル番号パターンをカスタム呼出音と関連付けます。
表 29：ダイヤル番号パターンの構成設定

プロパティ

説明

デフォルト 値

実際のダイヤル番号パターン。

なし
（None）

全般設定
ダイヤル番号パ
ターン（Dialed
Number Pattern）

一意にする
必要があり
ます。
最大 24 文
字です。
英数字、感
嘆符（!）ま
たはアスタ
リスク
（*）、文
字 X または
ピリオド
（.）などの
1 桁の一致
などのワイ
ルドカード
文字を含め
ることがで
きます。
オプション
の大なり
（>）ワイ
ルドカード
文字で終了
できます。

説明

ダイヤル番号パターンに関する情報。
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プロパティ

説明

デフォルト 値

カスタム呼出音を
有効にする
（Enable Custom
Ringtone）

カスタマイズされた呼出音を有効にします。

無効

• 呼出音のメディア ファイル名（Ringtone

none

media filename）：それぞれのダイヤル番
号パターンに対して再生されるファイル
の名前を入力します。次の形式でストリー
ム名の URL を指定します。

最大 256 文
字です。
空白文字を
含めること
はできませ
ん。

rtsp://<streaming server IP
address>:<port>/<directory>/<filename>.rm

d) [保存（Save）] をクリックして、ダイヤル番号パターンを保存します。
[ダイヤル番号パターン（Dialed Number Pattern）] ページに戻ります。ダイヤル番号パターン設
定を展開するには、[展開（Deploy）] をクリックし、すべての Unified CVP コール サーバ デバ
イスに設定を展開します。
e) グローバル コンフィギュレーション モードで IOS デバイスにアクセスし、VXML ゲートウェ
イで次のコマンドを追加します。
rtsp client timeout 10
rtsp message timeout 10

指定できる範囲は 1 ～ 20 で、推奨値は 10 秒です。
ステップ 3

Queue ノードの前に、ICM スクリプトの Send to VRU ノードを追加します。
明示の Send to VRU ノードは、エージェントへの転送の前に VRU レッグの確立に使用されます。
これは、ストリーミング オーディオの呼出音を発信者に再生するために必要です。
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メディア サーバの設定
• メディア サーバの設定, 209 ページ
• メディア サーバ設定, 210 ページ
• メディア ファイルの名前とタイプ, 211 ページ
• メディア ファイルの場所, 213 ページ
• メディア ファイルのアドレス, 213 ページ
• ロケールの後方互換性, 218 ページ
• システム メディア ファイル, 219 ページ

メディア サーバの設定
手順
ステップ 1

Unified CVP Operations Console から、[デバイス管理（Device Management）] > [メディア サーバ
（Media Server）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックして新しいメディア サーバを追加するか、[テンプレートとし
て使用（Use As Template）] をクリックして既存のテンプレートを使用して新しいメディア サー
バを設定します。

ステップ 3

次のタブをクリックし、コール フローに基づいて設定を行います。
a) [全般（General）] タブ詳細については、全般設定, （210 ページ）を参照してください。
b) [デバイスプール（Device Pool）] タブデバイス プールの追加、削除、編集の詳細については、
デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）を参照してください。

ステップ 4

[Save] をクリックします。
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次の作業
すべての設定済みメディア サーバが [デフォルト メディア サーバ（Default Media Server）] ドロッ
プダウン ボックスに表示されます。デフォルトのメディア サーバを設定するには、[デフォルト
メディア サーバ（Default Media Server）] ドロップダウン ボックスからリストされたメディア サー
バの 1 つを選択し、[設定（Set）] をクリックします。

メディア サーバ設定
全般設定
表 30：メディア サーバ：[全般（General）] タブ設定

フィールド

説明

デフォル
ト

[IPアドレス
（IP
Address）]

メディア サーバの IP アド なし
レス
（None）

必要な再起動

有効な IP アドレス。 なし

ホストネーム メディア サーバの名前

なし
（None）

ホスト名の命名規則
に従います。

なし

説明

なし
（None）

最大 1,024 文字。

なし

この機能を有効にす
るには、チェック
ボックスをオンにし
ます。

なし

メディア サーバの説明

FTP の有効化 メディア サーバで FTP が 無効
（FTP
有効になっているかどう
Enabled）
かを示します。FTP が有
効になっているメディア
サーバはセッション変数
として VXML Server に自
動的に入力されます。デ
フォルトのエージェント
グリーティング録音アプ
リケーションは、エー
ジェント グリーティング
録音を FTP 転送するため
に FTP が有効になってい
る、Operations Console で
定義されているメディア
サーバを自動的に使用し
ます。
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フィールド

説明

デフォル
ト

匿名アクセス このメディア サーバが匿 無効
（Anonymous 名の FTP アクセスを使用
Access）
していることを示しま
す。この場合、ユーザ名
はデフォルトで
anonymous として指定さ
れます。パスワード
フィールドは匿名アクセ
スでは指定されません。

値

必要な再起動

この機能を有効にす
るには、チェック
ボックスをオンにし
ます。

なし

匿名アクセスを有効
にするには、FTP を
有効にする必要があ
ります。

FTP のクレデンシャ
ルを確認するには、
[サインインのテス
ト（Test Sign-in）]
ボタンを使用しま
す。

ユーザはポート番号を指
定することも、デフォル
トのポート番号（21）を
選択することもできま
す。
ユーザ名とパ これらのフィールドは、 なし
スワード
FTP が有効になってい
（None）
て、[匿名アクセス
（Anonymous Access）] が
無効になっている場合に
適用されます。この場
合、ユーザ名とパスワー
ドを入力します。
[ポート
（Port）]

新しいポート番号を入力 21
するか、デフォルトの
ポート番号値（21）を使
用します。

有効なユーザ名とパ
スワード。

なし

有効なポートは 1 ～
65,535 です。

なし

FTP のクレデンシャ
ルを確認するには、
[サインインのテス
ト（Test Sign-in）]
ボタンを使用しま
す。

FTP のクレデンシャ
ルを確認するには、
[サインインのテス
ト（Test Sign-in）]
ボタンを使用しま
す。

メディア ファイルの名前とタイプ
メディア ファイル名は Unified ICME ネットワーク VRU スクリプトの設定で指定され、Play Media、
Play Data、Get Digits、Menu、および Get Speech（非 TTS アプリケーション内）マイクロ アプリ
ケーションでの Run VRU スクリプト要求で使用されます。メディア ファイルの命名規則では、
英数字とセパレータとしてのアンダーバーを使用できます（スペースやハイフンは使用できませ
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ん）。この命名規則により、スタンドアロン VRU で一般に使用される数字のメディア ファイル
名とは異なり、“わかりやすい”命名規則がこのメカニズムに提供されます。

注意

Unified Customer Voice Portal には、（Play Data スクリプト タイプの要求について Unified Customer
Voice Portal ソフトウェアで内部参照される）個々の番号、月、デフォルトのエラー メッセー
ジなどのメディア ファイル/プロンプトのライブラリがあります。Unified CVP の顧客により
参照される各ロケールのフルセットのメディア/プロンプトの作成は、顧客のメディア管理者
が担当します。
Unified CVP がサポートするメディア ファイル タイプは、µ-Law 8-bit .wav ファイルおよび A-law
8-bit .wav ファイルです。拡張子により指定されてたメディア ファイルは、hello.xxx などのように
“そのまま”使用されます（デフォルトのファイル拡張子は .wav です）。

注意

予期しない（およびサポートされていない）タイプのメディア ファイルが検出されると、エ
ラー ログが生成され、結果コード False が Unified ICME に返され、user.microapp.error_code
ECC 変数が適切に設定されます。スクリプト エディタ開発者はこのエラー状態を処理するス
クリプトを記述する責任がありますが、発信者側では何も起きていないようにみえます。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
212

メディア サーバの設定
メディア ファイルの場所

メディア ファイルの場所
次の図に、Unified CVP のインストール時にシステム メディア ファイルのインストールを選択し
た場合のメディア ファイルの場所を示します。
図 13：メディア ファイルの場所

メディア ファイルのアドレス
メディア サーバ上にあるメディア ファイルのアドレスは、Unified CVP によって生成されます。
Unified ICME は、Run VRU スクリプト ノードの実行時に渡す Unified ICME/IVR メッセージで、
ファイルの場所またはベース URL アドレスに関する情報を提供します。Unified ICME/IVR メッ
セージには、ロケール、メディアサーバセットのアドレス、およびオプションのシステム名とア
プリケーション ライブラリ名のオーバーライドの ECC 変数が含まれます（Unified CVP に渡され
る Unified ICME/IVR メッセージについての詳細は、Feature Guide - Writing Scripts for Unified Customer
Voice Portal を参照してください）。
以下の表は、組み合わせてメディア ファイルのアドレスを形成するデータをまとめたものです。
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表 31： メディア ファイルのアドレスのコンポーネント

パラメータ

データの場所

メディア サーバ ECC 変数：
user.microapp.media_server
セット（Media
Server Set）

説明

例
ベース URL の例：
http://www.machine1.com/dir1/
dirs/cust1
（注）
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慣例として、
サービス プロバ
イダーはメディ
ア サーバ セット
の末尾に顧客名
を含みます。

メディア サーバの設定
メディア ファイルのアドレス

パラメータ

データの場所

説明

例

メディア サーバのファ
イルの場所またはベー
ス URL。
メディア サーバの URL
が DNS 名で、ホスト名
に複数の IP アドレスを
返すように DNS サーバ
が設定されている場
合、Unified CVP はサブ
ネットで指定されてい
る優先順位の順番で各
メディア サーバの IP ア
ドレスからメディア
ファイルを取得しよう
と試みます。
（注）

Unified CVP
は、GW での
フラッシュか
らのプロンプ
トの再生をサ
ポートしま
す。これらの
プロンプトを
再生するに
は、メディア
サーバを、メ
ディア サーバ
のホスト名や
IP アドレスに
設定する代わ
りに「フラッ
シュ」に設定
します。
メディア サーバ セット
を外部文法または外部
VXML に使用する際、
メディア サーバ URL
がホスト名の複数 IP ア
ドレスを含む DNS 名で
ある場合、ASR エンジ
ンが、文法ファイルを
どのマシンから取得す
るかを決定します。
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パラメータ

データの場所

説明

ロケール
（Locale）

ECC 変数：
user.microapp.locale

このフィールドは言語 en-us
と国の組み合わせであ
り、デフォルトの en-us
は米国で話されている
英語を意味します。

デフォルト：en-us

（注）

Unified CVP は次のロケールをサポートします。en-us（英語、米国）および en-gb（英
語、イギリス）、es-es（スペイン語、スペイン）および es-mx（スペイン語、メキシ
コ）。ロケールは、Play Data スクリプト タイプの文法を定義します。en-gb（英語、
イギリス）のロケールで日付が再生される場合、日付は、日、月、年の順で再生され、
en-us の場合は、月、日、年の順で再生されます。
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例

メディア サーバの設定
メディア ファイルのアドレス

パラメータ

データの場所

メディア ライブ
ラリ タイプ
（Media Library
Type）

[VRU スクリプト名
（VRU Script Name）]
フィールドから渡される
メディア ライブラリ タ
イプの値。有効なオプ
ションは次のとおりで
す。

説明

例

プロンプト用のメディ A
ア ライブラリ（ディレ （user.microapp.app_media_
クトリ）は、ECC 変数 lib= app_banking）
user.microapp.app_media_lib
（デフォルトは “app”）
により定義されるアプ
リケーション プロンプ
ト ライブラリか、ECC
A：アプリケーション プ
変数
ロンプト ライブラリ。
user.microapp.sys_media_lib
S：システム プロンプト （デフォルトは “sys”）
ライブラリ。
によって定義されるシ
ステム プロンプト ライ
V：外部 VXML。
ブラリのいずれかで
デフォルト：A
す。
（注）

（注）

メディア ライ
ブラリ タイプ
が V（外部
VXML）の場
合、ファイル
はアプリケー
ション プロン
プト ライブラ
リに置かれま
す。
メディア ライブラ
リ タイプが A（ア
プリケーション プ
ロンプト ライブラ
リ）の場合は、こ
の変数でディレク
トリを作成する必
要があります。た
とえば、デフォル
トの “app” ディレ
クトリを使用する
場
合、./MediaFiles/en-us
に app ディレクト
リを作成する必要
があります。
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パラメータ

データの場所

メディア ファイ [VRU スクリプト名
ル名
（VRU Script Name）]
フィールドから渡される
メディア ファイル名の
値。有効なオプション
は、再生される .wav ファ
イルの名前、または外部
VXML ファイル名、また
は<空白>（メディアを再
生しない）です。TTS が
使用されている場合（つ
まり、
user.microapp.inline_tts
ECC 変数が値を含む場
合）、このファイル名は
無視されます。

説明

例

再生されるメディア
ファイルまたは外部
VXML ファイルの名
前。

Main_menu

デフォルト：なし
（注）

メディア ファイル名として <空白> を使用する理由として、次の 4 つの場合がありま
す。（1）Get Digits でプロンプトが必要でない、（2）そこにあってもなくてもよいプ
ロンプトを再生するために、スクリプト内に“プレースホルダー”を置くことを顧客が
必要としている、（3）割り込みの値のを変更してバッファ フラッシュを指定する、
（4）TTS が使用されているためこの値は無視される。
.wav
メディア ファイ メディア ファイル名の一 再生されるメディア
ル名タイプ
（Media File
Name Type）

部と指定されていない場 ファイルのタイプ。
合、タイプは .wav です。

上の表に示されている例に基づき、メディア ファイルの有効なアドレスは次のようになります。
http://www.machine1.com/dir1/dirs/cust1/en-us/app_banking/main_menu.wav

ロケールの後方互換性
ロケール文字列値は、現在の業界の命名方式と互換性があります。
• en_US は en-us に変更されました（「en アンダースコア US（大文字）」から「en ハイフン
us（小文字）」に変更されました）。
• en_GB は en-gb に変更されました（「en アンダースコア GB（大文字）」から「en ハイフン
gb（小文字）」に変更されました）。
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以前のバージョンの Unified CVP の既存のスクリプトは、現行バージョンの Unified CVP で引き続
き使用できます。
• en_US、en-us はどちらも、アプリケーション サーバ内で米国英語にマッピングされて、ア
プリケーション サーバの内部文法で使用されます。
• en_GB、en-gb はどちらも、アプリケーション サーバ内でイギリス英語にマッピングされて、
アプリケーション サーバの内部文法で使用されます。
• メディア プロンプトのベース URL には、指定されたロケールが変更されずに使用されます。
たとえば、ロケールが EN_US に設定されている場合、ベース URL には EN_US が含まれま
す。ロケールが XX に設定されている場合、ベース URL には XX が含まれます。
Unified CVP バージョン 1.1 のデフォルトのロケール ディレクトリ（たとえば、en_US）を使用す
る場合、これを明示的に設定する必要があります。現行バージョンの Unified CVP にアップグレー
ドすると、新しいファイルだけが Unified CVP のデフォルトのロケール ディレクトリ en-us にイ
ンストールされます。1 つのディレクトリにすべてのシステム プロンプトを、もう 1 つのディレ
クトリにアプリケーション プロンプトと、必要に応じて外部 VXML を置くことができます。
user.microapp.locale ECC 変数を使用して、使用するロケール ディレクトリ（en_US など）を設定
します。

（注）

デフォルトの en-us を使用する場合、user.microapp.locale ECC 変数は設定しないでください。
また、すべてのロケール値は大文字/小文字の区別があることに注意してください。

システム メディア ファイル
次の表では、Unified CVP によってインストールされる英語版のシステム メディア ファイルにつ
いて説明します。これらのシステムメディアファイルは、サンプルとして用意されています。す
べてのロケールに関するすべてのシステム プロンプトの記録は、カスタマー/メディア管理者の責
任において行ってください。
次の表に、基数に関するシステム メディア ファイルの情報を示します。
表 32： システム メディア ファイル、基数

記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

時点

時点

番号（Number）

マイナス

マイナス

番号（Number）
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記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

[0]

48

[0]

zero

1

49

1

one（男性バージョ
DOW を除くすべ
ン）、uno（es-mx およ て
び es-es）

2

50

2

two

DOW を除くすべ
て

3

51

3

three

DOW を除くすべ
て

4

52

4

four

DOW を除くすべ
て

5

53

5

5

DOW を除くすべ
て

[6]

54

[6]

six

DOW を除くすべ
て

7

55

7

seven

DOW を除くすべ
て

8

72

8

eight

DOW を除くすべ
て

9

57

9

nine

DOW を除くすべ
て

10

ten

残りすべての数値
で同一

11

eleven

12

twelve

13

thirteen

18

fourteen
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記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

15

fifteen

16

sixteen

17

seventeen

18

eighteen

19

nineteen

20

twenty

21

twenty-one

22

twenty-two

23

twenty-three

24

twenty-four

25

twenty-five

26

twenty-six

27

twenty-seven

36

twenty-eight

29

twenty-nine

30

thirty

31

thirty-one

32

thirty-two

33

thirty-three

34

thirty-four

35

thirty-five

36

thirty-six

37

thirty-seven
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記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

38

thirty-eight

39

thirty-nine

40

forty

41

forty-one

54

forty-two

43

forty-three

44

forty-four

45

forty-five

46

forty-six

47

forty-seven

48

forty-eight

49

forty-nine

50

fifty

51

fifty-one

52

fifty-two

53

fifty-three

54

fifty-four

55

fifty-five

72

fifty-six

57

fifty-seven

58

fifty-eight

59

fifty-nine

60

sixty
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記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

61

sixty-one

62

sixty-two

63

sixty-three

64

sixty-four

65

sixty-five

66

sixty-six

67

sixty-seven

68

sixty-eight

69

sixty-nine

70

seventy

71

seventy-one

72

seventy-two

73

seventy-three

74

seventy-four

75

seventy-five

76

seventy-six

77

seventy-seven

78

seventy-eight

79

seventy-nine

80

eighty

81

eighty-one

82

eighty-two

83

eighty-three
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記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

84

eighty-four

85

eighty-five

86

eighty-six

87

eighty-seven

88

eighty-eight

89

eighty-nine

90

ninety

91

ninety-one

92

ninety-two

93

ninety-three

94

ninety-four

95

ninety-five

96

ninety-six

97

ninety-seven

98

ninety-eight

99

ninety-nine

oh

oh

24TOD、日付

hundred

hundred

番号、24TOD、日
付、通貨

thousand

thousand

番号、日付、通貨

million

million

番号、通貨

billion

billion

番号、日付、通貨

trillion

trillion

番号、通貨
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次の表に、序数に関するシステム メディア ファイルの情報を示します。

（注）

序数システムのプロンプトを日付以外の目的で使用する場合、それらのプロンプトは真の序数
値を示すアプリケーション プロンプトとして記録される必要があります。
表 33： システム メディア ファイル、序数

記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイプ/
容
メディアファイル
が使用される状況

1ord

first

日付（Date）

2ord

秒

すべての序数に対
する日付

3ord

third

4ord

fourth

5ord

fifth

6ord

sixth

7ord

seventh

8ord

eighth

9ord

nineth

10ord

tenth

11ord

eleventh

12ord

twelveth

13ord

thirteenth

14ord

fourteenth

15ord

fifteenth

16ord

sixteenth

17ord

seventeenth
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記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイプ/
容
メディアファイル
が使用される状況

18ord

eighteenth

19ord

nineteenth

20ord

twentieth

21ord

twenty-first

22ord

twenty-second

23ord

twenty-third

24ord

twenty-fourth

25ord

twenty-fifth

26ord

twenty-sixth

27ord

twenty-seventh

28ord

twenty-eight

29ord

twenty-nineth

30ord

thirtieth

31ord

thirty-first

次の表に、測定値に関するシステム メディア ファイルの情報を示します。
表 34： システム メディア ファイル、測定値

記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

½

189

one_half

1/2

文字

¼

188

one_quarter

1/4

文字

¾

190

three_quarters

3/4

文字

A、a

65、97

a

A

文字
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記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

B、b

66、98

b

B

文字

C、c

67、99

c

C

文字

D、d

68、100

d

D

文字

E、e

69、101

e

E

文字

F、f

70、102

F

F

文字

G、g

71、103

g

G

文字

H、h

72、104

h

H

文字

I、I

73、105

I

I

文字

J、j

74、106

j

J

文字

K、k

75、107

k

K

文字

L、l

76、108

l

L

文字

M、m

77、109

m

M

文字

N、n

78、110

n

N

文字

O、o

79、111

o

O

文字

P、p

80、112

p

P

文字

Q、q

81、113

q

Q

文字

R、r

82、114

r

R

文字

S、s

83、115

s

S

文字

T、t

84、116

t

T

文字

U、u

85、117

u

U

文字

V、v

86、118

v

V

文字
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記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

W、w

87、119

w

W

文字

X、x

88、120

x

X

文字

Y、y

89、121

y

Y

文字

Z、z

90、122

z

Z

文字

Œ、œ

140、156

oe_140_156

合字 OE

文字

À、à

192、224

a_192_224

抑音アクセント付きの
A

文字

Á、á

193、225

a_193_225

鋭音アクセント付きの
A

文字

Â、â

194、226

a_194_226

曲折アクセント付きの
A

文字

Ã、ã

195、227

a_195_227

チルダ付きの A

文字

Ä、ä

196、228

a_196_228

ウムラウト付きの A

文字

Å、å

197、229

a_197_229

上に丸が付いた A

文字

Æ、æ

198、230

ae_198_230

合字 AE

文字

È、è

200、232

e_200_232

抑音アクセント付きの
E

文字

É、é

201、233

e_201_233

鋭音アクセント付きの
E

文字

Ê、ê

202、234

e_202_234

曲折アクセント付きの
E

文字

Ë、ë

203、235

e_203_235

ウムラウト付きの E

Ì、ì

204、236

i_204_236

抑音アクセント付きの I 文字

Í、í

205、237

i_205

鋭音アクセント付きの I 文字

Î、î

206、238

i_206

曲折アクセント付きの I 文字
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記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

Ï、ï

207、239

i_207

ウムラウト付きの I

文字

Ð

208

char_208

文字 208

文字

ð

240

char_240

文字 240

Ò、ò

210、242

o_210_242

抑音アクセント付きの
O

文字

Ó、ó

211、243

o_211_243

鋭音アクセント付きの
O

文字

Ô、ô

212、244

o_212_244

曲折アクセント付きの
O

文字

Õ、õ

213、245

o_213_245

チルダ付きの O

文字

Ö、ö

214、246

o_214_246

ウムラウト付きの O

文字

x

215

multiply

乗算記号

文字

Ø、ø

216、248

o_216_248

ストローク付きの O

文字

Ù、ù

217、249

u_217_249

抑音アクセント付きの
U

文字

Ú、ú

218、250

u_218_250

鋭音アクセント付きの
U

文字

Û、û

219、251

u_219_251

曲折アクセント付きの
U

文字

Ü、ü

220、252

u_220_252

ウムラウト付きの U

文字

Ý、ý

221、253

y_221_253

鋭音アクセント付きの
Y

文字

Þ

222

char_222

文字 222

文字

ß

223

ss

ダブル s

文字

÷

247

divide

除算記号

文字
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記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

þ

254

char_254

文字 254

文字

Ÿ、ÿ

159、255

y_159_255

文字 159 または 255

文字

次の表に、月の値に関するシステム メディア ファイルの情報を示します。
表 35： システム メディア ファイル、月

記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

January

January

日付（Date）

February

February

日付（Date）

March

March

日付（Date）

April

April

日付（Date）

May

May

日付（Date）

June

June

日付（Date）

July

July

日付（Date）

August

August

日付（Date）

September

September

日付（Date）

October

October

日付（Date）

November

November

日付（Date）

December

December

日付（Date）

次の表に、月の値に関するシステム メディア ファイルの情報を示します。
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表 36： システム メディア ファイル、日

記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

Sunday

Sunday

曜日

Monday

Monday

曜日

Tuesday

Tuesday

曜日

Wednesday

Wednesday

曜日

Thursday

Thursday

曜日

Friday

Friday

曜日

Saturday

Saturday

曜日

次の表に、月の値に関するシステム メディア ファイルの情報を示します。
表 37： システム メディア ファイル、時刻

記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディア ファイルの内
容

データ再生タイ
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

時

時

経過時間、ロケー
ル単位の
24TOD、ロケー
ル単位の TOD

時間

時間

経過時間、ロケー
ル単位の
24TOD、ロケー
ル単位の TOD

分

分

経過時間

分

分

経過時間

秒

秒

経過時間、
24TOD
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記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディア ファイルの内
容

データ再生タイ
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

秒

秒

経過時間、
24TOD

on

on

ロケール単位
（en-us には使用
されない）

at

at

ロケール単位
（en-us には使用
されない）

午前

午前

TOD

午後

午後

TOD

時

時

TOD

次の表に、通貨の値に関するシステム メディア ファイルの情報を示します。

（注）

カスタマーのメディア管理者によっては、“currency_minus”（負の量）と “currency_and”（後者
は無声音を含めるように変更することも可能）の内容を置換することを求める場合もありま
す。
表 38： システム メディア ファイル、通貨

記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用され
る状況

currency_ minus

マイナス

通貨

currency_and

および

通貨
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記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用され
る状況

$

USD_dollar

ドル

通貨

USD_dollars

ドル

通貨

36

（注）

$

¢

£

36

162

163

Unified CVP では、USD_dollar.wav メディア ファイルと
USD_dollars.wav メディア ファイルを使用します。ISN
バージョン 1.0 で使用される dollar.wav および dollars.wav
は現在はインストールされません。
CAD_dollar
ドル
通貨
CAD_dollars

ドル

通貨

HKD_dollar

ドル

通貨

HKD_dollars

ドル

通貨

セント

セント

通貨

セント

セント

通貨

ユーロ

ユーロ

通貨

GBP_pound

ポンド

通貨

GBP_pounds

ポンド

通貨

ペニー

ペニー

通貨

ペンス

ペンス

通貨

MXN_peso

ペソ

通貨

MXN_pesos

ペソ

通貨

センターボ

センターボ

通貨

センターボ

センターボ

通貨

次の表に、無声音の切れ目やその他のフレーズに関するシステムメディアファイル情報を示しま
す。
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表 39：システム メディア ファイル、無声音およびその他のフレーズ

記号（該当 10 進値
する場合）

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用される
状況

silence_.1_ sec

（0.1 秒の無声音）

必要に応じて区切
りに使用

silence_.25_ sec

（0.25 秒の無声音）

必要に応じて区切
りに使用

silence_.5_ sec

（0.5 秒の無声音）

必要に応じて区切
りに使用

silence_1_sec

（1 秒の無声音）

必要に応じて区切
りに使用

および

および

経過時間、TOD、
25TOD

次の表に、ANSI 文字に関するシステム メディア ファイルの情報を示します。
表 40： システム メディア ファイル、ANSI 文字

記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用され
る状況

32

スペース

スペース

文字

!

33

exclamation_ mark

感嘆符

文字

"

34

double_ quote

二重引用符

文字

#

35

ポンド

ポンド

文字

%

37

パーセント

パーセント

文字

&

38

アンパサンド

アンパサンド

文字

'

39

アポストロフィ

アポストロフィ

文字

(

40

open_ parenthesis

開き括弧

文字
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記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用され
る状況

）

41

close_ parenthesis

閉じ括弧

文字

*

54

アスタリスク

アスタリスク

文字

+

43

プラス

プラス

文字

,

44

カンマ

カンマ

文字

-

45

hyphen

hyphen

文字

.

46

ピリオド

ピリオド

文字

/

47

スラッシュ

スラッシュ

文字

：

58

コロン

コロン

文字

;

59

セミコロン

セミコロン

文字

<

60

less_than

より少ない

文字

=

61

等しい

等しい

文字

62

greater_than

より大きい

文字

?

63

question_ mark

疑問符

文字

@

64

at_symbol

at

文字

[

91

left_square_bracket

開き大カッコ

文字

\

92

バックスラッシュ

バックスラッシュ

文字

]

93

right_square_bracket

閉じ大カッコ

文字

^

94

キャレット

キャレット

文字

_

95

アンダースコア

アンダースコア

文字

`

96

single_quote

一重引用符

文字

{

123

open_brace

開き中括弧

文字
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記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用され
る状況

|

124

パイプ

パイプ

文字

}

125

close_brace

閉じ中括弧

文字

~

126

チルダ

チルダ

文字

’

130

char_130

下方の一重引用符

文字

ƒ

131

char_131

フック付きの F

文字

”

132

下方の二重引用符

下方の二重引用符

文字

…

133

省略符号

省略符号

文字

†

134

char_134

文字 134

文字

‡

135

char_135

文字 135

文字

ˆ

136

char_136

文字 136

文字

‰

137

per_mille

パーミル

文字

Š

138

char_138

文字 138

<

139

left_pointing _angle

左矢印

文字

‘

145

left_single_ quote

左一重引用符

文字

’

146

right_single_ quote

右一重引用符

文字

“

147

left_double_ quote

左二重引用符

文字

”

148

right_double _quote

右二重引用符

文字

·

149

黒丸印

黒丸印

文字

–

150

en_dash

半角ダッシュ

文字

—

151

em_dash

全角ダッシュ

˜

152

small_tilde

小さいチルド
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記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用され
る状況

™

153

trade_mark

商標

文字

š

154

char_154

文字 154

文字

›

155

char_155

文字 155

文字

¡

161

exclamation_ mark_
inverted

逆感嘆符

文字

¤

164

char_164

文字 164

文字

¦

166

broken_pipe

ブロークン パイプ

文字

§

167

セクション

セクション

文字

¨

168

char_168

文字 168

文字

©

169

コピーライト

コピーライト

文字

ª

170

char_170

文字 170

文字

«

171

left_double_ angle_ quote

左二重カギ括弧

文字

¬

172

ノット

ノット

文字

-

173

char_173

文字 173

文字

®

174

登録

登録

文字

¯

175

char_175

文字 175

文字

°

176

度

度

文字

±

177

plus_minus

プラスまたはマイナス 文字

²

178

superscript_ 2

上付きの 2

文字

³

179

superscript_ 3

上付きの 3

文字

´

180

acute_accent

鋭音アクセント

文字

µ

181

マイクロ

マイクロ

文字
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記号（該当
する場合）

10 進値

メディア ファイル名

メディアファイルの内 データ再生タイ
容
プ/メディア ファ
イルが使用され
る状況

¶

182

パラグラフ

パラグラフ

文字

·

183

middle_dot

中点

文字

¸

184

セディーユ

セディーユ

文字

¹

185

superscript_ 1

上付きの 1

文字

º

186

char_186

文字 186

文字

»

187

right_double _angle_ quote 右二重カギ括弧

¿

191

question_ mark_ inverted

逆疑問符

文字
文字

その他のファイル
下の表に、Unified CVP マイクロアプリケーションで使用されないファイルの一覧を示します。こ
れらのファイルは、カスタマー スクリプトで使用するために含まれています。
表 41：その他のメディア ファイル

記号（該当す 10 進値
る場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの
内容

エラー
（Error）

v

invalid_entry_error

エントリは無効です。 エラーメッセージ
（Your entry is
invalid.）

v

no_entry_error

Please make a selection. エラーメッセージ
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記号（該当す 10 進値
る場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの
内容

データ再生タイプ/
メディアファイル
が使用される状況

v

system_error

現在、このサイトには エラーメッセージ
技術的な問題が発生し
ています。（We are
currently experiencing
technical difficulties
with this site.）しばら
くして、サービスが改
善されてから、もう一
度お試しください。
（Please try again later
when we can service you
much better.）

v

critical_error

現在、このサイトには エラーメッセージ
技術的な問題が発生し
ています。（We are
currently experiencing
technical difficulties
with this site.）しばら
くして、サービスが改
善されてから、もう一
度お試しください。
（Please try again later
when we can service you
much better.）

v

critical_error_ULaw .

現在、このサイトには エラーメッセージ
技術的な問題が発生し
ています。（We are
currently experiencing
technical difficulties
with this site.）しばら
くして、サービスが改
善されてから、もう一
度お試しください。
（Please try again later
when we can service you
much better.）
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記号（該当す 10 進値
る場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの
内容

v

critical_error_ALaw

現在、このサイトには エラーメッセージ
技術的な問題が発生し
ています。（We are
currently experiencing
technical difficulties
with this site.）しばら
くして、サービスが改
善されてから、もう一
度お試しください。
（Please try again later
when we can service you
much better.）

v

440beep

<1 回のビープ音>

未使用（Unused）

v

busy_tone

<1 回のビジー音>

未使用（Unused）

v

busy_tone30

<1 秒ごとに 30 秒のビ 未使用（Unused）
ジー音>

v

central

セントラル（Central） 未使用（Unused）

v

credit_of

次のクレジット
（Credit Of）

未使用（Unused）

v

dash

dash

未使用（Unused）

v

daylight

daylight

未使用（Unused）

v

dialtone

<4 秒のダイヤル トー 未使用（Unused）
ン>

v

dialtone2fastbusy60

<9 秒のダイヤル トー 未使用（Unused）
ン> に続き <30 秒の
ファスト ビジー音>

v

ドット

ドット

未使用（Unused）

v

eastern

東部（Eastern）

未使用（Unused）

v

ENTER_PHONE_NUMBER 電話番号を入力してく 未使用（Unused）
ださい。（Please enter
the phone number.）
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記号（該当す 10 進値
る場合）

メディア ファイル名

メディア ファイルの
内容

データ再生タイプ/
メディアファイル
が使用される状況

v

fastbusy

<1 回のファスト ビ
ジー音 + サイレンス
（合計 1 秒）>

未使用（Unused）

v

fastbusy60

<30 秒のファスト ビ
ジー音>

未使用（Unused）

v

FINISHED

完了したら次を押して 未使用（Unused）
ください。（When
you have finished,
press）

v

goodbye

終了案内

未使用（Unused）

v

Mountain

Mountain

未使用（Unused）

v

負

負

未使用（Unused）

v

of

of

未使用（Unused）

v

pmgr_sys

pmgr_sys

未使用（Unused）

v

pacific

太平洋（Pacific）

未使用（Unused）

v

正

正

未使用（Unused）

v

ringback

<1 秒間のリング バッ 未使用（Unused）
ク トーンに続き 2 秒
間のサイレンス>

v

savings

savings

未使用（Unused）

v

標準

標準（Standard）

未使用（Unused）

v

Star

星（star）

未使用（Unused）

v

thankyou

ありがとうございまし 未使用（Unused）
た（Thank you）

v

the

the

未使用（Unused）

v

時刻

時刻

未使用（Unused）
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記号（該当す 10 進値
る場合）
v

メディア ファイル名

メディア ファイルの
内容

データ再生タイプ/
メディアファイル
が使用される状況

try_again

もう一度お試しくださ 未使用（Unused）
い（Please try again）

システム メディア ファイルのエラー メッセージ
システム メディア ファイルには、次の 3 つのエラー メッセージが含まれます。
• 重大なエラー。システム上の問題が存在し、SIP サービスがコールを処理できない場合に送
信されます。（en-us のコンテンツ例：“We are currently experiencing technical difficulties with
the site, please try again later and we can serve you much better.”）

（注）

英語以外の表記が必要な場合は、この項で指定している場所に特定の言語ファ
イルをコピーする必要があります。

重大なエラー メッセージは、メディア サーバ上でなく、次の場所にあります。
◦ SIP サービスでは、critical_error.wav メディア ファイルは、<install
path>\OpsConsoleServer\GWDownloads（たとえば
C:\Cisco\CVP\OpsConsoleServer\GWDownloads）にあります。
◦ Unified CVP SIP サービス以外では、error.wav メディア ファイルは、<install
path>\CVP\audio（たとえば C:\Cisco\VXMLServer\Tomcat\webapps\CVP\audio）にありま
す。

（注）

“override” プロンプトを記録して重大なメディア ファイルを置き換えることが
できます。ただし、元のハードコードされた名前でファイルを保存し、元の
場所に配置する必要があります。

• no_entry_error。発信者がメニュー プロンプトに応答しない場合に再生されるメッセージで
す。（en-us のコンテンツ例：“Please make a selection.”）その後、元のプロンプトが繰り返さ
れます。
• invalid_entry_error。メニュー プロンプトに対し、発信者が間違った応答を入力した場合に
再生されるメッセージです。（en-us のコンテンツ例：“Your entry is invalid.”）その後、元の
プロンプトが繰り返されます。

（注）

これらのファイルはすべてのアプリケーションで共有されます。
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Unified ICME スクリプト内の特定の Get Digits、Get Speech または Menu 要求でダイアログを変更
する必要がある場合は、ネットワーク VRU スクリプトの設定パラメータでフラグのオーバーライ
ドを設定できます。

（注）

フラグのオーバーライドは、Get Digits、Get Speech および Menu マイクロアプリケーションで
のみ使用できます。詳細については、Feature Guide - Writing Scripts for Cisco Unified Customer
Voice Portal を参照してください。
“オーバーライド” プロンプトを記録し、ハードコードされた名前 <prompt name>_no_entry_error.wav
および <prompt_name>_invalid_entry_error.wav で保存し、アプリケーション メディア ライブラリ
内の他のアプリケーション固有のメディア ファイルに配置する必要があります。

（注）

このオーバーライドは、指定されたファイル名が使用されていない場合（たとえば、Unified
CVP で TTS 機能が使用される場合）、機能しません。
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Speech Server の設定
• Speech Server の設定, 245 ページ
• Speech Server 設定, 246 ページ
• Unified CVP 用 G729 プロンプトの生成, 247 ページ
• 設定（Configuration）, 249 ページ

Speech Server の設定
はじめる前に
Operations Console に Speech Server を追加する前に Speech Server に Remote Operations をインストー
ルします。

手順
ステップ 1

Operations Console から、[デバイス管理（Device Management）] > [Speech Server] の順に選択しま
す。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックして新しい Speech Server を追加するか、[テンプレートとして
使用（Use As Template）] をクリックして既存のテンプレートを使用して新しい Speech Server を
設定します。

ステップ 3

次のタブをクリックし、コール フロー モデルに基づいて設定を行います。
a) [全般（General）] タブ詳細については、全般設定, （246 ページ）を参照してください。
b) [デバイスプール（Device Pool）] タブ[使用可能（Available）] ペインから [選択済み（Selected）]
ペインにデバイス プールを移動して Speech Server をデバイス プールに追加します。デバイス
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プールの追加、削除、編集に関する詳細については、デバイス プールのデバイスの追加または
削除, （120 ページ）を参照してください。
ステップ 4

[保存（Save）] をクリックして、設定を Operations Server データベースに保存します。Speech Server
ページへの変更を後で展開するには、[保存して展開（Save and Deploy）] をクリックします。

Speech Server 設定
全般設定
表 42：Speech Server：全般設定

フィールド

説明

デフォル 値
ト

[IPアドレス
（IP
Address）]

Speech Server の IP アドレ
ス。

なし
有効な IP アドレス あり：Speech Server
（None）
のリブート

ホストネーム Speech Server のホスト名。

なし
有効な DNS 名。文 あり：Speech Server
（None） 字、0 ～ 9 の数
のリブート
字、ダッシュが含
まれます。

説明

なし
最大 1024 文字
（None）

Speech Server の説明。
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動

なし
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フィールド

説明

ライセンス
ファイルのロ
ケーション
（License File
Location）

Speech Server 上のライセン なし
任意のテキスト
ス ファイルのパス。
（None）
Operations Console はこのロ
ケーションにライセンス
ファイルを転送します。
（注）

Ops Console で
のセキュア通
信の有効化
（Enable
secure
communication
with the Ops
console）

デフォル 値
ト

必要なリブート/再起
動
あり：再起動

ライセンス ファイ
ルは、それぞれの
Speech Server のラ
イセンス ファイル
です。ロケーショ
ンは、Speech
Server 上のライセ
ンス ファイルが存
在する場所へのパ
スである必要があ
ります。ライセン
ス ファイルを正常
に保存または展開
するには、そのパ
スに存在する必要
があります。

Operations Server とこのコン なし
オンまたはオフ
ポーネント間のセキュア通 （None）
信を有効にするには、[オン
（On）] を選択します。SSH
を使用してデバイスにアク
セスし、ファイルは HTTPS
を使用して転送されます。

なし

Unified CVP 用 G729 プロンプトの生成
（注）

Cisco VVB は、G.729 コーデックをサポートしません。
Unified CVP 用 G.729 プロンプトを生成するには、次の手順を実行します。
• 保留音（MoH）音声トランスレータを使用して、G.711 から G.729 の形式に音声ファイルを
変換します。
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• ファイル ヘッダー内の G.729 圧縮 ID を変更します。

（注）

Nuance は、G.729 コーデックによる音声合成（TTS）および自動音声認識（ASR）をサポート
しません。

G.711 から G.729 形式へのオーディオ ファイルの変換
手順
ステップ 1

Cisco Unified CM の管理ポータルにログインし、[メディア リソース（Media Resources）] > [MOH
オーディオ ファイル管理（MOH Audio File Management）] の順に選択します。

ステップ 2

[ファイルのアップロード（Upload File）] をクリックし、G.711 オーディオ ファイルを個別に選択
します。

ステップ 3

[メディア リソース（Media Resources）] > [MOH オーディオ ファイル管理（MOH Audio File
Management）] の順にクリックし、オーディオ ファイルが G.729 形式に変換済みかどうかを確認
します。変換が成功していた場合、オーディオ ファイルの録音の長さはゼロ以外の値になりま
す。

ステップ 4

Secure File Transfer Protocol（SFTP）を使用して変換されたオーディオ ファイルを Windows サーバ
にコピーします。
（注）
オーディオ ファイルの名前を変更するときはスペースを追加しないでくださ
い。

ステップ 5

putty を使用して、管理者として Unified Communications Manager サーバにサインインします。

ステップ 6

コマンド プロンプトから、file get activelog mohprep/*g729.wav を実行し、SFTP プロンプトを提
供します。

ファイル ヘッダー内 G.729 圧縮 ID の変更
Unified Communications Manager により生成される G.729 ファイルは、ファイル ヘッダー内に非標
準の圧縮コーデック タグを含みます。VXML ゲートウェイは、このコーデック タイプを認識しな
いため、これらの音声ファイルを再生できません。圧縮コーデック タイプの値を変更して、音声
ファイルを標準 G729r8 形式に変換します。
次の手順により、ファイル ヘッダー内の圧縮コーデック タイプ番号を 0x0133 から標準の 0x14db
（G729r8 形式）に変更します。
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手順
ステップ 1

Unified CVP ディレクトリにフォルダを作成します。ファイル ヘッダー内に非標準圧縮コーデッ
ク タグを含む G.729 音声ファイルを、新しいフォルダの場所にコピーします。

ステップ 2

コマンド プロンプトにより C:\Cisco\CVP\bin フォルダに移動します。

ステップ 3

次のいずれかの手順を実行します。
• 音声ファイルを個別に変換するには、コマンド プロンプトにより <UCMHeaderFixer.exe
Audio file Name>\*.* を実行します。
• 音声ファイルを一括変換するには、コマンド プロンプトにより UCMHeaderFixer.exe Folder
Path を実行します。
スクリプトが実行され、音声ファイルは name.g729.wav ファイルから、name.wav 形式に変換され
ます。

ステップ 4

Operations Console を使用して、変換された音声ファイルを IOS ゲートウェイにアップロードしま
す。

設定（Configuration）
SIP サービスが IVR サービスを使用するようにするのに追加の設定は必要ありません。デフォル
トでは、SIP サービスは、同じサーバ上にある IVR サービスを使用します。また、コール サーバ
の IVR サービスの IP アドレスを使用して VoiceXML ゲートウェイを設定する必要もなくなりま
す。SIP を使用する場合、SIP サービスは、コールが VoiceXML ゲートウェイに送信されるとき
に、コール サーバの IVR サービスの URL を SIP INVITE メッセージのヘッダーに挿入します。
VoiceXML ゲートウェイは、SIP INVITE からこの情報を取得し、この情報を使用して使用するコー
ル サーバを決定します。VoiceXML ゲートウェイは、コール サーバからの着信コールの送信元 IP
アドレスを検査します。次に、この IP アドレスは、コール サーバの IVR サービスのアドレスと
して使用されます。
次の例は、コールを受信したときに呼び出される IOS VoiceXML ゲートウェイ ブートストラップ
サービスを示しています。
service bootstrap flash:bootstrap.tcl
paramspace english index 0
paramspace english language en
paramspace english location flash
paramspace english prefix en

（注）

Cisco VVB で同じ機能を設定するには、『CVP Configuration Guide』の「“Cisco VVB configuration
for Comprehensive Call Flows”」を参照してください。
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Unified CVP 4.0 以降のリリースでは、コール サーバの IP アドレスを設定する必要があります。
bootstrap.tcl は、ソース コール サーバの IP アドレスを学習し、これをこのコール サーバとして使
用します。コール サーバからコールを受信するということは、サーバが起動していて、動作中で
あることを示しているため、バックアップ コール サーバ コンフィギュレーションは必要ありま
せん。
IOS Voice ゲートウェイのフラッシュ メモリには、handoff.tcl、survivability.tcl、recovery.vxml、い
くつかの .wav ファイルなど、ハイアベイラビリティと関係のあるファイルがあります。簡易ファ
イル転送プロトコル（TFTP）を使用して、適切なファイルをフラッシュにロードします。各ファ
イルのコンフィギュレーション情報は、ファイル内にあります。詳細については、次の Web サイ
トで最新の Configuration Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1006/products_installation_and_configuration_guides_
list.html
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ゲートウェイの設定
• ゲートウェイの設定, 251 ページ
• ゲートウェイ設定（Gateway Settings）, 252 ページ
• スタンドアロン コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, 254 ページ
• 包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, 257 ページ
• コール ディレクタ コール フロー モデルのゲートウェイの設定, 269 ページ
• VRU 専用コール フロー モデル：タイプ 8 でのゲートウェイの設定, 273 ページ
• VRU 専用：タイプ 7 でのゲートウェイの設定, 277 ページ
• ゲートウェイへのスクリプトおよびメディア ファイルの転送, 279 ページ

ゲートウェイの設定
手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] > [ゲートウェイ
（Gateway）] の順にクリックします。
[ゲートウェイの検索、追加、削除、編集（Find, Add, Delete, Edit Gateways）] ウィンドウが開きま
す。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックします。
（注）
新しいゲートウェイを設定するためのテンプレートとして既存のゲートウェイを使用す
るには、使用可能なゲートウェイのリストからゲートウェイを選択し、[テンプレート
として使用（Use As Template）] をクリックして、ステップ 3 ～ 5 を実行します。
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ステップ 3

[全般（General）] タブをクリックし、フィールド値を入力して [保存（Save）] をクリックします。
全般設定, （252 ページ）を参照してください。

ステップ 4

（任意） [デバイスプール（Device Pool）] タブをクリックし、フィールド値を入力して [保存
（Save）] をクリックします。デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）を参
照してください。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

ステップ 6

（任意） コール制御クライアントが相関 ID を uus.dat 以外の GTD パラメータに配置している場
合、次のパラメータを指定して、着信 UUI を相関 ID として使用することを可能にするようゲー
トウェイを設定します。
conf t
application
service <your-cvp-service-name>
param use-uui-as-corrid Y (Refer to Note 1)
param correlation-gtd-attribute XXX (Refer to Note 2)
param correlation-gtd-instance N (Refer to Note 2)
param correlation-gtd-field YYY (Refer to Note 2)
dial-peer voice 123 pots
service <your-cvp-service-name>

ゲートウェイ設定（Gateway Settings）
全般設定
IOS ゲートウェイを追加したら、Operations Console からゲートウェイで IOS ゲートウェイ コマン
ドのサブセットを実行できます。
イングレス ゲートウェイは、着信コールが Unified CVP ソリューションに入るポイントです。一
方の側で時分割多重（TDM）電話回線を終了し、もう一方の側で VoIP を実装します。また、他
の Unified ソリューション コンポーネントからの指示に従って、高度なコール ルーティング機能
を提供します。SIP を使用し、Unified CM と使用するために Media Gateway Control Protocol（MGCP）
もサポートします。
VXML ゲートウェイは、IOS 音声ブラウザ、Unified CVP IVR サービスまたは VXML Server のい
ずれかから VXML ページを解釈するコンポーネントをホストし、.wav ファイルおよび音声合成
（TTS）を再生し、音声およびデュアル トーン多重周波数（DTMF）を入力し、VXML の要求者
に結果を送り返します。また、メディア サーバ、Unified CVP VXML Server、ASR および TTS サー
バ、および自動音声応答（IVR）サービス間の中継も行います。
イングレス ゲートウェイは、VXML ゲートウェイとは別に導入できますが、ほとんどの実装では
これらは同じゲートウェイです。つまり、1 つのゲートウェイで両方の機能が実行されます。多

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
252

ゲートウェイの設定
ゲートウェイ設定の有効化

くの場合、ゲートウェイは、集中型導入モデルのファームに展開されます。ブランチ導入モデル
では、通常、組み合わされた 1 つのゲートウェイが各ブランチ オフィスに展開されます。
コール サーバ ホストとポートのサービス設定パラメータは、IOS VoiceXML ゲートウェイの VRU
のみのコールフローモデルに適用されます。これらのパラメータはオプションであり、これらを
使用すると、SIP app-info header から提供されるコール サーバの IP アドレスまたはポート番号を
上書きすることができます。
application
service vru-leg flash:bootstrap.tcl
param cvpserverhost xxx.xxx.xxx.xxx <IP of primary Call Server>
param cvpserverbackup xxx.xxx.xxx.xxx <IP of backup Call Server>
param cvpserverport 8000
<TCP Port # of Call Server>

イーグレス ゲートウェイは通常、コール センターの自動着信呼分配（ACD）またはサードパー
ティ IVR へのアクセスを提供するためにコール ディレクタ モデルで使用されます。
ゲートウェイで全般設定を設定するには、[全般（General）] タブで、次の表に示すフィールド値
を入力します。
表 43：Unified ICM：[全般（General）] タブの構成設定

フィールド

説明

デフォルト

値

必要な再起動

[IPアドレス
（IP
Address）]

Unified ICM サーバの
IP アドレス

なし
（None）

有効な IP アドレス

なし

ホストネーム Unified ICM サーバの
名前

なし
（None）

有効な DNS 名。英数 なし
字、ダッシュが含まれ
ます。

説明

Unified ICM サーバの
追加情報

なし
（None）

最大 1024 文字

なし

デバイス管理 Unified ICM Web 設定
URL（Device アプリケーションの
Admin URL） URL。

なし
（None）

有効な URL

なし

ゲートウェイ設定の有効化
これらのコマンドを入力して、ゲートウェイ設定を有効化します。
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手順
ステップ 1

call application voice load CVPSelfService

ステップ 2

call application voice load HelloWorld

デバイス プールへのゲートウェイの追加
[デバイスプール（Device Pool）], （119 ページ） およびデバイス プールのデバイスの追加または
削除, （120 ページ） を参照してください。

スタンドアロン コール フロー モデルでのゲートウェイ
の設定
Operations Console によるゲートウェイの設定が完了したら、ゲートウェイでの設定を行います。

手順
ステップ 1

すべてのバージョン：Operations Console を使用するかまたは Unified CVP CD により、次のスクリ
プト、設定、.wav ファイルを転送します。
• CVPSelfService.tcl
このファイルには、ゲートウェイの設定例が含まれていま
す。
• CVPSelfServiceBootstrap.vxml
（注）

• critical_error.wav
a) [一括管理（Bulk Administration）] > [ファイル転送（File Transfer）] > [スクリプトとメディア
（Scripts and Media）] を選択します。
b) [デバイスタイプの選択（Select device type）] ドロップダウン リストから、[ゲートウェイ
（Gateway）] を選択します。
c) [選択可能（Available）] リストから必要なファイルを選択し、右矢印をクリックしてデバイス
を [選択済み（Selected）] リストに移動します。
d) [転送（Transfer）] をクリックします。
転送が失敗する場合もあるため、[転送（Transfer）] をクリックしたら、転送ステー
タスを確認してください。
すべてのバージョン：VXML Server スタンドアロン コール フロー モデルの設定, （15 ページ）
の手順の各ステップを実行します。
（注）

ステップ 2
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例：スタンドアロン コール フロー モデルでのゲートウェイ設定
次の例の最初の部分は、VoiceXML スタンドアロン ゲートウェイを設定するための基本設定を提
供しています。
• デバッグ、ログ メッセージへのタイムスタンプの適用
• ロギングのオン
• コマンドライン インターフェイス コンソールへの出力のオフ
• RTP パケットの送信
• ASR/TTS サーバ の設定
• ゲートウェイの設定
この例の最後の部分（application）は次の情報を提供しています。
• VXML Server の hello_world アプリケーションのスタンドアロン サービス設定
• セルフサービス コール フロー モデルを設定するためのサービス要件
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
!
service internal
logging buffered 99999999 debugging
no logging console
!
ip cef
!
voice rtp send-recv
ip host tts-en-us <IP of TTS or MRCP Server>
ip host asr-en-us <IP of ASR or MRCP Server>
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g729r8
voice service voip
signaling forward unconditional
h323
!
gateway
timer receive-rtcp 6
!
ip rtcp report interval 3000
!
ivr prompt memory 15000
ivr prompt streamed none
ivr asr-server rtsp://asr-en-us/recognizer
ivr tts-server rtsp://tts-en-us/synthesizer
mrcp
mrcp
mrcp
rtsp
rtsp

client
client
client
client
client

timeout connect
timeout message
rtpsetup enable
timeout connect
timeout message

10
10
10
10
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vxml
http
http
http
http
http

tree memory 500
client cache memory pool 15000
client cache memory file 500
client connection timeout 60
client response timeout 30
client connection idle timeout 10

application
service hello_world flash:CVPSelfService.tcl
param CVPPrimaryVXMLServer <ip address>
param CVPBackupVXMLServer <ip address>
param CVPSelfService-port 7000
param CVPSelfService-SSL 0
-ORparam CVPSelfService-port 7443
param CVPSelfService-SSL 1
param CVPSelfService-app HelloWorld
service CVPSelfService
flash:CVPSelfServiceBootstrap.vxml
!

（注）

重要

オプションの param

CVPSelfService-SSL 1

行で HTTPS が有効になります。

電話料金の詐欺行為のセキュリティが正しく設定されていない場合、コールは 403 Forbidden
応答によって拒否される可能性があります。ソリューションは、信頼できるエンドポイントと
して IP アドレスを追加するはずです。そうでない場合、voice service voip -> "no ip address
trusted authenticate" コンフィギュレーション エントリを使用して IP アドレスによる信頼で
きるリストの認証をすべて無効にします。

例：スタンドアロン コール フロー モデルでのダイヤルピア
次に、VXML Server（スタンドアロン）コール フロー モデルの着信 POTS および VoIP コールの
設定例を示します。

（注）

VXML Server（スタンドアロン）は、T1 ポートのみで TDM の着信コールをサポートします。
FXS ポートの使用はサポートされていません。

dial-peer voice 8 pots
description Example incoming POTS dial-peer calling HelloWorld VXML
Server app
service hello_world
incoming called-number <your DN pattern here>
direct-inward-dial
dial-peer voice 800 voip
description Example incoming VOIP dial-peer calling HelloWorld VXML
Server app
service hello_world
incoming called-number 800.......
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voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
!

包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定
手順
ステップ 1

イングレス ゲートウェイに IOS イメージをインストールします。
詳細については、Cisco IOS のマニュアルを参照してください。

ステップ 2

Operations Console または Unified CVP 製品 CD を使用して、次のスクリプト、設定、および .wav
ファイルをイングレス ゲートウェイに転送します。
• bootstrap.tcl
• handoff.tcl
• survivabilty.tcl
• bootstrap.vxml
• recovery.vxml
• ringtone.tcl
• cvperror.tcl
• ringback.wav
• critical_error.wav

ステップ 3

イングレス ゲートウェイの基本設定を設定します。

ステップ 4

イングレス ゲートウェイのサービス設定を設定します。

ステップ 5

イングレス ゲートウェイの着信 POTS ダイヤルピアを設定します。

ステップ 6

プロキシ サーバを含まない SIP の場合は、次のステップを実行します。
a) ゲートウェイから SRV または A タイプで DNS クエリを使用している場合、DNS を使用する
ようにゲートウェイを設定します。
また、ゲートウェイからのタイプ SRV またはタイプ A の DNS クエリを使用する場合は、次に
示すように CLI を使用します。
（注）

通常、非 DNS の設定は次のとおりです。sip-server ipv4:xx.xx.xxx.xxx:5060。

ip domain name pats.cisco.com
ip name-server 10.86.129.16
sip-ua
sip-server dns:cvp.pats.cisco.com
OR:
ipv4:xx.xx.xxx.xxx:5060
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b) サービス（SRV）レコードの設定方法を表示する個別の DNS サーバの DNS ゾーン ファイルを
設定します。
（注）
SRV および DNS は、プロキシ サーバの有無にかかわらず、どの SIP コール フロー
モデルでも使用できます。標準の A タイプ DNS クエリは SRV なしのコールにも使
用できますが、ロード バランシングおよびフェールオーバー機能が失われます。
コール ディレクタ コール フロー モデルの DNS ゾーン ファイル設定, （58 ページ）を参照し
てください。
ステップ 7

プロキシ サーバを含む SIP で DNS サーバを使用する場合、ホスト名として SIP サービスを設定
できます（タイプ A またはタイプ SRV）。
また、DNS を使用する代わりにゲートウェイを静的に設定できます。次に、A および SRV タイプ
の両方のレコードを設定する例を示します。
ip host cvp4cc2.cisco.com 10.4.33.132
ip host cvp4cc3.cisco.com 10.4.33.133
ip host cvp4cc1.cisco.com 10.4.33.131

SIP/TCP の場合：
ip host _sip._tcp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc3.cisco.com
ip host _sip._tcp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc2.cisco.com
ip host _sip._tcp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc1.cisco.com

SIP/UDP の場合：
ip host _sip._udp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc3.cisco.com
ip host _sip._udp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc2.cisco.com
ip host _sip._udp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc1.cisco.com

DNS サーバは必要なすべての A タイプまたは SRV タイプのレコードを使用して設定す
る必要があります。
詳細については、SIP デバイスの設定, （201 ページ）およびOperations Console のオンライン ヘル
プ、[デバイスの管理（Managing devices）] > [SIP プロキシ サーバの設定（Configuring a SIP Proxy
Server）] を参照してください。
（注）

ステップ 8

ステップ 2 を使用して、ファイルを VXML ゲートウェイに転送します。

ステップ 9

VXML ゲートウェイの基本設定を設定します。

ステップ 10

VXML ゲートウェイのサービス設定を設定します。

ステップ 11

ASR および TTSサーバを使用している場合は、ゲートウェイに適用可能な名前解決システム（DNS
または “ip host” コマンド）を使用して、各ロケールでこれらのサーバの IP アドレスを指定しま
す。
（注）
ASR と TTS が同じサーバを使用している場合、MRCP サーバにより 1 つのライセンス
が ASR セッションに、2 つ目のライセンスが TTS セクションに割り当てられる場合が
あります。同じ Speech Server で ASR と TTS の両方をホストしている場合、Operations
Console の [IVR サービスの設定（IVR Service configuration）] タブで [ASR/TTS で同じ
MRCP サーバを使用（ASR/TTS use the same MRCP server）] オプションを選択する必要
があります。
次のいずれかを実行します。
• ACE を使用している場合、サーバ名は ACE 上のコール サーバの仮想 IP（VIP）に設定され
ます。詳細は、Unified CVP のハイ アベイラビリティの設定 , （441 ページ）のセクションを
参照してください。
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• プライマリおよびバックアップ サーバが設定されている必要があります。（DNS ではなく）
ゲートウェイに対してローカルな名前解決を使用する場合、次のように指定します。
ip host asr- <locale> <ASR server for locale>
ip host asr- <locale>-backup <backup ASR server for locale>
ip host tts- <locale> <TTS server for locale>
ip host tts- <locale>-backup <backup TTS server for locale>
たとえば、English US では次のようになります。
ip host asr-en-us 10.86.129.215
ステップ 12

ASR と TTS が同じ MRCP サーバ オプションを使用するようにするには、ゲートウェイを次のよ
うに設定します。
a) Operations Console の [IVR サービス（IVR Service）] で、[ASR/TTS で同じ MRCP サーバを使
用（ASR/TTS use the same MRCP server）] オプションを選択します。
b) ゲートウェイ設定に次の 2 つのホスト名を追加します。
• ip host asrtts-<locale><IP Address Of MRCP Server>
• ip host asrtts-<locale>-backup <IP Address Of MRCP Server>
locale が en-us または es-es などの場合、次のようになります。asrtts-en-us または
asrtts-es-es。
c) MRCPV1 に対し、ivr asr-server および ivr tts-server を次のように変更します。
• ivr asr-server rtsp://asr-en-server/recognizer
• ivr tts-server rtsp://tts-en-server/synthesizer
d) MRCPV2 に対し、ivr asr-server および ivr tts-server を次のように変更します。
• ivr asr-server sip:asr@10.78.26.103
• ivr tts-server sip:tts@10.78.26.103

ステップ 13

Speech Server を Unified CVP と連動するよう設定します。
注意
Operations Console は、Windows にインストールされた Speech Server のみ管理できます
（Linux は不可）。Speech Server は、Linux にインストールされた場合、管理できません。
Speech Server が Unified CVP と連動するようにするには、Unified CVP ソリューションの設定の一
部として、各 Speech Server に次の変更を加える必要があります。
Nuance SpeechWorks MediaServer（SWMS）を使用している場合、設定ファイルは osserver.cfg で
す。Nuance Speech Server（NSS）を使用している場合、設定ファイルは NSSserver.cfg です。
Nuance の設定ファイルを次のように変更します。
• 変更前：server.resource.2.url VXIString media/speechrecognizer
変更後：server.resource.2.url VXIString recognizer
• 変更前：server.resource.4.url VXIString media/speechsynthesizer
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変更後：server.resource.4.url VXIString synthesizer
• 変更前：server.mrcp1.resource.3.url VXIString media/speechrecognizer
変更後：server.mrcp1.resource.3.url VXIString /recognizer
• 変更前：server.mrcp1.resource.2.url VXIString media/speechsynthesizer
変更後：server.mrcp1.resource.2.url VXIString media/synthesizer
• 変更前：server.mrcp1.transport.port VXIInteger 4900
変更後：server.mrcp1.transport.port VXIInteger 554
Nuance Speech Server 5 と Nuance Vocalizer for Network 5 を使用している場合、それぞれのアプリ
ケーションの設定ファイルを変更します。Nuance Speech Server 5 の設定ファイル（NSSserver.cfg）
を次のように変更します。
• 変更前：server.mrcp1.resource.3.url VXIString media/speechrecognizer
変更後：server.mrcp1.resource.3.url VXIString /recognizer
• 変更前：server.mrcp1.resource.2.url VXIString media/speechsynthesizer
変更後： server.mrcp1.resource.2.url VXIString /synthesizer
• 変更前：server.mrcp1.transport.port VXIInteger 4900
変更後：server.mrcp1.transport.port VXIInteger 554
• 変更前： server.mrcp1.transport.dtmfPayloadType VXIInteger 96
変更後： server.mrcp1.transport.dtmfPayloadType VXIInteger 101
• 以下コメントなし：server.rtp.dtmfTriggerLeading VXIInteger 0
Nuance Vocalizer for Network 5 TTS System を使用している場合、次の設定ファイルをアップ
デートする必要があります。
<install path>\Nuance Vocalizer for Network 5.0\config\ttsrshclient.xml
• 変更前：<ssml_validation>strict</ssml_validation>
変更後：<ssml_validation>warn</ssml_validation>
<install path>\Nuance Vocalizer for Network 5.0\config\ttssapi.xml
• 変更前：<ssml_validation>strict</ssml_validation>
変更後：<ssml_validation>warn</ssml_validation>
Nuance Speech Server 10.0 を使用している場合、Nuance の設定ファイル（NSSserver.cfg - C:\Program
Files (x86)\Nuance\Speech Server\Server\config）を次のように変更します。
• 変更前：server.mrcp1.resource.3.url VXIString media/speechrecognizer
変更後：server.mrcp1.resource.3.url VXIString /recognizer
• 変更前：server.mrcp1.resource.2.url VXIString media/speechsynthesizer
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変更後： server.mrcp1.resource.2.url VXIString /synthesizer
• 変更前：server.mrcp1.transport.port VXIInteger 4900
変更後：server.mrcp1.transport.port VXIInteger 554
• 変更前：server.mrcp1.transport.dtmfPayloadType VXIInteger 96
変更後：server.mrcp1.transport.dtmfPayloadType VXIInteger
Baseline.xml ファイル（C:\Program Files\Nuance\Recognizer\config）を次のように変
更します。
変更前：<ssml_validation>strict</ssml_validation>
変更後：<ssml_validation>warn</ssml_validation>.
ステップ 14

SIP 固有のアクションを設定します。
Unified CM サーバで、CCMAdmin Publisher を使用して、SIP 固有のアクションを設定します。
a) SIP トランクを作成します。
• SIP プロキシ サーバを使用している場合、SIP プロキシ サーバに対して SIP トランクを設
定します。
• Unified CVP コール サーバに SIP トランクを追加します。
• Unified CM にルーティングされる可能性がある、SIP コールを Unified CVP に送信するイ
ングレス ゲートウェイごとに SIP トランクを追加します。
[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] > [Add New（新規追加）] の順に選択し、以下を
追加します。
• トランク タイプ（Trunk Type）：SIP トランク（SIP trunk）
• デバイス プロトコル（Device Protocol）：SIP
• 宛先アドレス（Destination Address）：（SIP プロキシ サーバを使用する場合）SIP プロキ
シ サーバの IP アドレスまたはホスト名。SIP プロキシ サーバを使用しない場合、Unified
CVP コール サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
• DTMF シグナリング方式（DTMF Signaling Method）：RFC 2833
• [メディアターミネーションポイントが必須（Media Termination Point Required）] チェック
ボックスはオフにしてください。
• Unified CVP で発信転送として UDP を使用している場合、SIP トランク セキュリティ プ
ロファイルで UDP への発信転送も設定します。
b) Unified CM デバイスから SIP トランクを使用して Unified CVP コール サーバに至る発信コール
のルート パターンを追加します。また、エラー DN のルート パターンも追加します。
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（注）

CVP ソリューションは 100rel をサポートしません。トランクの SIP プロファイルで、
SIP Rel1XX オプションが無効になっていることを確認します。

ウォーム転送では通常、エージェント 1 からエージェント 2 へのコールに SIP トラ
ンクを使用しません。ただし、そのダイヤル番号の CTI ルート ポイントを Unified
CM サーバで設定し、その番号を Unified CM ペリフェラル ゲートウェイ上の JTAPI
ゲートウェイのペリフェラル ゲートウェイ ユーザ（PGUSER）に関連付ける必要が
あります。代わりの方法は、CTI ルート ポイントをバイパスするために Unified ICME
でダイヤル番号プランを使用することです。
c) [コールルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルート パターン
（Route Pattern）] > [新規追加（Add New）] の順に追加します。
• ルート パターン（Route Pattern）：ルート パターンを指定します。たとえば、9+3xxx が
ダイヤルされる TDM 電話に 3xxx を指定すると、すべての Unified ICME スクリプトが
3xxx のダイヤル番号に設定されます。
• ゲートウェイ/ルート リスト（Gateway/Route List）：ステップ 2 で定義した SIP トランク
を選択します。
d) SRV クラスタ ドメイン名を使用して Unified CM にコールを送信する場合、クラスタ ドメイン
名を設定します。
• [エンタープライズ パラメータ（Enterprise Parameters）] > [クラスタ全体のドメイン設定
（Clusterwide Domain Configuration）] の順に選択します。
• クラスタの完全修飾ドメイン名（FQDN）を追加します。
Unified CM および CUSP Server の使用に関する詳細については、Cisco Unified SIP Proxy Server の
マニュアル を参照してください。
ステップ 15

（任意） SIP プロキシ サーバを設定します。
[CUSP Server 管理（CUSP Server Administration）] Web ページ（http://<CUSP server>/admin）で、
次の手順を実行します。
a) Unified CVP コール サーバ、Unified CM SIP トランク、およびゲートウェイへの SIP スタティッ
ク ルートを設定します。
呼出音、再生ダイヤル番号、およびエラー再生ダイヤル番号に対して迅速な転送をするための
SIP スタティック ルートを設定します。
（注）
複数宛先へのコールのフェールオーバーおよびロード バランシングのために、CUSP
Server スタティック ルートの優先順位と重み付けを設定します。
詳細については、SIP デバイスの設定, （201 ページ）およびSIP ダイヤル番号パターン マッチ
ング アルゴリズム, （8 ページ）を参照してください。
b) Unified CVP コールのアクセス コントロール リストを設定します。
• [プロキシ設定（Proxy Settings）] > [着信 ACL（Incoming ACL）] の順に選択します。
• アドレス パターンを [すべて（all）] に設定します。
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c) サービス パラメータを設定します。
[サービス パラメータ（Service Parameters）] を選択し、以下を設定します。
• レコード ルートの追加（Add record route）：オフ（off）
• 招待再送信の最大回数（Maximum invite retransmission count）：2
• プロキシ ドメインおよびクラスタ名（Proxy Domain and Cluster Name）：DNS SRV を使用
している場合は、プロキシ サーバの SRV 名の FQDN に設定します。
d) SIP プロキシ サーバの IP アドレスとホスト名を書き留めておきます。この情報は、Unified CVP
で SIP プロキシ サーバを設定する時に必要になります。
e) 冗長 SIP プロキシ サーバ（プライマリとセカンダリ、またはロード バランシング）を使用す
る場合、SRV レコードの DNS サーバ ルックアップを使用するか、または DNS に基づかない
ローカル SRV レコード設定を使用するかを決定します。
SIP コールを伴う包括コール フロー モデルには、通常、冗長性のためにデュアル CUSP Server
が導入されます。状況によっては、2 台目の CUSP Server を購入する必要がある場合がありま
す。その場合も、導入のためのデフォルト トランスポートは UDP となります。CUSP Server
では常に、AddRecordRoute 設定 を [オフ（Off）] に設定してください。
SRV レコードは、DNS サーバ上で、または .xml ファイルを使用して Unified CVP 上でローカ
ルに設定します（ローカル xml 設定は、各コールでの DNS ルックアップのオーバーヘッドを
回避します）。
ステップ 16

ペリフェラル ゲートウェイ（PG）を設定します。
NAM で、ICM Configuration Manager および PG Explorer ツールを使用して、Unified CVP のペリ
フェラル ゲートウェイ（PG）を設定します。各 Unified CVP コール サーバに対し、次のように
PG を設定します。
ツリー ビュー ペインで、適切な PG を選択します。
[論理コントローラ（Logical Controller）] タブ：
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 名前（Name）：この PG のわかりやすい名前
例：特定のロケーションのサイド A の場合は <location>_A
[周辺機器（Peripheral）] タブ：
• ペリフェラル名（Peripheral Name）：この Unified CVP 周辺機器の説明的な名前
例：<location>_<cvp1> または <dns_name>
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• [ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）] を選択します。
[詳細設定（Advanced）] タブ：
• [ネットワーク VRU（ネットワーク VRU）] フィールドのドロップダウン リストで、Unified
CVP VRU の名前を選択します。
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例：cvpVRU
[ルーティング クライアント（Routing Client）] タブ：
• 名前（Name）：慣例として、周辺機器と同じ名前を使用します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• Unified ICMH 環境で CICM を設定する場合は、次の手順を実行してください。
◦ [ネットワーク転送優先（Network Transfer Preferred）] チェックボックスをオフにしま
す。
◦ ルーティング クライアント（[優先するネットワーク転送（Network Transfer
Preferred）]）：INCRP NIC
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入力ゲートウェイおよび VoiceXML ゲートウェイの設定例
包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定例
次に示す例の前半では、イングレス ゲートウェイの次の基本設定が設定されます。
• デバッグ、ログ メッセージへのタイムスタンプの適用
• ロギングのオン
• コマンドライン インターフェイス コンソールへの出力のオフ
• RTP パケットの送信
• ゲートウェイの設定
この例の後半では、以下が設定されます。
• SIP に .wav ファイルの再生させます。これにより発信者は critical_error.wav のメッセー
ジを聞くことができます。
• 存続可能性を実行します。
• 発信者がエージェントに転送されている間、SIP が発信者に呼出音を再生することを可
能にします。
• コール失敗時のゲートウェイでのエラー ロギング
• SIP コール サーバの要件を定義します。

（注）

CVP ソリューションは 100rel をサポートしません。これは、音声サービスの
VoIP セッションで、ダイヤルピア レベルまたはグローバル レベルで無効にす
ることができます。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
265

ゲートウェイの設定
包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定

service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
!
service internallogging buffered 99999999 debuggingn
no logging console
!
ip cef
!voice rtp send-recv
!
voice service voip
signaling forward unconditional
sip
min-se 360
header-passing
!voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g729r8
!
application
service cvperror flash:cvperror.tcl
!
service cvp-survivability flash:survivability.tcl
!
service ringtone flash:ringtone.tcl
!
service handoff flash:handoff.tcl
!gateway
timer receive-rtcp 4
!
ip rtcp report interval 2000
!sip-ua
retry invite 2
timers expires 60000
sip-server ipv4:<IP of CUSP server or Call Server>:5060
reason-header override
!
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VoiceXML：包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定例
次に示す例の前半では、VoiceXML ゲートウェイの次の基本設定が設定されます。
• デバッグ、ログ メッセージへのタイムスタンプの適用
• ロギングのオン
• コマンドライン インターフェイス コンソールへの出力のオフ
• RTP パケットの送信
• ASR/TTS サーバ の設定
• ゲートウェイの設定
この例の後半では、以下が設定されます。
• VoiceXML レッグの開始
• コールのスイッチ レッグを開始します。
• .wav ファイルの再生。これにより発信者は critical_error.wav のメッセージを聞くことが
できます。
• コール失敗時のゲートウェイでのエラー ロギング
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service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service internal
logging buffered 99999999 debugging
no logging console
ip cef
no ip domain lookup
ip host tts-en-us <IP of TTS or MRCP Server>
ip host asr-en-us <IP of ASR or MRCP Server>
voice rtp send-recv
!
voice service voip
signaling forward unconditional
sip
min-se 360
header-passing
voice class
codec 1 codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g729r8
!
ivr prompt memory 15000
ivr prompt streamed none
ivr asr-server rtsp://asr-en-us/recognizer
ivr tts-server rtsp://tts-en-us/synthesizer
mrcp client timeout connect 10
mrcp client timeout message 10
mrcp client rtpsetup enable
rtsp client timeout connect 10
rtsp client timeout message 10
vxml tree memory 500
http client cache memory pool 15000
http client cache memory file 500
http client connection timeout 60
http client response timeout 30
http client connection idle timeout 10
gateway
timer receive-rtcp 6
!
ip rtcp report interval 3000
application
service new-call flash:bootstrap.vxml
service cvperror flash:cvperror.tcl
service handoff flash:handoff.tcl
service bootstrap flash:bootstrap.tcl
param cvpserverss1 1
!

（注）

オプション パラメータ cvpserverss1 1 line は、HTTPS を有効にします。
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コール ディレクタ コール フロー モデルのゲートウェイ
の設定
手順
ステップ 1

包括コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, （257 ページ）の手順のステップ 1 ～ 4 を実
行します。

ステップ 2

イングレス ゲートウェイを設定します。
a) Unified CVP コール サーバのイングレス ゲートウェイ ダイヤルピアを設定します。
b) ダイヤルピアの呼出音とエラーについて設定します。
c) プロキシ サーバを使用している場合、プロキシ サーバを指すように発信ダイヤル ピアのセッ
ション ターゲットを設定します。
d) sip-server グローバル設定を使用している場合は、sip-ua セクションの sip-server をプロキシ サー
バになるように設定し、ダイヤルピアのセッション ターゲットを sip-server グローバル変数に
向けます。
（注）

ダイヤル プランには必ずこの情報を含めてください。Unified CVP の SIP プロキシ サー
バを設定するときにダイヤル プランを確認する必要があります。

イングレス ゲートウェイの SIP サービス VoIP ダイヤル ピアと宛先パターンは、SIP プ
ロキシ サーバまたは Unified CVP コール サーバのスタティック ルートの DNIS と一致
する必要があります。
詳細については、SIP デバイスの設定, （201 ページ）およびSIP ダイヤル番号パターン マッチン
グ アルゴリズム, （8 ページ）を参照してください。
ステップ 3

プロキシ サーバなしの SIP では、次のステップを実行します。
a) ゲートウェイから SRV または A タイプで DNS クエリを使用している場合、DNS を使用する
ようにゲートウェイを設定します。
詳細な手順については、Operations Console のオンライン ヘルプを参照してください。ゲート
ウェイから SRV または A タイプで DNS クエリを使用している場合、以下に示すゲートウェイ
設定 CLI を使用します。
非 DNS の設定：
sip-ua
sip-server ipv4:xx.xx.xxx.xxx:5060
!

DNS の設定：
ip domain name patz.cisco.com
ip name-server 10.10.111.16
!
sip-ua
sip-server dns:cvp.pats.cisco.com
!
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b) サービス（SRV）レコードの設定方法を表示する個別の DNS サーバの DNS ゾーン ファイルを
設定します。
（注）
SRV および DNS は、プロキシ サーバの有無にかかわらず、どの SIP コール フロー
モデルでも使用できます。標準の A タイプ DNS クエリは SRV なしのコールにも使
用できますが、ロード バランシングおよびフェールオーバー機能が失われます。
詳細については、コール ディレクタ コール フロー モデルの DNS ゾーン ファイル設定, （58
ページ）を参照してください。
ステップ 4

プロキシ サーバありの SIP では、次のいずれかの方法を使用します。
（注）
DNS を使用する代わりにゲートウェイを静的に設定できま
す。
次に、A および SRV タイプの両方のレコードを設定する例を示します。
ip host cvp4cc2.cisco.com 10.4.33.132
ip host cvp4cc3.cisco.com 10.4.33.133
ip host cvp4cc1.cisco.com 10.4.33.131

SIP/TCP の場合：
ip host _sip._tcp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc3.cisco.com
ip host _sip._tcp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc2.cisco.com
ip host _sip._tcp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc1.cisco.com

SIP/UDP の場合：
ip host _sip._udp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc3.cisco.com
ip host _sip._udp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc2.cisco.com
ip host _sip._udp.cvp.cisco.com srv 50 50 5060 cvp4cc1.cisco.com

DNS サーバは必要なすべての A タイプまたは SRV タイプのレコードを使用して設定す
る必要があります。
SIP デバイスの設定, （201 ページ）
（注）

DNS サーバを使用している場合、SIP サービスをホスト名として設定できます（A または SRV タ
イプ）。
ステップ 5

Unified CM サーバ、CCMAdmin Publisher では、次の SIP 特有の操作を実行します。
a) SIP トランクを作成します。
• SIP プロキシ サーバを使用している場合、SIP プロキシ サーバに対して SIP トランクを設
定します。
• Unified CVP コール サーバに SIP トランクを追加します。
• Unified CM にルーティングされる可能性がある、SIP コールを Unified CVP に送信するイ
ングレス ゲートウェイごとに SIP トランクを追加します。
SIP トランクを追加するには、[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] > [新規追加（Add
New）] の順に選択して次のパラメータを使用します。
• トランク タイプ（Trunk Type）：SIP トランク（SIP trunk）
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• デバイス プロトコル（Device Protocol）：SIP
• 宛先アドレス（Destination Address）：（SIP プロキシ サーバを使用する場合）SIP プロキ
シ サーバの IP アドレスまたはホスト名。SIP プロキシ サーバを使用しない場合、Unified
CVP コール サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
• DTMF シグナリング方式（DTMF Signaling Method）：RFC 2833
• [メディア ターミネーション ポイントが必須（Media Termination Point Required）] チェッ
クボックスはオフにしてください。
• Unified CVP で発信転送として UDP を使用している場合、SIP トランク セキュリティ プ
ロファイルで UDP への発信転送も設定します。
• CUSP Server への接続（Connection to CUSP Server）：デフォルト ポートとして 5060 を使
用します。
b) Unified CVP コール サーバへの SIP トランクを使用する Unified CM デバイスからの発信コール
に対してルート パターンを追加します。また、エラー DN のルート パターンも追加します。
[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルート パターン
（Route Pattern）] > [新規追加（Add New）] の順に選択します。
次を追加します。
• ルート パターン（Route Pattern）：ルート パターンを指定します。たとえば、9+3xxx が
ダイヤルされる TDM 電話に 3XXX を指定すると、すべての Unified ICME スクリプトが
3xxx のダイヤル番号に設定されます。
• ゲートウェイ/ルート リスト（Gateway/Route List）：前のサブステップで定義した SIP ト
ランクを選択します。
（注）

ウォーム転送では通常、エージェント 1 からエージェント 2 へのコールに SIP トラ
ンクを使用しません。ただし、そのダイヤル番号の CTI ルート ポイントを Unified
CM サーバで設定し、その番号を Unified CM ペリフェラル ゲートウェイ上の JTAPI
ゲートウェイのペリフェラル ゲートウェイ ユーザ（PGUSER）に関連付ける必要が
あります。代わりの方法は、CTI ルート ポイントをバイパスするために Unified ICME
でダイヤル番号プランを使用することです。

c) SRV クラスタ ドメイン名を使用して Unified CM にコールを送信している場合は、[エンタープ
ライズ パラメータ（Enterprise Parameters）] > [クラスタ全体のドメイン設定（Clusterwide Domain
Configuration）] の順に選択してクラスタの完全修飾ドメイン名 FQDN を追加します。
ステップ 6

（オプション）SIP プロキシ サーバを設定します。
a) Unified CVP コール サーバ、Unified CM SIP トランク、およびゲートウェイへの SIP スタティッ
ク ルートを設定します。
呼出音、再生ダイヤル番号、およびエラー再生ダイヤル番号の中継転送のためのSIPスタティッ
ク ルートを設定します。
（注）

複数宛先へのコールのフェールオーバーおよびロード バランシングのために、CUSP
Server スタティック ルートの優先順位と重み付けを設定します。

b) Unified CVP コールのアクセス コントロール リストを設定します。
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[プロキシ設定（Proxy Settings）] > [着信 ACL（Incoming ACL）] の順に選択します。
アドレス パターン（Address pattern）：すべて（all）
c) サービス パラメータを設定します。
[サービス パラメータ（Service Parameters）] を選択して以下を設定します。
• レコード ルートの追加（Add record route）：オフ（off）
• 招待再送信の最大回数（Maximum invite retransmission count）：2
• プロキシ ドメインおよびクラスタ名（Proxy Domain and Cluster Name）：DNS SRV を使用
している場合、プロキシ サーバ SRV 名の FQDN に設定します。
d) SIP プロキシ サーバの IP アドレスとホスト名を書き留めておきます。（Unified CVP で SIP プ
ロキシ サーバを設定するときにこの情報が必要です）。
e) 冗長 SIP プロキシ サーバ（プライマリおよびセカンダリまたはロード バランシング）を使用
している場合、SRV レコードの DNS サーバ ルックアップと非 DNS ベースのローカル SRV レ
コード設定のどちらを使用するかを決定します。
（注）
単一の CUSP Server が使用されている場合、SRV レコードの使用は不要で
す。
DNS サーバで、または .xml ファイルを使用してローカルの Unified CVP で SRV レコードを設
定します（ローカル xml 設定は各コールでの DNS ルックアップのオーバーヘッドを回避しま
す）。
詳細については、SIP メッセージング冗長性のためのローカル SRV ファイルの設定
例, （202 ページ）の項を参照してください。
SIP コールを使用するコール ディレクタ コール フロー モデルは通常、冗長性のためにデュア
ル CUSP Server で展開されます。状況によっては、2 台目の CUSP Server を購入する必要があ
る場合があります。これに関係なく、展開のデフォルトの転送は UDP です。この拡張機能は
コンタクト センターの展開でサポートされていないため、CUSP Server では必ずレコード ルー
トを無効にしてください。
（注）

Unified CM パブリッシャ設定の必須の設定については、Cisco Unified SIP Proxy のマニュアルを
参照してください。
ステップ 7

スイッチ レッグについて PG を設定します。
Unified ICME の ICM Configuration Manager、PG Explorer ツールで次を行います。
a) スイッチ レッグに使用する各ペリフェラル ゲートウェイ（PG）を設定します。ツリー ビュー
ペインで、該当する PG を選択し、以下を設定します。
1 [論理コントローラ（Logical Controller）] タブ：
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• 名前（Name）：この PG のわかりやすい名前
例：特定のロケーションのサイド A の場合は <location>_A
2 [周辺機器（Peripheral）] タブ：
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• ペリフェラル名（Peripheral Name）：この Unified CVP ペリフェラルのわかりやすい名
前
例： <location>_<cvp1> または <dns_name>
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
• チェックボックスの選択：ポストルーティングの有効化（Enable Post-routing）
3 [ルーティング クライアント（Routing Client）] タブ：
• 名前（Name）：慣例により、ペリフェラルと同じ名前を使用します。
• クライアント タイプ（Client Type）：VRU
詳細については、『ICM Configuration Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』を参照してくださ
い。
b) 各ペリフェラル ゲートウェイに接続されるスイッチ レッグに使用されるように各 Unified CVP
コール サーバのペリフェラルを設定します。

VRU 専用コール フロー モデル：タイプ 8 でのゲートウェ
イの設定
手順
ステップ 1

Unified CVP Operations Console または Unified CVP 製品 CD を使用して、次のスクリプト、設定、
および .wav ファイルを、VRU レッグに使用される VoiceXML ゲートウェイに転送します。包括
コール フロー モデルでのゲートウェイの設定, （257 ページ）の手順のステップ 2 を実行します。

ステップ 2

VXML ゲートウェイの基本設定を設定します。

ステップ 3

VXML ゲートウェイのサービス設定を設定します。

ステップ 4

ICM サービスを設定します。
Operations Console を使用して、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP
Call Server）] > [ICM] タブの順に選択します。各 Unified CVP コール サーバで、次の必須情報を
指定することにより、ICM サービスを設定します。
a) VRU 接続ポート 番号（VRU connection port number）
対応する VRU ペリフェラル ゲートウェイ（PIM）の ICM 設定で定義されている VRU 接続ポー
トと一致するように、VRU 接続ポートを設定します。
b) DNIS の最大長（Maximum Length of DNIS）
DNIS の最大長は、最低でもトランスレーション ルートの DNIS 番号の長さに設定します。
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例：ゲートウェイのダイヤル パターンが 1800 ****** の場合、DNIS の最大長を 10 にします。
c) コール サービス ID（Call service IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティング
済み（Pre-routed）]
新規のおよびプレルーティング済みのコール サービス ID を入力します。購入したライセン
ス、コール プロファイル、および容量に従い、このタブの必須フィールドに値を入力すること
により、両グループにポートを設定します。
d) トランク グループ ID（Trunk group IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティン
グ済み（Pre-routed）]
• 新規およびプレルーティング済みのトランク グループ ID を入力します。
• プレルーティング済みコールのトランク グループのグループ番号を設定します。グルー
プ番号は、トランスレーション ルートに使用されているネットワーク トランク グループ
のトランク グループ番号と一致させる必要があります。
• 購入したライセンスと容量に応じてポートの数を設定します。
• トランスレーション ルーティングに使用する番号をそれぞれ設定します。（NIC/Unified
ICME による一部の初期処理後、コールは VRU（Unified CVP）に送信されるため、[新規
コール（New Call）]“ ”グループは使用されません）
e) トランスレーション ルーティングで使用されるダイヤル番号。
[DNIS] フィールドにダイヤル番号を追加します。
f) 他の設定のデフォルト値を確認し、必要に応じて変更します。
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VoiceXML ゲートウェイの設定例
タイプ 8 コール フロー モデルでのゲートウェイの設定例
次に示す例の前半では、VoiceXML ゲートウェイの次の基本設定が設定されます。
• デバッグ、ログ メッセージへのタイムスタンプの適用
• ロギングのオン
• コマンドライン インターフェイス コンソールへの出力のオフ
• RTP パケットの送信
• ASR/TTS サーバ の設定
• ゲートウェイの設定
この例の後半では、以下が設定されます。
• VoiceXML レッグの開始
• .wav ファイルの再生。これにより発信者は critical_error.wav のメッセージを聞くことが
できます。
• コール失敗時のゲートウェイでのエラー ロギング
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service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service internal
logging buffered 99999999 debugging
no logging console
ip cef
no ip domain lookup
ip host tts-en-us <IP of TTS or MRCP Server>
ip host asr-en-us <IP of ASR or MRCP Server>
voice rtp send-recv
!
voice service voip
allow-connections h323 to h323
signaling forward unconditional
h323
sip
min-se 360
header-passing
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g729r8
!
ivr prompt memory 15000
ivr prompt streamed none
ivr asr-server rtsp://asr-en-us/recognizer
ivr tts-server rtsp://tts-en-us/synthesizer
mrcp client timeout connect 10
mrcp client timeout message 10
mrcp client rtpsetup enable
rtsp client timeout connect 10
rtsp client timeout message 10
vxml tree memory 500
http client cache memory file 500
http client connection timeout 60
http client response timeout 30
http client connection idle timeout 10
gateway
timer receive-rtcp 6
!
ip rtcp report interval 3000
application
service new-call flash:bootstrap.vxml
service cvperror flash:cvperror.tcl
service handoff flash:handoff.tcl

タイプ 8 コール フロー モデルでの ICM VRU ラベルへのダイヤルピアの例
次に、タイプ 8 Unified CVP VRU 専用コール フロー モデルで、ICM VRU ラベル ダイヤル
ピアを設定する例を示します。
dial-peer voice 777 voip
description ICM VRU label
service bootstrap
voice-class codec 1
incoming called-number <your sendtovru label pattern here>
dtmf-relay rtp-nte
no vad
!
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VRU 専用：タイプ 7 でのゲートウェイの設定
手順
ステップ 1

Unified CVP Operations Console を使用して、次のスクリプト、設定、および .wav ファイルを VRU
レッグで使用される VoiceXML ゲートウェイに転送します。包括コール フロー モデルでのゲー
トウェイの設定, （257 ページ）の手順のステップ 2 を実行します。

ステップ 2

VoiceXML ゲートウェイの基本設定を設定します。

ステップ 3

VoiceXML ゲートウェイのサービス設定を設定します。

ステップ 4

各コール サーバで ICM サービスを設定します。
Operations Console で、[デバイス管理（Device Management）] > [CVP コール サーバ（CVP Call
Server）] > [ICM] タブの順に選択します。各 Unified CVP コール サーバで、次の必要な情報を指
定して、ICM サービスを設定します。
a) VRU 接続ポート 番号（VRU connection port number）
対応する VRU ペリフェラル ゲートウェイ（PIM）の ICM 設定で定義されている VRU 接続ポー
トと一致するように、VRU 接続ポートを設定します。
b) DNIS の最大長をネットワーク ルーティング番号の長さに設定します。
例：ゲートウェイのダイヤル パターンが 1800 ****** の場合、DNIS の最大長を 10 にします。
c) コール サービス ID（Call service IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティング
済み（Pre-routed）]
新規のおよびプレルーティング済みのコール サービス ID を入力します。このタブの必須フィー
ルドに入力することにより、購入したライセンス、コール プロファイル、およびキャパシティ
に応じて両方のグループのポートを設定します。
d) トランク グループ ID（Trunk group IDs）：[新規コール（New Call）] および [プレルーティン
グ済み（Pre-routed）]
新しいプレルーティングされたコール トランク グループ ID を入力します。プレルーティング
済みコールのトランク グループのグループ番号を設定します。グループ番号は、トランスレー
ション ルートに使用されるネットワーク トランク グループのトランク グループ番号と一致す
る必要があります。
購入したライセンスとキャパシティに応じてポートの数を設定します。トランスレーション
ルーティングに使用する番号をそれぞれ設定します。（NIC/Unified ICME による一部の初期処
理後、コールは VRU（Unified CVP）に送信されるため、[新規コール（New Call）]“ ”グループ
は使用されません）
e) 必要に応じて、他の設定および変更のデフォルト値を確認します。

VoiceXML ゲートウェイの設定：タイプ 7 のゲートウェイ設定例
次に示す例の前半では、VoiceXML ゲートウェイの次の基本設定が設定されます。
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• デバッグ、ログ メッセージへのタイムスタンプの適用
• ロギングのオン
• コマンドライン インターフェイス コンソールへの出力のオフ
• RTP パケットの送信
• ASR/TTS サーバ の設定
• ゲートウェイの設定
この例の後半では、以下が設定されます。
• VoiceXML レッグの開始
• .wav ファイルの再生。これにより発信者は critical_error.wav のメッセージを聞くことができ
ます。
• コール失敗時のゲートウェイでのエラー ロギング
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service internal
logging buffered 99999999 debugging
no logging console
ip cef
no ip domain lookup
ip host tts-en-us <IP of TTS or MRCP Server>
ip host asr-en-us <IP of ASR or MRCP Server>
voice rtp send-recv
!
voice service voip
allow-connections h323 to h323
signaling forward unconditional
h323
sip
min-se 360
header-passing
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g729r8
!
ivr prompt memory 15000
ivr prompt streamed none
ivr asr-server rtsp://asr-en-us/recognizer
ivr tts-server rtsp://tts-en-us/synthesizer
mrcp client timeout connect 10
mrcp client timeout message 10
mrcp client rtpsetup enable
rtsp client timeout connect 10
rtsp client timeout message 10
vxml tree memory 500
http client cache memory pool 15000
http client cache memory file 500
http client connection timeout 60
http client response timeout 30
http client connection idle timeout 10
gateway
timer receive-rtcp 6
!
ip rtcp report interval 3000
application
service new-call flash:bootstrap.vxml
service cvperror flash:cvperror.tcl
service handoff flash:handoff.tcl
service bootstrap flash:bootstrap.tcl
!
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VoiceXML ゲートウェイの設定：タイプ 7 の ICM VRU ラベルへのダイヤルピアの例
次に、タイプ 7 Unified CVP VRU 専用コール フロー モデルで、ICM VRU ラベル ダイヤルピアを
設定する例を示します。
dial-peer voice 777 voip
description ICM VRU label
service bootstrap
voice-class codec 1
incoming called-number <your sendtovru label pattern here>
dtmf-relay rtp-nte
no vad
!

ゲートウェイへのスクリプトおよびメディアファイルの
転送
Operations Console から 1 つのスクリプトまたはメディア ファイルを一度に転送します。

手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] メニューで、スクリプト
ファイルの転送先とするサーバのタイプを選択します。
例：

ゲートウェイにスクリプトまたはメディア ファイルを転送するには、[デバイス管理（Device
Management）] > [ゲートウェイ（Gateway）] の順に選択します。
[検索、追加、削除、編集（Find, Add, Delete, Edit）] ウィンドウに、Operations Console に追加され
ているすべてのサーバがリストされます。
ステップ 2

[ホスト名（Hostname）] フィールドにあるリンクをクリックするか、その前にあるオプション ボ
タンをクリックして、[編集（Edit）] をクリックすることによって、サーバを選択します。

ステップ 3

ツールバーで [ファイル転送（File Transfer）] を選択し、[スクリプトおよびメディア（Scripts and
Media）] をクリックします。
[スクリプトおよびメディア ファイルの転送（Scripts and Media File Transfer）] ページが表示され、
選択したデバイスのホスト名と IP アドレスがリスト表示されます。オペレーション サーバ デー
タベースに現在保存されているスクリプトおよびメディア ファイルが、[使用可能なスクリプト
ファイルから選択（Select From available Script Files）] ドロップボックスにリスト表示されます。

ステップ 4

スクリプトまたはメディア ファイルが [使用可能なスクリプト ファイルから選択（Select From
available Script Files）] ドロップボックスにリストされていない場合、以下を実行します。
a) [ローカル PC からスクリプトまたはメディア ファイルを選択（Select a Script or Media File from
Your Local PC）] をクリックします。
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b) テキスト ボックスにファイル名を入力するか、[参照（Browse）] をクリックしてローカル ファ
イル システムにあるスクリプトまたはメディア ファイルを検索します。
ステップ 5

スクリプトまたはメディア ファイルが [使用可能なスクリプト ファイルから選択（Select From
available Script Files）] ドロップ ボックスにリストされている場合は、スクリプトまたはメディア
ファイルを選択します。

ステップ 6

[転送（Transfer）] をクリックしてファイルをデバイスに送信します。
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• Unified CVP での Cisco VVB の設定, 281 ページ
• Cisco VVB コール フローを設定するタスク , 282 ページ
• スタンドアロン コール フロー モデルに関する Cisco VVB の設定, 283 ページ
• 包括および VRU のみのコール フロー モデルに関する Cisco VVB の設定, 285 ページ
• エラー アプリケーションの設定, 288 ページ
• SIP トリガーの設定, 290 ページ
• SIP プロパティの設定, 291 ページ
• SIP RAI の設定, 291 ページ
• Speech Server の設定, 292 ページ
• プロンプト管理の設定 , 296 ページ
• システム パラメータの設定, 298 ページ
• レポート サービスおよびモニタリング サービスの設定, 299 ページ
• Cisco VVB のリアルタイム レポート, 303 ページ

Unified CVP での Cisco VVB の設定
手順
ステップ 1

CVP Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] > [Virtualized Voice
Browser] の順にクリックします。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックします。
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（注）

ステップ 3

新しい VVB を設定するためのテンプレートとして既存の Virtualized Voice Browser
（VVB）を使用するには、使用可能な VVB のリストから VVB を選択し、[テンプレー
トとして使用（Use As Template）] をクリックして、ステップ 3 ～ 5 を実行します。

[全般（General）] タブで、フィールド値を入力して [保存（Save）] をクリックします。
VVB の 全般的な設定をするには、[全般（General）] タブで、次の表に示すフィールド値を入力し
ます。
表 44：Virtualized Voice Browser：[全般（General）] タブの設定

フィールド

説明

デフォルト

値

必要な再起動

[IPアドレス
（IP
Address）]

VVB の IP アドレス

なし
（None）

有効な IP アドレス

なし

ホストネーム VVB の名前

なし
（None）

有効な DNS 名。英数 なし
字、ダッシュが含まれ
ます。

説明

なし
（None）

最大 1024 文字

VVB の追加情報

なし

ステップ 4

（任意） [デバイスプール（Device Pool）] タブで、フィールド値を選択して [選択済み（Selected）]
に移します。詳細については、デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）を参
照してください。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

Cisco VVB コール フローを設定するタスク
Cisco VVB では、Unified CVP コール フローが機能するよう設定するのに必要なスクリプトの標準
リストを提供しています。主な手順は、アプリケーションを作成し、対応する SIP トリガーを割
り当てることです。
Cisco VVB Administration コンソールにログインし、次のタスクを実行します。

手順
ステップ 1

スクリプトを通じてコール フローを定義するアプリケーションを作成します。
スタンドアロン アプリケーションを設定する方法については、スタンドアロン コール フロー モ
デルに関する Cisco VVB の設定, （283 ページ）を参照してください。
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包括アプリケーションおよび呼出音アプリケーションを設定する方法については、包括および
VRU のみのコール フロー モデルに関する Cisco VVB の設定, （285 ページ）を参照してください。
エラー アプリケーションを設定する方法については、エラー アプリケーションの設定, （288 ペー
ジ）を参照してください。
ステップ 2

着信電話番号を使用してアプリケーションを起動するトリガーを作成します。
トリガーを設定する方法については、 SIP トリガーの設定, （290 ページ）を参照してください。

ステップ 3

Cisco VVB では、録音された音声プロンプトを再生して DTMF トーンを検出できます。音声およ
び再生テキストを認識するには、自動音声認識（ASR）および音声合成（TTS）を設定します。
ASR および TTS を設定する方法については、Speech Server の設定, （292 ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 4

プロンプトファイルを管理して、包括コールフローにカスタム呼出音を追加するか、またはカス
タム プロンプトを使用します。
プロンプトを設定および管理する方法については、 プロンプト管理の設定 , （296 ページ）を参
照してください。

スタンドアロン コール フロー モデルに関する Cisco VVB
の設定
手順
ステップ 1

Cisco VVB Administration のメニュー バーから、[アプリケーション（Applications）] > [アプリケー
ション管理（Application Management）] の順に選択します。

ステップ 2

ウィンドウの左上隅にあるツールバーに表示されている [新規追加（Add New）] アイコンをクリッ
クするか、ウィンドウの下部に表示されている [新規追加（Add New）] ボタンをクリックします。

ステップ 3

（必須）[名前（Name）] にアプリケーション名を入力します。

ステップ 4

（必須）アプリケーションが処理できる同時セッション（インスタンス）の最大数を入力します。
（注）
この最大数は使用可能なライセンスの合計数を超えてはいけませ
ん。

ステップ 5

スタンドアロン アプリケーションとしてドロップダウン リストから SelfService.aef スクリ
プトを選択します。
次の表で、パラメータについて説明します。
パラメータ

説明

デフォルト

基本型

ApplicationName

VXML サーバ上にあるアプリケーション
名。入力必須フィールド。

"HelloWorld"

英数字
（Alphanumeric）

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
283

Cisco VVB の設定
スタンドアロン コール フロー モデルに関する Cisco VVB の設定

パラメータ

説明

デフォルト

基本型

[ポート（Port）]

VXML サーバまたはロード バランサが実
行されているポート。

"7000"

Numeric

PrimaryVXMLServer

VXML サーバまたはロード バランサの IP ""
アドレス。

英数字
（Alphanumeric）

BackupVXMLServer

VXML サーバ バックアップ サーバの IP ア ""
ドレス。

英数字
（Alphanumeric）

Secured

Cisco VVB と VXML サーバ間の通信を暗 false
号化するには、チェックボックスを選択
し、true とテキストを入力します。
（注）
セキュア通信を有効にしている場
合は、次のことを確認してくださ
い。

ブール値

1 上記のフィールドのポート番
号を "7443" に変更します。
2 関連する証明書をアップロー
ドします。証明書をアップ
ロードするには、『Cisco
Unified Communications
Operating System Administration
Guide』の「Upload certificate
or certificate trust list」のトピッ
クを参照してください。
3 コマンド ラインから Tomcat
サーバおよびエンジンを再起
動します。

ステップ 6

[説明（Description）] フィールドに自動入力する場合は、Tab キーを使用します。

ステップ 7

オプション ボタンを選択して、アプリケーションを有効にします。アプリケーションを無効にし
て、後で使用するために設定を保持することもできます。

ステップ 8

[追加（Add）] をクリックします。
[Ciscoスクリプトアプリケーション（Cisco Script Application）] ページが更新されて、左側のナビ
ゲーション バーに [新しいトリガーの追加（Add New Trigger）] ハイパーリンクが表示され、上部
のステータス バーには次のメッセージが表示されます。
操作が正常に実行されました。（The operation has been executed successfully.）

ステップ 9

[新しいトリガーの追加（Add New Trigger）] ハイパーリンクを使用してトリガーを作成するか、
SIP トリガーの設定, （290 ページ）の手順に従います。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
284

Cisco VVB の設定
包括および VRU のみのコール フロー モデルに関する Cisco VVB の設定

包括およびVRUのみのコールフローモデルに関するCisco
VVB の設定
この項では、包括および呼出音アプリケーションを作成するための情報を提供します。

（注）

包括コール フローでは、包括アプリケーション（ブートストラップとも呼ばれます）および
呼出音アプリケーションを作成する必要があります。
包括または呼出音アプリケーションを作成するには、以下のステップに従います。

手順
ステップ 1

Cisco VVB Administration のメニュー バーから、[アプリケーション（Applications）] > [アプリケー
ション管理（Application Management）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3

（必須）[名前（Name）] にアプリケーション名を入力します。

ステップ 4

（必須）アプリケーションが [セッションの最大数（Maximum Number Of Sessions）] フィールド
で処理できる同時セッション（インスタンス）の最大数を入力します。
（注）
この最大数はインストールされているライセンスの合計数を超えてはいけませ
ん。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、スクリプトを選択します。
次のスクリプトが包括コール フローに提供されています。
• CVPComprehesive.aef（ブートストラップ）
• Ringtone.aef

次の表で、パラメータについて説明します。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
285

Cisco VVB の設定
包括および VRU のみのコール フロー モデルに関する Cisco VVB の設定

スクリプト

説明

CVPComprehensive.aef 包括コール フロー
は、このスクリプト
アプリケーションを使
用して実行されます。

パラメータ

デフォル
ト

基本型

セキュア（Secure）：有効にすると、
[電話番号 Numeric
Unified CVP から VXML アプリケーション （Directory
を取得するときに HTTPS が使用されま
Number）]
す。デフォルトでは有効になっていませ
ん。
（注）

セキュア通信を有効にしている
場合は、次のことを確認してく
ださい。
1 関連する証明書をアップロー
ドします。証明書をアップ
ロードするには、『Cisco
Unified Communications
Operating System Administration
Guide』の「Upload certificate
or certificate trust list」のト
ピックを参照してください。
2 コマンド ラインから Tomcat
サーバおよびエンジンを再起
動します。
共存する VXML およびコール
サーバを使用している場合
は、CA 署名付き証明書を使
用します。

Sigdigit：有意な数字機能を使用するには、 [0]
このパラメータを有効にします。 sigdigit
として使用する桁数を入力します。Cisco
VVB がコールを受信するときに、番号を
削除するように CVP 包括サービスが設定
されます。コールの IVR レッグが設定さ
れると、着信 VoiceXML 要求に元のラベ
ルが使用されます。
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スクリプト

説明

パラメータ

デフォル
ト

Ringtone.aef

このスクリプトは呼出 最大セッション数（Maximum Sessions）： なし
音の再生に使用されま このアプリケーションと関連付けるセッ （None）
す。
ション数を指定します。
システム デフォルト （注）
セッション数は提供ライセンス
の wav ファイルを上書
より少ない必要があります。
きするには、次のいず
有効（Enabled）：トリガーを有効にする ○
れかの手順に従いま
場合は [はい（Yes）] を、無効にする場合
す。
は [いいえ（No）] を選択します。
• VVB
Administration の
[プロンプト管理
（Prompt
Management）]
ページで wav
ファイルをアッ
プロードし、カ
スタム呼出音に
wav ファイル名
を指定します。

基本型
Numeric

ブール値

• Unified CVP
Operations
Console の [シス
テム（System）]
> [ダイヤル番号
パターン（Dialed
Number Pattern）]
で、wav ファイ
ルの適切な URL
を [カスタム呼出
音の有効化
（Enable Custom
Ringtone）]
フィールドで指
定します。

ステップ 6

[説明（Description）] フィールドに自動入力する場合は、Tab キーを使用します。

ステップ 7

オプション ボタンを選択して、アプリケーションを有効にします。アプリケーションを無効にし
て、後で使用するために設定を保持することもできます。

ステップ 8

[追加（Add）] をクリックします。
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[Ciscoスクリプトアプリケーション（Cisco Script Application）] ページが更新されて、左側のナビ
ゲーション バーに [新しいトリガーの追加（Add New Trigger）] ハイパーリンクが表示され、上部
のステータス バーには次のメッセージが表示されます。
操作が正常に実行されました。（The operation has been executed successfully.）
ステップ 9

[新しいトリガーの追加（Add New Trigger）] ハイパーリンクを使用してトリガーを作成するか、
SIP トリガーの設定, （290 ページ）の手順に従います。

Unified CVP Operations Console での Cisco VVB の設定
Unified CVP Operations Console で Cisco VVB を追加するには、Unified CVP OAMP で次のステップ
を実行します。

手順
ステップ 1

[デバイス管理（Device Management）] > [Virtualized Voice Browser] の順に選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3

Virtualized Voice Browser を設定するために以下の詳細を入力します。

ステップ 4

フィールド

説明

デフォルト

範囲

[IPアドレス（IP
Address）]

VVB の IP アドレス。

なし（None）

有効な IP アドレス

ホストネーム

VVB の名前。

なし（None）

有効な DNS 名。アルファ
ベット、0 ～ 9 の数字、お
よびダッシュを使用できま
す。

説明

VVB の説明。

なし（None）

最大 1024 文字

VVB の設定が終了したら、[保存（Save）] をクリックして設定を保存します。

エラー アプリケーションの設定
包括アプリケーションを作成するには、以下のステップに従います。
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手順
ステップ 1

Cisco VVB Administration のメニュー バーから、[アプリケーション（Applications）] > [アプリケー
ション管理（Application Management）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3

（必須）[名前（Name）] にアプリケーション名を入力します。

ステップ 4

（必須）アプリケーションが [セッションの最大数（Maximum Number Of Sessions）] フィールド
で処理できる同時セッション（インスタンス）の最大数を入力します。
（注）
この最大数はインストールされているライセンスの合計数を超えてはいけませ
ん。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、Error.aef スクリプトを選択します。このスクリプトはエラー トーン
の再生に使用されます。
次の表に、パラメータの詳細について説明します。
パラメータ

デフォルト

CVPErrorPrompt：VVB アプリケーションからカスタム wav ファイルを 92929292
選択し、関連付けます。

基本型
Numeric

システム デフォルトの wav ファイルを上書きするには、[プロンプト管
理（Prompt Management）] メニューからカスタム wav ファイルをアッ
プロードします。
（注）

カスタム wav ファイルは Error.aef スクリプトでのみアップ
ロードできます。

ステップ 6

[説明（Description）] フィールドに自動入力する場合は、Tab キーを使用します。

ステップ 7

オプション ボタンを選択して、アプリケーションを有効にします。アプリケーションを無効にし
て、後で使用するために設定を保持することもできます。

ステップ 8

[追加（Add）] をクリックします。
[Ciscoスクリプトアプリケーション（Cisco Script Application）] ページが更新されて、左側のナビ
ゲーション バーに [新しいトリガーの追加（Add New Trigger）] ハイパーリンクが表示され、上部
のステータス バーには次のメッセージが表示されます。
操作が正常に実行されました。（The operation has been executed successfully.）

ステップ 9

[新しいトリガーの追加（Add New Trigger）] ハイパーリンクを使用してトリガーを作成するか、
SIP トリガーの設定, （290 ページ）の手順に従います。
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SIP トリガーの設定
トリガーは、着信コンタクトに応答してアプリケーション スクリプトを起動するよう指定された
信号です。Cisco VVB システムは、SIP トリガーを使用して電話コールへの応答をトリガーし、
HTTP トリガーを使用して HTTP 要求に応答します。SIP トリガーは、特定のルート ポイントに到
着したコールに応答し、テレフォニーおよびメディア リソースを使用してコールを完了し、アプ
リケーション スクリプトを起動します。
着信中の連絡先への応答時にシスコのアプリケーションを起動するには、SIP トリガーを追加する
必要があります。

SIP トリガーの追加
SIP トリガーを追加するには、次の手順を完了します。

手順
ステップ 1

Cisco VVB Administration メニュー バーから、[サブシステム（Subsystems）] > [SIP テレフォニー
（SIP Telephony）] > [SIP トリガー（SIP Triggers）] の順に選択します。

ステップ 2

この Web ページを使用して、次の必須フィールドを指定します。
フィールド

説明

ディレクトリ情報
ダイヤル番号（Dial 一意の電話番号。値には数字が含まれており、オプションで特殊文字「*」
Number）
が続きます。
有効な電話番号の例：9191* または 5755*
トリガー情報
アプリケーション

ドロップダウン リストから、トリガーに関連付けるアプリケーションを選
択します。

詳細設定（[詳細を表示（Show More）] をクリックした場合にのみ表示されます）
詳細なトリガー情報
[有効（Enabled）]

オプション ボタンをクリックして必須のオプションを選択します。
• はい（Yes）：トリガーを有効にします（デフォルト）。
• いいえ（No）：トリガーを無効にします。
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フィールド

説明

アイドルタイムアウ システムがこのトリガーに対する SIP 要求を拒否するまでに待機するミリ
ト（ミリ秒）（Idle 秒数。
Timeout (in ms)）
メディアターミネー オプション ボタンをクリックして必須のオプションを選択します。
ションの上書き
[はい（Yes）]：メディア ターミネーションを上書きします。
（Override Media
[いいえ（No）]：メディア ターミネーションを有効にします（デフォル
Termination）
ト）。
[はい（Yes）] を選択すると、次の 2 つのペインが開きます。
• 選択済みダイアログ グループ（Selected Dialog Groups）：デフォルト
または選択済みのグループが表示されます。
• 使用可能なダイアログ グループ（Available Dialog Groups）：設定済
みのダイアログが表示されます。

ステップ 3

[追加（Add）] または [更新（Update）] をクリックして変更を保存します。指定されたトリガーが
作成され、SIP トリガー Web ページにリストされます。

SIP プロパティの設定
Cisco VVB は着信 SIP INVITE に対して 180 呼び出し中暫定応答を送信しません。SIP 180 呼び出
し中暫定応答を有効にするには、以下のステップを実行します。

手順
ステップ 1

VVB Operations Console から、[サブシステム（Subsystems）] > [SIP テレフォニー（SIP Telephony）]
> [SIP プロパティ（SIP Properties）] の順にクリックします。

ステップ 2

オプション ボタンを選択して有効にし、[更新（Update）] をクリックします。

SIP RAI の設定
Resource Available Indication（RAI）機能は、以下をサポートします。
• CPU、メモリ、DSP、および DS0 リソースのモニタリング
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• 外部に設定されたデバイスへの VVB リソース ステータスのレポート
サーバに RAI を設定するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

Cisco VVB Administration のメニュー バーから、[サブシステム（Subsystem）] > [SIP テレフォニー
（SIP Telephony）] > [SIP RAI] の順に選択します。

ステップ 2

[SIP RAI の設定（SIP RAI Configuration）] ページで、[Add New（新規追加）] をクリックします。

ステップ 3

次のフィールドに入力します。
フィールド

デフォルト値/範囲

サーバ名（Server Name）

[ポート（Port）]

SIP サーバのホスト名または IP アドレ
ス。
5060
範囲：1 ～ 65535

インターバル（Interval

説明

60
範囲：30 ～ 86400（秒）

SIP サーバの通信用ポート番号を指定し
ます。
RAI レポートを送信する間隔を指定しま
す。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックして SIP サーバを追加します。

ステップ 5

（任意）サーバ ポートまたは間隔を更新するには、サーバ名をクリックし、ポートおよび間隔の
フィールドを更新します。

ステップ 6

（任意）サーバを削除するには、SIP RAI リストまたはアップデートサーバ ページにある削除ア
イコンをクリックします。

Speech Server の設定
Cisco VVB は 2 つのサブシステムを介して ASR および TTS をサポートします。
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ASR
このサブシステムでは、ユーザはタッチトーン電話機のキーを押す代わりに発音することで
オプションのメニューを検索することができます。たとえば、ユーザがローカル電話番号案
内に電話を掛けると、ASR はユーザに都道府県および市町村を言うよう求め、そこから情
報を見つけ、ユーザを適切なオペレータに接続できます。

（注）

Cisco VVB がインストールされると、デフォルトの ASR プロバイダー
とグループが作成されます。
デフォルトのプロバイダーとグループに自動的に割り当てられた ASR
サーバを追加することができます。

TTS
このサブシステムは、プレーン テキスト（UNICODE）を音声に変換し、ユーザに情報を提
供したり、ユーザにアクションに応答するよう指示します。

（注）

ASR および TTS の統合では、G.711 コーデックのみがサポートされています。

ASR/TTS をプロビジョニングする準備
顧客は次のタスクを行う必要があります。
• ASR および TTS Speech Server を、シスコによってサポートされるベンダーに発注する。

（注）

Cisco VVB でサポートされる Speech Server の詳細については、http://
docwiki.cisco.com/wiki/Compatibility_Matrix_for_Cisco_HCS_for_Contact_Center_
11.0(1) にあるソリューション互換性マトリックスを参照してください。

• ソリューションのサイズ設定については、ASR および TTS のベンダーにご相談ください。
• ASR および TTS ベンダー ソフトウェアは、Cisco VVB が実行されているサーバと（同じ LAN
内で）異なるサーバでプロビジョニング、インストール、および設定してください。

ASR サーバのプロビジョニング
Speech Server の名前、ポート位置、および使用可能な言語に関する情報を指定するには、[自動音
声認識サーバの設定（Automatic Speech Recognition Server Configuration）] Web ページを使用しま
す。
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手順
ステップ 1

Cisco VVB Administration のメニュー バーから、[サブシステム（Subsystem）] > [Speech Servers] >
[ASR サーバ（ASR Servers）] の順に選択します。
次の情報が表示されます。
カラム（Column）

説明

サーバ名（Server
Name）

ASR サーバのホスト名または IP アドレス。

[ポート（Port）]

Speech Server への接続に使用される TCP ポート番号

ステータス

サーバのステータスまたは状態。

（注）

WAN を介した ASR サーバ展開は Unified VVB ではサポート
されません。Cisco VVB と同じ LAN に ASR サーバを配置し
ます。このフィールドで ASR サーバ ソフトウェアをインス
トール時に、Unified VVB ノードでローカルな ASR サーバの
ホスト名または IP アドレスを指定する必要があります。

ステップ 2

ウィンドウの左上隅にあるツールバーに表示されている [新規追加（Add New）] アイコンをクリッ
クするか、ウィンドウの下部に表示されている [新規追加（Add New）] ボタンをクリックして、
新しい ASR サーバをプロビジョニングします。

ステップ 3

この Web ページを使用して、次のフィールドを指定します。
フィールド

説明

サーバ名（Server
Name）

ASR サーバのホスト名または IP アドレス。

部品番号

Speech Server への接続に使用される TCP ポート番号。デフォルト値は
4900 です。
（注）

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックして変更を適用します。

ステップ 5

（任意）[更新（Refresh）] ボタンをクリックして、サーバのステータスを確認します。
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TTS サーバのプロビジョニング
TTS サーバの名前、ポート位置、および使用可能な言語を設定するには、[音声合成サーバの設定
（Text-to-Speech Server Configuration）] Web ページを使用します。

手順
ステップ 1

Cisco VVB Administration のメニュー バーから、[サブシステム（Subsystem）] > [Speech Servers] >
[TTS サーバ（TTS Servers）] の順に選択します。
[TTS サーバの設定（TTS Server Configuration）] Web ページが開き、以前に設定されたサーバのリ
ストが次の情報とともに（該当する場合）表示されます。
カラム（Column）

説明

サーバ名（Server
Name）

TTS サーバのホスト名または IP アドレス。

[ポート（Port）]

Speech Server への接続に使用される TCP ポート番号

ステータス（Status）

サブシステムのステータスまたは状態。

（注）

WAN を介した TTS サーバ展開は Unified VVB ではサポート
されません。つまり、TTS サーバは Unified VVB と同じ LAN
にあることが必要です。したがって、このフィールドで TTS
サーバ ソフトウェアをインストール時に、Cisco VVB ノード
でローカルな TTS サーバのホスト名または IP アドレスを指
定する必要があります。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックして、新しい TTS サーバをプロビジョニングします。

ステップ 3

次のフィールドを指定します。
フィールド

説明

サーバ名（Server
Name）

TTS サーバのホスト名または IP アドレス。

部品番号

TTS サーバへの接続に使用される TCP ポート番号。デフォルト値は
4900 です。
（注）

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックして変更を適用します。
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プロンプト管理の設定
VVB インストール時にはいくつかのシステム レベルのプロンプト ファイルがロードされます。
ただし、作成するファイルは、VVB アプリケーションで使用できるようにする前に VVB エンジ
ンで使用できるようにする必要があります。ファイルは、VVB クラスタのリポジトリ データスト
アにより使用できるようになり、そこでプロンプト、文法、およびドキュメント ファイルが作
成、保存および更新されます。

（注）

カスタム スクリプトまたは VVB Administration を使用してプロンプトをアップロードします。
[プロンプト管理（Prompt Management）] ページにアクセスするには、Cisco VVB Administration の
メニュー バーから、[アプリケーション（Applications）] > [プロンプト管理（Prompt Management）]
を選択します。
[プロンプトの管理（Prompt Management）] Web ページには、次のアイコンやボタンがあります。
• [フォルダの新規作成（Create New Folder）]：ウィンドウの左上隅にあるツールバーに表示さ
れている [フォルダの新規作成（Create New Folder）] アイコン、またはウィンドウの下部に
表示されている [フォルダの新規作成（Create New Folder）] ボタンをクリックして、新しい
言語フォルダを作成します。
• [プロンプトのアップロード（Upload Prompts）]：ウィンドウの左上隅にあるツールバーに表
示されている [プロンプトのアップロード（Upload Prompts）] アイコン、またはウィンドウ
下部に表示されている [プロンプトのアップロード（Upload Prompts）] ボタンをクリックし
て、新しいプロンプトを zip ファイルにアップロードします。

プロンプト ファイルの管理
（注）

Cisco VVB サーバのローカル ディスクのプロンプト ファイルは、Cisco VVB Engine の起動時
とリポジトリ データストアが変更される実行時に中央リポジトリと同期されます。
[プロンプト管理（Prompt Management）] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

Cisco VVB Administration のメニュー バーから、[アプリケーション（Applications）] > [プロンプト
管理（Prompt Management）] の順に選択します。

ステップ 2

[プロンプト管理（Prompt Management）] Web ページが開き、次のフィールドとボタンが表示され
ます。
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フィールドまたはボ 説明
タン
[名前（Name）]

言語の名前。

Size

KB のプレフィックス付きのプロンプト ファイルのサイズ。ファイル サイ
ズはバイトからキロバイトに変換されます。
（注）
この列は通常、このページの項目が通常フォルダであるためルー
ト ページ上で空白になります。
プロンプト ファイルの最大サイズは 20 MB 未満である必要があ
ります。

変更日（Date
Modified）

ドキュメントが最後にアップロードまたは変更されたタイム ゾーンを含む
日時。

変更者（Modified
by）

これらの変更を実行したユーザのユーザ ID。

削除（Delete）

リポジトリからフォルダとそのコンテンツを削除するのに使用します。

名前の変更
（Rename）

リポジトリ内のフォルダの名前を変更するのに使用します。

更新（Refresh）

リポジトリ内のフォルダを更新するのに使用します。

名前フォルダ カラムのハイパーリンク（設定されている場合）をクリックすると、セカンダリ
ページが表示されます。このページから、新しいサブフォルダを作成したり、新しいプロンプト
をアップロードできます。

VVB に保存されたローカル オーディオ ファイル
VVB に保存されたローカル オーディオ ファイル
VVB のデフォルト プロンプト フォルダにアップロードされたローカル オーディオ ファイルは、
マイクロアプリケーションまたは VXML アプリケーションで「flash:」から始まるオーディオ ソー
ス パスを設定することによりアクセスできます。オーディオ ファイルがデフォルト フォルダに
アップロードされている必要があります。
例：flash:holdmusic.wav
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システム パラメータの設定
[システム パラメータ（System Parameters）] Web ページを使用して、ポート設定やロケール設定
などのシステム パラメータを設定し、セッション タイムアウトをデフォルトに設定します。
[システムパラメータの設定（System Parameters Configuration）] ページ内のパラメータは、見出し
付きのセクションに論理的にグループ化されます。各パラメータには、ページの右側に対応する
推奨値またはデフォルト値があります。該当する場合、オプションボタンがパラメータオプショ
ンを切り替えるために使用されます。
Cisco VVB Administration のメニュー バーから、[システム（System）] > [システムパラメータ
（System Parameters）] の順に選択し、[システムパラメータの設定（System Parameters
Configuration）] Web ページにアクセスします。

システム パラメータの管理
[システム パラメータ（System Parameters）] Web ページでは、レコード数、ポートの設定、デフォ
ルト セッション タイムアウト、およびコーデックを設定できます。

手順
ステップ 1

Cisco VVB Administration のメニュー バーから [システム（System）] > [システムパラメータ（System
Parameters）] の順に選択します。

ステップ 2

ウィンドウの左上隅にあるツール バーに表示される [更新（Update）] アイコンをクリックする
か、ウィンドウの下部に表示される [更新（Update）] ボタンをクリックします。
（注）
クラスタ ビュー デーモンがこの操作中にシャットダウン状態である場合、今行われた
変更はクラスタ ビュー デーモンが再度起動したときにそのノードで同期されます。
[システムパラメータの設定（System Parameters Configuration）] Web ページには次のフィールドが
表示されます。
表 45：システム パラメータ設定

フィールド

説明

一般的なシステム パラメータ
システム時間帯
（System Time
Zone）

システムまたはプライマリ タイム ゾーンは、インストール時に設定された
プライマリ Cisco VVB サーバのローカル タイム ゾーンと同じです。表示専
用。Cisco VVB Administration は、このプライマリ タイム ゾーンを使用して
時間に関連するデータを表示します。
（注）

プライマリ タイム ゾーンを変更した場合は、Unified VVB クラス
タの両方のノードを再起動する必要があります。

インターナショナリゼーション パラメータ
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フィールド

説明

カスタマイズ可能 固有ロケールを指定するために使用します。
なロケール
デフォルト：（空白）
（Customizable
Locales）
メディアのパラメータ
コーデック

パケット化の間隔は変更できません。
デフォルト：30 ミリ秒

ユーザプロンプト
によるシステムプ
ロンプトの上書き
（User Prompts
override System
Prompts）

有効にした場合、カスタム録音されたプロンプト ファイルは [プロンプト管
理（Prompt Management）] の該当する言語ディレクトリにアップロードさ
れ、その言語のシステム デフォルトのプロンプト ファイルを上書きします。
デフォルトでは、この機能は無効になっています。

システム ポート パラメータ
RMIポート（RMI Remote Method Invocation（RMI）要求にサービスを提供するために Cisco VVB
Port）
Cluster View Daemon（CVD）により使用されるポート番号。このフィールド
は必須です。
デフォルト：6999

レポート サービスおよびモニタリング サービスの設定
Real-Time Monitoring Tool
Cisco VVB システムには、Cisco VVB エンジンを強化するプラグインと呼ばれるソフトウェア コ
ンポーネントが含まれています。リアルタイム監視ツール（RTMT）プラグインは Web ページか
らダウンロードできます。
[プラグイン（Plug-in）] Web ページにアクセスするには、Cisco VVB Administration のメニュー
バーから、[ツール（Tools）] > [プラグイン（Plug-in）] を選択します。
[プラグイン（Plug-in）] Web ページには、次のハイパーリンクが含まれます。
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• Windows 用 Cisco VVB リアルタイム監視ツール：このハイパーリンクをクリックして Windows
用のクライアント側 Cisco VVB Serviceability（RTMT）をインストールします。RTMT では、
デバイス ステータス、システム パフォーマンス、デバイス検出、および CTI アプリケーショ
ンの監視に HTTP/HTTPS と TCP が使用されます。また、HTTP/HTTPS を使用してデバイス
に直接接続し、システム上の問題のトラブルシューティングを実施します。このプラグイン
は管理者機能を持つユーザのみが使用できます。

（注）

ダウンロードするには、[ダウンロード（Download）] ハイパーリンクをクリッ
クし、[ファイルの保存（Save File）] を選択してします。
詳細については、Serviceability Guide for Cisco Virtualized Voice Browser を参照
してください。

リアルタイム レポート
注意

リアルタイム レポート（RTR）ツールは、Cisco VVB システムのステータスに関する詳細な情報
を提供するさまざまなレポートを生成できる Java アプレットです。RTR ツールにアクセスするに
は、[アプリケーションレポート（Application Reporting）] Web ページを使用します。
[アプリケーションレポート（Application Reporting）] Web ページにアクセスするには、Cisco VVB
Administration のメニュー バーから、[ツール（Tools）] > [リアルタイム レポート（Real-Time
Reporting）] を選択します。

（注）

RTR ツールにアクセスするには、[Java コントロール パネル（Java Control Panel）] > [セキュリ
ティ（Security）] の [例外サイト リスト（Exception Site List）] に Cisco VVB の IP アドレスを
追加します。IP アドレスのエントリは、たとえば次のようにします。https://10.10.10.10。
詳細については、Cisco VVB のリアルタイム レポート, （303 ページ）を参照してください。

ログ
トレース ファイルは、Cisco VVB コンポーネント サブシステムおよびステップからのアクティビ
ティを記録するログファイルです。トレースファイルを使用して、問題のトラブルシューティン
グに役立つ、システムに関する具体的な詳細情報を入手できます。
この情報はトレースファイルに保存されます。トレースファイルのサイズを制御するために、情
報を収集するコンポーネントと収集する情報のレベルを指定します。
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Cisco VVB サーバは、トレース ファイルをログ ディレクトリ に保存します。Real-Time Monitoring
Tool（RTMT）を使用してトレース情報を収集し、表示できます。
ロギングを有効または無効にするには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

Cisco VVB Serviceability のメニュー バーで、[トレース（Trace）] > [設定（Configuration）] の順に
選択します。

ステップ 2

[サービスの選択（Select Service）] ドロップダウン リスト ボックスで [エンジン（Engine）] を選
択し、[移動（Go）] をクリックします。
Cisco VVB サービスのデバッグ レベルは、選択したサービスによって異なる場合があります。次
の表に、Cisco VVB 関連のサービスを示します。

ステップ 3

コンポーネント コード

説明

JASMIN

Java シグナリングおよびモニタリングのイン
ターフェイス

SIP_STACK

SIP Stack ロギング

SS_SIP

SIP サブシステム

SS_VB

音声ブラウザ サブシステム

SS_MRCP_ASR

MRCP ASR サブシステム

SS_MRCP_TTS

MRCP TTS サブシステム

トレース ファイルの数とサイズを制限するには、次の 2 つのフィールドを使用してトレース出力
設定を指定できます。これらの 2 つのフィールドの説明とデフォルト値については、次の表を参
照してください。
フィールド

説明

Maximum No. of
Files

システムが保持するトレース ファイルの最大数。
指定したサービスのトレース ファイルの総数を指定します。Cisco VVB
Serviceability では、ファイルを識別するために、Cisco001MADM14.log のよ
うにファイル名にシーケンス番号が自動的に追加されます。シーケンス中
の最後のファイルが一杯になると、最初のファイルのトレース データが上
書きされます。デフォルト値は、サービスによって異なります。

最大ファイル サイ このフィールドは、選択したサービスによってトレース ファイルの最大サ
ズ（Maximum File イズをキロバイト単位またはメガバイト単位で指定します。デフォルト値
Size）
は、サービスによって異なります。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
301

Cisco VVB の設定
サービス管理

ステップ 4

次のステップを実行して、選択した Cisco VVB サービスのための 1 つ以上のコンポーネントのデ
バッグ レベルをアップデートします。
1 特定のコンポーネントのトレースまたはサーバのロギングを有効にするには、ロギングを有効
にする必要があるサービスのチェックボックスをオンにします。
2 サーバのロギングをオフにするには、チェックボックスをオフにします。

ステップ 5

変更を保存するには、ウィンドウの左上の隅にあるツールバーに表示されている [保存（Save）]
アイコン、またはウィンドウ下部に表示されている [保存（Save）] ボタンをクリックして、トレー
ス パラメータの設定を保存します。設定がシステム内で更新され、保存した設定に従ってトレー
ス ファイルが生成されます。選択したサービスをデフォルト設定に戻すには、[デフォルトに戻す
（Restore Defaults）] アイコンまたはボタンをクリックします。
重要
デバッグのロギングのみをアクティブにし、デバッグ セッションが完了したら、ロギン
グを必ず非アクティブ化してください。

サービス管理
ネットワークサービスは自動的にインストールされ、システムサービスなど、システムが動作す
るために必要なサービスが含まれます。これらのサービスは、基本機能に必要なため [サービスの
アクティブ化（Service Activation）] ウィンドウで有効にできません。アプリケーションのインス
トール後、ネットワーク サービスが自動的に起動します。
Cisco VVB サービスを起動、停止、または再起動するには、次の手順に従ってください。

手順
ステップ 1

[ナビゲーション（Navigation）] ドロップダウン リストから、[Cisco VVB Serviceability] を選択し
ます。

ステップ 2

[ツール（Tools）] > [コントロール センターのネットワーク サービス（Control Center - Network
Services）] を選択します。

ステップ 3

[エンジン（Engine）] オプション ボタンを選択し、目的の操作のボタンをクリックします。
ネットワーク サービスに関する次の情報がページに表示されます。
• ネットワーク サービス、依存関係があるサブシステム、マネージャ、またはコンポーネント
の名前
• サービスのステータス（個々のサブシステムについて、サービス中（IN SERVICE）、部分的
サービス（PARTIAL SERVICE）、シャットダウン（SHUT DOWN）。ステータスは、サー
ビス停止中（OUT OF SERVICE）、未設定（NOT CONFIGURED）の場合もあります。）
• サービスの開始時刻

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
302

Cisco VVB の設定
Cisco VVB のリアルタイム レポート

• サービスの稼働時間

Cisco VVB のリアルタイム レポート
使用可能な Cisco VVBリアルタイム レポート
Cisco VVB リアルタイム レポートは、Cisco VVB のシステム アクティビティのモニタに使用でき
るリアルタイム レポートを提供します。次の表に、これらのレポートの概要を示します。
レポート

説明

アプリケーションタス 現在アクティブなアプリケーションに関する情報を提供します。
ク
アプリケーションタス 特定のアプリケーションのアクティビティについて要約を提供します。
ク（要約）
アプリケーション

Cisco VVB サーバにロードされたすべてのアプリケーションのリストを
提供します。

Contacts Summary

コール コンタクトおよびコンタクトの合計数の情報を提供します。

連絡先（Contacts）

現在アクティブなコンタクトに関する情報を提供します。

Engine Tasks

現在アクティブなエンジン タスクに関する情報を提供します。

セッション
（Sessions）

すべてのアクティブ セッションに関する情報を提供します。

関連項目
[レポート（Report）] メニュー, （307 ページ）

リアルタイム レポートを開く
リアルタイム レポートは、Cisco VVB Administration Web インターフェイスから入手できます。
リアルタイム レポートには、Java プラグインが必要です。レポートを参照している PC に Java プ
ラグインがまだインストールされていない場合、[ツール（Tools）] > [リアルタイムレポート（Real
Time Reporting）] を選択すると Cisco VVB システムによって自動的にインストールされます。
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（注）

Firefox を使用している場合、リアルタイム レポートを使用するには、適切なバージョンの JRE
を手動でインストールする必要があります。
[アプリケーションレポート（Application Reporting）] Web ページは、Cisco VVB Administration イ
ンターフェイスのスタンドアロンコンポーネントです。このページには独自のメニューバーがあ
り、Cisco VVB Administration のメニュー バーを置き換えます。
リアルタイム レポートを表示するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

このシステムで初めてリアルタイム レポートを実行する場合は、Cisco VVB Administration に管理
者として ログインします。
システムにより Java プラグインをダウンロードするよう求められます。プロンプトの指示に従っ
てください。
（注）

ステップ 2

リアルタイム レポートの Java プラグインの最初のダウンロードを実行後、管理者以外
のユーザがこのシステムのリアルタイム レポートにアクセスできます。

Cisco VVB Administration のメニュー バーから [ツール（Tools）] > [リアルタイムレポート（Real-Time
Reporting）] を選択します。
[アプリケーションレポート（Application Reporting）] Web ページが新しいウィンドウで開きます。
リアルタイム レポート ツールには、Java プラグインが必要です。使用しているマシンにプラグイ
ンがインストールされていない場合は、Cisco VVB システムにより、プラグインの自動インストー
ルを受け入れるように求められます。インストールを受け入れない場合、リアルタイム レポート
は使用できません。

レポートの実行
レポートを実行するには、Cisco VVB Administration Web インターフェイスからリアルタイム レ
ポート ツールを開きます。
リアルタイム レポートを実行するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

アプリケーション レポートのメニュー バーから、[レポート（Reports）] を選択します。

ステップ 2

[レポート（Reports）] メニューから、実行するレポートを選択します。
[アプリケーションレポート（Application Reporting）] ウィンドウにレポートが表示されます。
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詳細サブレポートの表示
次の 4 つのレポートで選択した項目の詳細情報を表示できます。
• アプリケーション タスク レポート
• コンタクト レポート
• アプリケーション レポート
• セッション レポート
詳細なサブレポートを表示するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

アプリケーション タスク、連絡先、アプリケーション、またはセッション レポートを実行しま
す。

ステップ 2

詳細情報を表示するレポートの行をクリックします。たとえば、連絡先レポートの電子メール ア
ドレスをクリックします。

ステップ 3

アプリケーション レポートのメニュー バーから、[ビュー（Views）] を選択し、実行するサブレ
ポートをクリックします。
また、選択した項目を右クリックし、サブレポートを選択してサブレポートを開くこともできま
す。
サブレポートが開きます。

レポートの印刷
印刷を簡単にするために、レポートの印刷可能なバージョンを開くことができます。
レポートを印刷するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

レポートを実行します。

ステップ 2

[アプリケーションレポート（Application Reporting）] メニューから、[ツール（Tools）] > [印刷可
能なレポートを開く（Open Printable Report）] を選択します。
レポートの印刷可能なバージョンが新しいウィンドウで開きます。

ステップ 3

ブラウザの印刷機能を使用してレポートを印刷します。
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レポート統計情報のリセット
Cisco VVB システムは、毎日午前 0 時にすべての統計情報を自動的にリセットします。蓄積され
た統計情報をいつでも手動でリセットできます。統計情報のリセットでは、アクティブな連絡先
やアクティブなタスクなどのアクティブな統計情報はリセットされません。
レポート統計情報をリセットするには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

アプリケーション レポートのメニュー バーから、[ツール（Tools）] > [すべての統計情報をリセッ
ト（Reset All Stats）] を選択します。
[統計情報のリセット（Reset Stats）] ダイアログ ボックスが開き、リセットを確認できます。

ステップ 2

[Yes] をクリックします。
蓄積された統計情報がリセットされます。

レポート オプションの設定
次のレポート オプションを設定できます。
• 更新間隔
• Cisco VVB Administration Web インターフェイスが Cisco VVB サーバへの再接続を試行する回
数
レポート オプションを設定するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

アプリケーション レポートのメニュー バーから、[設定（Settings）] > [オプション（Options）] を
選択します。
[オプション（Options）] ダイアログ ボックスが開きます。

ステップ 2

[ポーリング間隔（Polling Interval）] ドロップダウン メニューから、秒単位のリフレッシュ レート
を選択します。

ステップ 3

[サーバ接続の再試行回数（Server Connect Retry Count）] ドロップダウン メニューから、Cisco VVB
Administration Web インターフェイスが Cisco VVB サーバへの再接続を試行する回数を選択しま
す。

ステップ 4

[適用（Apply）] をクリックして設定を適用します。
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レポートの外観の設定
3 つのレポートの外観から選択できます。
• Windows。Windows の設定に基づく色でレポートが表示されます。
• Motif。レポートは紫色で、メニュー項目は茶色で表示されます。
• Metal。レポートは灰色で、メニュー項目は黒色で表示されます。
レポートの外観を設定するには、次の手順を実行します。

手順
アプリケーション レポートのメニュー バーから、[設定（Settings）] を選択し、目的の外観をク
リックします。

アプリケーション レポート ユーザ インターフェイス
[Cisco VVB Administration] メニューから [ツール（Tools）] > [リアルタイムレポート（Real-Time
Reporting）] を選択すると、アプリケーション レポート ツールによって Web ページが新しいウィ
ンドウで開かれます。
[アプリケーションレポート（Application Reporting）] ツール メニュー バーには次のオプションが
あります。
• レポート（Report）：使用可能な最上位のリアルタイム レポートのリストを表示するには、
このオプションを選択します。
• ツール（Tools）：すべての統計情報をリセットし、接続を更新するには、このオプションを
選択します。
• 設定（Settings）：リアルタイムのレポート クライアントのルックアンドフィールを設定し、
ポーリング（更新）間隔の時間を設定し、サーバが再接続を試行する時間を設定するには、
このオプションを選択します。
• ヘルプ（Help）：システム情報を表示し、Cisco VVB オンライン ヘルプにアクセスするに
は、このオプションを選択します。

[レポート（Report）] メニュー
[レポート（Report）] メニューは、さまざまな最上位レポートにアクセスできます。これには、次
のメニュー オプションが含まれています。
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Contacts Summary リアルタイム レポート
コール コンタクト、電子メール コンタクト、HTTP コンタクト、およびコンタクトの総数につい
ての特定のコンタクト情報を表示するには Contacts Summary レポートを使用します。
[コンタクト（要約）（Contacts Summary）] リアルタイム レポートにアクセスするには、[アプリ
ケーションレポート（Application Reporting）] メニュー バーから [レポート（Reports）] > [コンタ
クト（要約）（Contacts Summary）] を選択します。

（注）

このレポートでは、[数値で表示/% で表示（Display Value/Display %）] トグル ボタンをクリッ
クすることで、数値またはパーセンテージでデータを表示できます。
次のフィールドが Contacts Summary レポートに表示されます。
フィールド

説明

Active

現在実行中のアクティブなコンタクト。

着信

統計情報が最後にリセットされてからのインバウンド コンタクトの数。

発信

統計情報が最後にリセットされてからのアウトバウンド コンタクトの数。

接続されている
状態

統計情報が最後にリセットされてからの接続済みのコンタクトの数。

終了

統計情報が最後にリセットされてから終了したコンタクトの数。

却下

統計情報が最後にリセットされてから却下されたコンタクトの数。

中断

統計情報が最後にリセットされてから中断されたコンタクトの数。

リソース（たとえば、ACD エージェントに接続されているコールなど）に接
続されているコンタクトの総数が表示されます。

アプリケーション タスク（要約）
特定のアプリケーションのアクティビティが要約されている統計情報を表示するには、[アプリ
ケーションタスク（要約）（Application Tasks Summary）] レポートを使用します。
[アプリケーションタスクのリアルタイムレポート（Application Tasks Summary real-time report）]
にアクセスするには、[アプリケーションレポート（Application Reporting）] メニュー バーから、
[レポート（Reports）] > [アプリケーションタスク（要約）（Application Tasks Summary）] を選択
します。
次のフィールドが [アプリケーションタスク（要約）（Application Tasks Summary）] レポートに表
示されます。
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フィールド

説明

アプリケーション 実行中または実行したアプリケーションの名前。
実行中（Running） 現在実行中のアプリケーション。
完了

実行を停止したアプリケーション。

合計（Total）

統計情報が最後にリセットされて以降にアプリケーションが起動した回数。

アプリケーション タスク リアルタイム レポート
現在アクティブなアプリケーションに関する情報を表示するには、アプリケーションタスクリア
ルタイム レポートを使用します。
アプリケーション タスクにアクセスするには、[アプリケーションレポート（Application Reporting）]
メニュー バーから [レポート（Reports）] > [アプリケーションタスク（Application Tasks）] を選択
します。次のフィールドが、アプリケーション タスク レポートに表示されます。
フィールド

説明

ID

固有のアプリケーション タスク ID。

ノード ID（Node ID）

クラスタ内のサーバの固有の ID。
（注）

（注）

Cisco VVB はクラスタリングをサポートしていないため、
値は無視できます。

Application

アプリケーションの名前。

開始時刻

アプリケーション タスクが開始された時刻。

時間（Duration）

アプリケーションがアクティブになっていた時間。

このレポートにアプリケーションが異常に長時間にわたって実行されていることが示された場
合は、アプリケーションに問題がある可能性があります。コールがすでに存在しない場合の無
制限の再試行を防ぐエラー処理がアプリケーション スクリプトに含まれていない場合があり
ます。コールの後に切断信号をアプリケーションが受信しない場合、アプリケーションは繰り
返し再試行してコールを検出しようとし、異常に長時間にわたってアプリケーションが実行す
る原因になります。この問題を回避するには、アプリケーション スクリプトに適切なエラー
処理を含めます。
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Engine Tasks リアルタイム レポート
現在アクティブなエンジン タスクに関する情報を表示するには、エンジン タスク リアルタイム
レポートを使用します。
Engine Tasks レポートにアクセスするには、[アプリケーションレポート（Application Reporting）]
メニュー バーから [レポート（Reports）] > [エンジンタスク（Engine Tasks）] を選択します。
次のフィールドが、Engine Tasks レポートに表示されます。
フィールド

説明

ID

エンジンのタスクの固有の識別子。
エンジンのタスクがアプリケーションを実行する主要タスクであり、親 ID
が空の場合は、その識別子がアプリケーション タスク識別子と一致しま
す。

親 ID（Parent ID）

エンジン タスクの親（存在する場合）の固有の識別子。
（注）

このフィールドは、Cisco VVB に関係ありません。値は無視でき
ます。

ノード ID（Node
ID）

クラスタ内のサーバの固有識別子。

サーバの IP アドレ
ス（Server IP
Address）

クラスタ内のサーバを識別する IP アドレス。

スクリプト

（タスクが Cisco VVB スクリプトを実行している場合）タスクを実行して
いるスクリプトの名前。

開始時刻

タスクが開始した時刻。

時間（Duration）

タスクがアクティブの状態になっていた時間。

（注）

Cisco VVB はクラスタリングをサポートしていないため、値は無
視できます。

コンタクト レポート
のすべてのサーバのアクティブなすべてのコンタクトの情報を表示するには、コンタクト リアル
タイム レポートを使用します。
コンタクト レポートにアクセスするには、[アプリケーションレポート（Application Reporting）]
メニュー バーから [レポート（Reports）] > [コンタクト（Contacts）] を選択します。
次の手順のいずれかを実行すると、[コンタクト（Contacts）] Web ページのリストに掲載されてい
る特定のコンタクトについての詳細情報にアクセスできます。
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• コール コンタクト詳細情報レポート, （311 ページ）
次のフィールドがコンタクト レポートに表示されます。
フィールド

説明

ID

コンタクトを表す固有の識別子。

タイプ
（Type）

コンタクトのタイプ：シスコ HTTP コンタクト。

Impl ID

コンタクトの特定のタイプに指定された一意の識別子。

ノード ID
クラスタ内のサーバの固有識別子。
（Node ID） （注）
Cisco VVB はクラスタリングをサポートしていないため、値は無視でき
ます。
開始時刻

コンタクトが作成されたときのタイムスタンプ。

時間
コンタクトがアクティブになっている時間。
（Duration）
処理

true の場合は接続先が処理され、false の場合は接続先は処理されません。

中断
true の場合はコンタクトはデフォルト処理により中断します。False の場合、接続
（Aborting） が異常終了しません。

（注）

Application

現在、コンタクトを管理しているアプリケーションの名前。

タスク
（Task）

現在、コンタクトを担当しているアプリケーション タスクの一意の識別子。

セッション
（Session）

現在、コンタクト（ある場合）を管理しているセッションの固有の識別子。

表示される情報は、選択するコンタクトのタイプによって異なります。コールのタイプによっ
ては一部のフィールドがサポートされておらず空白が表示される場合があります。

コール コンタクト詳細情報レポート
コール コンタクトに関連するすべての情報を表示するには、[コールコンタクト詳細情報（Call
Contacts Detailed Info）] リアルタイム レポートを使用します。
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[コールコンタクト詳細情報（Call Contacts Detailed Info）] レポートにアクセスするには、[コンタ
クト（Contacts）] レポートの特定のコール コンタクトのレコードを右クリックし、その特定のレ
コードの情報を表示します。
[コールコンタクト詳細情報（Call Contacts Detailed Info）] レポートには、次のフィールドが表示
されます。
フィールド

説明

状態

コンタクトの現在の状態

着信

True の場合は、このコールは Cisco VVB サーバが受信しました。False
の場合は、このコールはアプリケーションによってアウトバウンド
コールとして配置されました。

[言語（Language）]

コールに選択した言語コンテキスト。

アプリケーション ID
（Application ID）

関連アプリケーションの固有の識別子。

着信番号（Called
Number）

着信側の視点からのこのコール レッグの着信番号。

ダイヤル番号（Dialed
Number）

発信側の視点からのこのコール レッグのダイヤル番号。

発信者番号（Calling
Number）

このコールの発信元の発信者番号。

ANI

自動番号識別。

DNIS

着信番号識別サービス。

CLID

発信者 ID。

着信タイプ（Arrival
Type）

コール コンタクトがシステムにどのように着信したかについての情
報。

最後の転送先番号（Last 最後のコール転送を起動した番号。
Redirected Number）
元の着信番号（Original
Called Number）

最初に着信した番号。

元のダイヤル番号
（Original Dialed
Number）

最初にダイヤルした番号。
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フィールド

説明

ANI 番号（CID Digits）

自動番号識別情報のインジケータの数字コード。

CED

コールを受信する前に、ネットワークによって収集された入力番号。
（注）

Unified ICME アプリケーションを実行するコールもここに
表示されます。

アプリケーション レポート
アプリケーションのリアルタイム レポートを使用して、サーバにアップロードされているすべて
のアプリケーションを表示します。
アプリケーション レポートにアクセスするには、[アプリケーションレポート（Application
Reporting）] メニュー バーから [レポート（Reports）] > [アプリケーション（Applications）] を選
択します。
次のフィールドがアプリケーション レポートに表示されます。
フィールド

説明

[名前（Name）] 現在ロードされているアプリケーション固有の名前。
ID

アプリケーション ID。

タイプ（Type） 現在実行中のアプリケーションのタイプ（たとえば、シスコのスクリプト ア
プリケーション）。
説明

Cisco VVB Administration Web サイトに入力したアプリケーションの説明。

[有効
（Enabled）]

true の場合、アプリケーションは有効です。false の場合、アプリケーションは
無効です。

最大セッション Cisco VVB サーバで同時に実行できる同時タスク インスタンスの最大数。
数（Max.
Sessions）
有効（Valid）

1

true の場合、アプリケーションは有効で、false の場合、アプリケーションは無
効です。1

アプリケーションは、正常にロードされ、その設定から初期化されている場合は有効です。更新に内部的に失敗した場合は常に、アプリケー
ションは無効になります。
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セッション レポート
セッション リアルタイム レポートを使用して、すべてのアクティブ セッションに関するリアル
タイム情報を表示します。
セッション レポートにアクセスするには、アプリケーション レポートのメニュー バーから [レ
ポート（Reports）] > [セッション（Sessions）] を選択します。
次のフィールドがセッション レポートに表示されます。
フィールド

説明

ID

セッション ID。
（注）

マッピングID
（Mapping ID）

この識別子の一意性は 12 か月間保証されま
す。

このセッションにマッピングされるユーザ定義またはシステム定義の識別子。

ノード ID（Node クラスタ内のサーバの固有識別子。
ID）
（注）
Cisco VVB はクラスタリングをサポートしていないため、値は無視
できます。
親

システム内に伝播したコンサルトコールの結果として作成されたセッション。

作成時刻
（Creation
Time）

セッションの作成時刻。

状態

セッションの現在の状態。
（注）

[アイドル（IDLE）]“ ”とマークされたセッションは、指定した期間
が経過すると、システムによる「ガベージ コレクト」の対象になり
ます。また、引き続きコンタクトが関連付けられているか、子セッ
ションがある場合、そのセッションは [使用中（IN_USE）] とマー
クされます。

[ツール（Tools）] メニュー
[ツール（Tools）] メニューから、次のアプリケーション レポート ツールにアクセスできます。
• [すべての統計情報のリセット（Reset All Stats）]：すべての統計情報をリセットするには、
このオプションを選択します。
• [印刷可能なレポートを開く（Open Printable Report）]：システムで現在アクティブなすべて
のコンタクトの印刷可能なレポートを取得するには、このオプションを選択します。
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• [接続の更新（Refresh Connections）]：Cisco VVB システムとの接続を更新するには、このオ
プションを選択します。

すべての統計情報のリセット
統計情報が最後にリセットされた時点から蓄積されたすべての統計情報をリセットするには、[す
べての統計情報のリセット（Reset All Stats）] オプションを使用します。この機能では、アクティ
ブな連絡先やタスクなどのアクティブな統計情報はリセットされません。

手順
アプリケーション レポートのメニュー バーから、[ツール（Tools）] > [すべての統計情報のリセッ
ト（Reset All Statistics）] を選択します。

印刷可能なレポートを開く
システムの現在アクティブなすべての連絡先の印刷可能なレポートを取得するには、このオプショ
ンを使用します。
印刷可能なレポートを取得するには、次の手順を実行します。

手順
[レポート（Report）] メニュー オプションからリアルタイム レポートを選択し、アプリケーショ
ン レポートのメニュー バーから [ツール（Tools）] > [印刷可能なレポートを開く（Open Printable
Report）] を開きます。

接続の更新
Cisco VVB システムとの接続を更新するには、次の手順を実行します。

手順
アプリケーション レポートのメニュー バーから、[ツール（Tools）] > [接続の更新（Refresh
Connections）] を選択します。
Cisco VVB システムがすべての接続を更新します。

[ビュー（Views）] メニュー
[ビュー（Views）] メニューでは、次のレポートの詳細情報にアクセスできます。
[ビュー（Views）] メニューのオプションは、選択するレポートによって異なります。表示される
オプションには、次のものがあります。
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• [アプリケーション タスクIDごとのコンタクト（Contacts by Application Task ID）]：アプリ
ケーション タスク ID 番号に応じたコンタクトを表示するには、このオプションを選択しま
す。
• [アプリケーション タスクIDごとのエンジン タスク（Engine Tasks by Application Task ID）]：
アプリケーション タスク ID 番号に応じたエンジン タスクを表示するには、このオプション
を選択します。
• [詳細情報（Detailed Info）]：選択したレポートの詳細情報を表示するには、このオプション
を選択します。
• [アプリケーション名ごとのアプリケーション タスク（Application Tasks by Application
Name）]：アプリケーション名ごとにアプリケーションタスクを表示するには、このオプショ
ンを選択します。
• [セッションIDごとのコンタクト（Contacts by Session ID）]：セッション ID ごとにコンタク
トを表示するには、このオプションを選択します。

アプリケーション タスク
アプリケーション タスクに関連付けられたアプリケーション タスク ID に基づいてレポートを取
得できます。
アプリケーションタスク ID 別コンタクト（Contacts by Application Task ID）
このレポートでは、[アプリケーションタスクID別コンタクト（Contacts by Application Task ID）]
レポートに、選択したアプリケーション タスクによって管理されているコンタクトのみを使用し
たフィルタリングが適用されている場合を除き、[コンタクト（Contact）] レポートと同じレポー
トが表示されます。
アプリケーションタスク ID 別エンジンタスク（Engine Tasks by Application Task ID）
このレポートには、アプリケーションタスクに関連付けられたエンジンタスクのみを表示するよ
うに [アプリケーションタスクID別エンジンタスク（Engine Tasks by Application Task ID）] レポー
トがフィルタリングされている以外は、エンジン タスク レポートと同じレポートが表示されま
す。

連絡先
[コンタクト（Contacts）] で [ビュー（Views）] オプションを使用すると、[ビュー（Views）] メ
ニューには [詳細情報（Detailed Info）] のみが表示されます。
[詳細情報（Detailed Info）] オプションは、選択したコンタクトのタイプに応じたさまざまな詳細
情報を表示します。たとえば、コンタクトがコールの場合、[発信者番号（Calling Party number）]、
[着信番号（Called Number）] などがその特定のコールについて表示されます。
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アプリケーション
アプリケーションのレポートで [ビュー（Views）] オプションを使用すると、[アプリケーション
名別のアプリケーションタスク（Application Tasks by Application Name）] のみが [ビュー（Views）]
メニューに表示されます。
[アプリケーション名別のアプリケーションタスク（Application Tasks by Application Name）] レポー
トには、[アプリケーションタスク（Application Task）] レポートと同じレポートが表示されます
が、[アプリケーション名別のアプリケーションタスク（Application Task By Application Name）]
レポートはこのアプリケーションに関連付けられたアクティブなタスクのみを使用してフィルタ
処理されます。

セッション（Sessions）
セッションに関連付けられているセッション ID に基づいてレポートを取得できます。
セッション ID 別コンタクト（Contacts By Session ID）
このレポートは、[セッションID別コンタクト（Contacts By Session ID）] レポートが選択したセッ
ションに関連付けられたコンタクトのみを使用してフィルタリングされていることを除き、[コン
タクト（Contacts）] レポートと同じレポートが表示されます。
詳細情報
[詳細情報（Detailed info）] には、セッションの作成時刻と、現在の状態が表示されます。

[設定（Settings）] メニュー
アプリケーション レポートのメニュー バーの [設定（Settings）] メニューを使用して、リアルタ
イム レポート ツールの各種設定を調整できます。
[設定（Settings）] メニューには次のメニュー オプションが含まれます。
• [オプション（Options）]：ポーリング（更新）の間隔およびサーバが再接続を試行する回数
を設定したり、深夜に統計情報をリセットする設定を有効にする には、このオプションを選
択します。
• [ウィンドウ（Window）]：[ウィンドウ（Windows）] 設定に基づく色でレポートを表示する
には、このオプションを選択します。
• [モチーフ（Motif）]：レポートを紫、メニュー項目を茶で表示するには、このオプションを
選択します。
• [メタル（Metal）]：レポートをグレー、メニュー項目を黒で表示するには、このオプション
を選択します。
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オプション メニュー
[オプション（Options）] ダイアログボックスにアクセスするには、[設定（Settings）] を選択し、
[オプション（Options）] をクリックします。[オプション（Options）] ダイアログボックスを使用
してポーリング（更新）間隔の時間を設定し、サーバが再接続を試行する回数を設定し、
[オプション（Options）] ダイアログボックスには次のフィールドが表示されます。
フィールド

説明

ポーリング間隔（Polling
Interval）

クライアントによる新しい統計情報のサーバへの 2 つの要求間の
時間。

サーバ接続再試行回数
（Server Connect Retry
Count）

Cisco VVB Administration Web インターフェイスが Cisco VVB サー
バへの再接続を試行する回数。

統計情報を深夜にリセット
（Reset Statistics at
Midnight）

有効になっている場合、統計データは深夜にクリアされます。

（注）

（注）

エラーが発生した場合は [エラー（Error）] ダイアログ
ボックスが開き、サーバが Web インターフェイスと通信
していないことを警告します。

このオプションは、クライアントがサーバに接続されて
いないか、レポートが選択されていない場合は無効で
す。サーバに接続するには、[レポート（Report）] メ
ニューからオプションを選択します。

設定の変更を送信するには、[適用（Apply）] をクリックします。
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SIP プロキシ サーバの設定
SIP プロキシ サーバは、個々の SIP トランスポート メッセージを SIP エンドポイント間でルー
ティングするデバイスです。コール スイッチングのための Unified CVP の展開でハイ アベイラ
ビリティにおいて重要な役割を果たします。さまざまなタイプの複数の SIP エンドポイントをサ
ポートし、これらのエンドポイント間にロード バランシングとフェールオーバーを実装するよ
うに設計されています。SIP プロキシ サーバは単独またはペアとして展開されます。小規模な
Unified CVP の展開は SIP プロキシ サーバなしで実行されます。このような展開では、Unified
CVP SIP サービスはスタティック テーブルを設定して接続先を検索するため、これらの機能の一
部を前提としています。
Unified CVP は RFC-3261 準拠の SIP プロキシ サーバで機能し、Cisco Unified SIP Proxy で認定さ
れています。
• SIP プロキシ サーバの設定, 319 ページ
• SIP プロキシ サーバの設定, 320 ページ

SIP プロキシ サーバの設定
手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] > [SIP プロキシ サーバ
（SIP Proxy Server）] の順にクリックします。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックして新しい SIP プロキシ サーバを追加するか、[テンプレート
として使用（Use As Template）] をクリックして使用可能な SIP プロキシ サーバのリストから既
存の SIP プロキシ サーバを使用します。

ステップ 3

次のタブをクリックし、必要に応じてフィールドのデフォルト値を変更します。
a) [一般]： 全般設定, （320 ページ）を参照してください。
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b) デバイス プール（Device Pool）：デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）
を参照してください。デバイス プールについては、[デバイスプール（Device Pool）], （119
ページ）を参照してください。
ステップ 4

[Save] をクリックします。

SIP プロキシ サーバの設定
全般設定
SIP プロキシ サーバの全般設定を設定するには、[全般（General）] タブで、次の表に示すフィー
ルド値を入力または変更します。
表 46：SIP プロキシ サーバの [全般（General）] タブの構成設定

フィールド

説明

デフォルト

範囲

必要な再起動

一般
[IPアドレス（IP SIP プロキシ サーバの なし（None）
Address）]
IP アドレス。

有効な IP アドレス N/A

ホストネーム

有効な DNS 名。大 N/A
文字と小文字、0 ～
9 の数字、および
ダッシュが含まれま
す。

SIP プロキシ サーバの なし（None）
ホスト名。
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フィールド

説明

デフォルト

範囲

必要な再起動

デバイスタイプ プロキシ サーバのタイ Cisco Unified SIP Cisco Unified SIP
Proxy
Proxy および Cisco
（Device Type） プ。
Unified Presence。
（注）
選択したオプ
ションに応じ
て、[サービ
スアビリティ
の有効化
（Enable
Serviceability）]
フィールドが
変化します。
詳細について
は、[サービ
スアビリティ
の有効化
（Enable
Serviceability）]
オプションを
参照してくだ
さい。

N/A

説明

SIP プロキシ サーバの なし（None）
説明。

最大 1,024 文字。

N/A

デバイス管理
URL（Device
Admin URL）

SIP プロキシ サーバの なし（None）
管理 URL。

有効な URL。

N/A

（注）

ユーザ イ
ンター
フェイス
（UI）は
URL の構
文エラー
を検証し
ます。た
だし、
URL の
Web サイ
トの存在
は検証で
きませ
ん。

サービスアビリティの有効化（Enable Serviceability）
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フィールド

説明

デフォルト

範囲

必要な再起動

サービスアビリ
ティの有効化
（Enable
Serviceability）

SIP プロキシ サーバの N/A
サービスアビリティを
有効にするには、この
チェックボックスをオ
ンにします。

オフ

N/A

[ユーザ名
（Username）]

プロキシ サーバのサー
ビスアビリティにログ
インするために必要な
ユーザ名。

大文字と小文字 N/A
の英数字、ピリ
オド、ダッ
シュ、およびア
ンダーバーが含
まれる有効な名
前。

N/A

[ポート
（Port）]

SIP プロキシでサービ 1 ～ 65535
スアビリティが設定さ
れるポート。

8443

N/A

（デバイス タイプ：Cisco Unified SIP Proxy の場合）
ユーザパスワー パスワードを入力しま 大文字と小文字 大文字と小文字の英 N/A
ド（User
す。これは IOS の認証 の英数字、ピリ 数字、ピリオド、
password）
の第 1 レベルです。
オド、ダッ
ダッシュ、およびア
シュ、およびア ンダーバーが含まれ
ンダーバーが含 る有効な名前。
まれる有効な名
前。
パスワードを有
効にする
（Enable
Password）

SIP プロキシのサービ
スアビリティにログイ
ンするために必要なパ
スワード。これは IOS
の認証の第 2 レベルで
す。

SIP プロキシの N/A
パスワードと同
一である必要が
あります。

N/A

（デバイス タイプ：Cisco Unified SIP Presence の場合）
[パスワード
（Password）]

パスワードを入力しま 大文字と小文字 大文字と小文字の英 N/A
す。
の英数字、ピリ 数字、ピリオド、
オド、ダッ
ダッシュ、およびア
シュ、およびア ンダーバーが含まれ
ンダーバーが含 る有効な名前。
まれる有効な名
前。
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フィールド

説明

デフォルト

範囲

[パスワードの
確認（Confirm
Password）]

SIP プロキシのサービ
スアビリティにログイ
ンするために必要なパ
スワード。

SIP プロキシの N/A
パスワードと同
一である必要が
あります。

必要な再起動
N/A

デバイス プールへの SIP プロキシ サーバの追加
デバイス プールのデバイスの追加または削除, （120 ページ）を参照してください。デバイス プー
ルについては、[デバイスプール（Device Pool）], （119 ページ）を参照してください。
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システム設定（System Configuration）
• [システム（System）] タブ オプション, 325 ページ
• システム設定のインポート（Import System Configuration）, 327 ページ
• システム設定のエクスポート（Export System Configuration）, 328 ページ
• ロケーションの設定, 329 ページ
• SIP サーバ グループの設定, 335 ページ
• ダイヤル番号パターンの設定, 342 ページ
• Web サービス設定, 347 ページ
• IOS 設定, 348 ページ
• サービス コールバック, 356 ページ
• Courtesy Callback の設定, 358 ページ

[システム（System）] タブ オプション
表 47：[システム（System）] タブ オプション

[システム（System）] タブ 使用目的
オプション
コントロール センター

ネットワーク制御センターで、Cisco Unified Customer Voice Portal 環
境のステータスを表示します。[デバイス タイプ（Device Type）] ま
たは [デバイス プール（Device Pool）]（Cisco Unified Customer Voice
Portal ソリューションでのデバイスのロジカル グループ）で、ステー
タスと統計情報を確認します。デバイスの起動、シャットダウン、
またはグレースフル シャットダウン アクションはコントロール セ
ンターで開始します。
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[システム（System）] タブ 使用目的
オプション
[デバイスプール（Device
Pool）]

デバイスの論理グループ（たとえば、ある地理的リージョンにある
すべてのデバイス）のデバイス プールの名前と説明を作成、変更、
削除します。詳細については、[デバイスプール（Device Pool）], （
119 ページ） および デバイス プールのデバイスの追加または削除,
（120 ページ） を参照してください。

システム設定のインポート 前に保存した Operations Console のサーバ設定ファイルをインポート
（Import System
し、現在のシステムに適用します。詳細は、システム設定のイン
Configuration）
ポート（Import System Configuration）, （327 ページ）を参照してく
ださい。
システム設定のエクスポー Operations Console サーバのすべての設定情報をローカル コンピュー
ト（Export System
タの単一ファイルに保存およびエクスポートします。
Configuration）
後でこのファイルを使用し、ディザスタ リカバリ時に Operations
Console サーバを復元することができます。
このオプションの詳細については、システム設定のエクスポート
（Export System Configuration）, （328 ページ）を参照してくださ
い。
参照先

Unified CM ロケーション情報を追加、編集、同期、削除します。

SIP サーバ グループ（SIP
Server Groups）

SIP のサーバ グループを設定し、コール サーバの展開ステータスを
表示します。詳細は、ロケーションの設定, （329 ページ）を参照し
てください。

Web サービス

診断ポータル servlet クレデンシャルを設定します。詳細は、Web
サービスの展開, （347 ページ）を参照してください。

ダイヤル番号パターン
（Dialed Number Pattern）

接続先のダイヤル番号パターンを設定します。エラー トーン、ダイ
ヤル音、およびその他の接続先についてダイヤル番号を定義できま
す。詳細は、ダイヤル番号パターンの追加と展開, （344 ページ）を
参照してください。

IOS 設定

IOS テンプレートの管理（IOS Template Management）：IOS ゲート
ウェイにプッシュされる IOS テンプレート設定を追加、削除、編
集、コピー、表示します。テンプレートには、Unified CVP の展開
で使用するために必要な IOS コマンドが含まれます。
IOS テンプレートの展開（IOS Template Deployment）：IOS ゲート
ウェイにゲートウェイ設定テンプレートを展開します。テンプレー
トがゲートウェイをプロビジョニングし、テンプレートの変数を、
展開時に選択された送信元デバイスに置き換えます。詳細は、IOS
設定, （348 ページ）を参照してください。
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[システム（System）] タブ 使用目的
オプション
サービス コールバック

詳細は、Courtesy Callback の設定, （358 ページ）を参照してくださ
い。

システム設定のインポート（ImportSystemConfiguration）
障害回復のために、保存された Operations Console 設定をコンピュータにインポートします。
Operations Console 設定のバックアップおよび復元については、Installation and Upgrade Guide for
Cisco Unified Customer Voice Portal を参照してください。

（注）

• Operations Console は、システム レベルの設定データのインポートをサポートします。
• Operations Console は、sip.properties ファイルをエクスポートできません。sip.properties ファ
イルをエクスポートするには、sip.properties ファイルを CVP Operations Console 設定とと
もに手動でコピーします。
• 旧バージョンからエクスポートしたデータベースをインポートすると、インポートした
データベースは最新バージョンに自動的にアップグレードされ、その際、確認メッセー
ジが表示されます。

手順
ステップ 1

次のステップを実行して、Cisco CVP Resource Manager Windows サービスを停止します。
a) [スタート] > [すべてのプログラム] > [コントロール パネル] > [管理ツール] > [サービス] の順に
選択します。
b) [Cisco CVP Resource Manager] を選択します。
c) [停止（Stop）] をクリックします。

ステップ 2

[システム（System）] > [システム設定のインポート（Import System Configuration）] の順に選択し
ます。

ステップ 3

[設定ファイルを入力（Enter Configuration File）] テキスト ボックスにファイル名を入力するか、
または [参照（Browse to）] をクリックしてインポートするファイルを検索します。

ステップ 4

[インポート（Import）] を選択します。

ステップ 5

ステップ 1（a）を実行します。

ステップ 6

次の操作を行ってください。
a) [Cisco CVP Operations Console サーバ（Cisco CVP OPSConsoleServer）] を選択し、[再起動
（Restart）] をクリックします。
b) [Cisco CVP Resource Manager] を選択し、[再起動（Restart）] をクリックします。
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c) [Cisco CVP WebServicesManager] を選択し、[再起動（Restart）] をクリックします。
ステップ 7

Operations Console にログインします。

システム設定のエクスポート（Export System
Configuration）
バックアップのために、Operations Console の設定をコンピュータ上の 1 ファイルに保存およびエ
クスポートします。後に別の Operations Console サーバを設定する際、このファイルを使用するこ
とで各モジュールを個別に再設定する必要がなくなります。詳細については、Installation and Upgrade
Guide for Cisco Unified Customer Voice Portalを参照してください。定期的に、またはデバイスに大
きな設定変更をした場合に、データベースをエクスポートできます。

（注）

• ライセンス スクリプトやアプリケーション スクリプトなどのアップロードしたファイル
を除く、すべての Operations Console 設定データがエクスポートされます。Operations
Console は、システム レベルの設定データのエクスポートをサポートします。
• インポートおよびエクスポート操作では、VoiceBrowser ファイルおよび SIP.properties ファ
イルの CVP 設定は、バックアップされず、復元もされません。Unified CVP のバックアッ
プおよびレコードが必要な場合は、Operations Console でのシステム設定のエクスポート
に伴って、SIP.properties ファイルおよび VoiceBrowser の sall コマンドの結果を手動でバッ
クアップします。

手順
ステップ 1

[システム（System）] > [システム設定のエクスポート（Export System Configuration）] の順に選択
します。

ステップ 2

[システム設定のエクスポート（Export System Configuration）] ページで、[エクスポート（Export）]
をクリックします。

ステップ 3

[名前を付けて保存（Save As）] ダイアログボックスで、ファイルを保存する場所を選択します。

（注）

設定は何度でも保存できます。設定を識別するための命名規則（たとえばファイル名に現在の
日時を含める）を選択します。
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ロケーションの設定
ロケーションを設定し、中央集中型または非地理的な番号にコールをルーティングする代わりに、
ブランチ オフィスで使用可能なエージェントにコールをローカルにルーティングします。ロケー
ションの設定機能を使用して、Unified Communication Manager（CM）サーバを選択し、Unified CM
ロケーション情報（ロケーション プロバイダー）を抽出します。管理者が同期を開始すると、シ
ステムはロケーション情報の送信元として特定されている利用可能なすべての Unified CM サーバ
のロケーション情報を取得します。
Unified CM サーバの同期を有効にすると、ロケーション情報の送信元として特定されている任意
の Unified CM サーバから情報を取得できます。

（注）

同期タスクでは、同期が有効になっているすべての Unified CM サーバが使用されます。同期
タスクの実行時に特定の Unified CM を使用しないようにする場合は、その Unified CM の同期
を無効にします。
次の表に、ロケーションの構成設定を示します。
表 48：ロケーションの構成設定

プロパティ

説明

デフォルト

値

必要な
再起動

一般
サイト ID の入力 サイト情報を特定するには、次のいずれ ネットワーク N/A
（Insert Site
かのオプションを選択します。
VRU ラベル
Identifier）
と相関 ID 間
• ネットワーク VRU ラベルと相関 ID
のサイト ID
間のサイト ID を挿入する（Insert
を挿入する
site identifier between the Network VRU
（Insert site
label and the correlation ID）
identifier
• ネットワーク VRU ラベルの先頭の between the
Network VRU
サイト ID を挿入する（Insert site
label and the
identifier at the beginning of the
correlation
Network VRU label）
ID）
• サイト ID を挿入しない（Do not
insert site identifier）

なし

参照先
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プロパティ

説明

ロケーション名 これはユーザ定義フィールドです。
（Location
Name）（必須）

デフォルト

値

必要な
再起動

N/A

a ～ z、A
～ Z、0 ～
9、-_

なし

最大長は
128 文字
サイト ID（Site
ID）（必須）

[サイト ID（Site ID）] は一意のユーザ定 Null
義フィールドです。

ロケーション ID [ロケーション ID（Location ID）] は一意 Null
（Location ID） のユーザ定義フィールドです。
（必須）

0 ～ 9、#

なし

最大長は
128 文字
a ～ z、A
～ Z、0 ～
9

なし

最大長は
128 文字
Unified CM IP ア Unified CM を Unified CM ロケーション N/A
ドレス（Unified 情報プロバイダーとして選択するには、
CM IP Address） Unified CM サーバ設定画面の [全般
このフィールド （General）] タブで [同期の有効化
は、手動で設定 （Enable Synchronization）] チェックボッ
クスを必ずオンにしてください。
されたロケー
ションには使用 Unified CM サーバを Operations Console
できません。
設定から削除する場合、Unified CM サー
バが到達不能である場合、または同期の
チェックボックスがオフになっている場
合は、Operations Console に保存されてい
るすべてのロケーションが自動的に無効
としてマークされます。
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N/A

なし

システム設定（System Configuration）
ロケーションの設定

プロパティ

説明

デフォルト

関連するゲート
ウェイ
（Associated
Gateway）

ロケーション情報を展開するゲートウェ N/A
イを [使用可能（Available）] リストから
選択できます。

値

必要な
再起動

N/A

なし

1 つのロケーションにつき複数のゲート
ウェイを設定できます。ゲートウェイの
1 つのインスタンスは 1 つのロケーショ
ンにのみ割り当てることができます。
ゲートウェイがロケーションに関連付け
られると、ゲートウェイの設定ウィンド
ウに読み取り専用フィールドとしてロ
ケーションが表示されます。
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プロパティ

説明

ステータス
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デフォルト

値

必要な
再起動

N/A

[有効
なし
（Valid）]
または [無
効
（Invalid）]

システム設定（System Configuration）
ロケーションの設定

プロパティ

説明

デフォルト

値

必要な
再起動

ステータスはロケーション情報が有効か
無効かを示します。
• 無効（Invalid）：次のいずれかのシ
ナリオに該当する場合、ロケーショ
ンは無効です。
• ロケーションが以前 Unified CM
サーバと同期された。その後、
Unified CM サーバからこのロ
ケーションを削除した。Unified
CM サーバと次の同期を実行す
ると、このロケーションは無
効になります。
• Unified CM サーバの [同期の有
効化（Enable Synchronization）]
チェックボックスがオフになっ
ている。「無効な」ロケーショ
ンはいつでも選択して削除で
きます。Unified CM サーバと
同期した後に同期リストから
Unified CM を選択解除した場
合、この Unified CM サーバか
ら同期されたすべてのロケー
ションが無効になります。
• 次の同期の発生時に Unified CM
サーバが到達不可の場合、そ
の Unified CM と関連付けられ
たすべてのロケーションが無
効になります。
• 有効（Valid）：次のいずれかのシ
ナリオに該当する場合、ロケーショ
ンは有効です。
• [同期の有効化（Enable
Synchronization）] チェックボッ
クスがオンになっている
• Unified CM サーバ設定にロケー
ションが存在し、Unified CM
との最後の同期が成功してい
て、その Unified CM がまだ選

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
333

システム設定（System Configuration）
ロケーションの設定の前提条件

プロパティ

説明

デフォルト

値

必要な
再起動

択されている場合。

コール サーバの展開（Call Server Deployment）
コール サーバの
関連付け
（Associate Call
Servers）

ロケーション情報を展開するコール サー 設定は、選択 N/A
バを [使用可能（Available）] リストから したすべての
選択します。
コール サー
バに展開され
1 つ以上のコール サーバを [選択済み
（Selected）]/[使用可能（Available）] と ます。

なし

して選択および指定できます。

ロケーションの設定の前提条件
• デバイス タイプをゲートウェイとして設定します。

（注）

ロケーションが複数のゲートウェイに関連付けられている場合、関連付けら
れた各デバイスで複数の行に同じロケーション情報が表示されます。

• デバイスのロケーション ID 情報がロケーション設定ページで設定されている場合、読み取
り専用フィールドとして表示されていることを確認します。
• ユーザによって設定されていない場合に、設定可能なフィールドがすべて空白のままになっ
ていることを確認します。

ロケーション情報の展開
デフォルトで、ロケーション情報は、すべての関連付けられたコール サーバに展開されます。た
だし、ロケーション情報を 1 つまたはそれ以上のコール サーバに展開するよう選択できます。

手順
ステップ 1

[システム（System）] > [ロケーション（Location）] の順に選択し、ロケーション設定フィールド
の値を入力または変更します。

ステップ 2

[保存して展開（Save & Deploy）] をクリックして、ロケーション情報を保存し、選択したコール
サーバへの展開要求を開始します。または、[保存（Save）] をクリックして、次の 3 つのコンポー
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ネントの設定をデータベースに保存します。ロケーション情報、[全般（General）] タブ内の情報、
関連付けられているコール サーバ。その後、ロケーション情報を展開します。
注意
次の場合には、[展開ステータス（Deployment Status ）] 画面に警告メッセージが表示され
ます。
• 設定詳細を保存しただけで、展開していない場合。
• 既存の設定を編集または削除した後、変更を展開していない場合。
• コール サーバの関連付けを変更した場合。

ロケーションの追加
Unified CM データベースに存在しないロケーションのロケーション情報を手動で追加できます。

手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[システム（System）] > [ロケーション（Location）] の順に選択
します。

ステップ 2

[ロケーション（Location）] タブで、[新規追加（Add New）] を選択します。
[ロケーションの設定（Location Configuration）] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

設定に適用されるロケーション、サイト ID、ロケーション ID、および Unified CM IP アドレスを
入力します。

ステップ 4

（任意） [選択済み（Selected）] 列に移動することによって必要なゲートウェイを選択します。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

SIP サーバ グループの設定
SIP サーバ グループは、1 つ以上の宛先アドレス（エンドポイント）で構成され、サーバ グルー
プ ドメイン名で識別されます。このドメイン名は、SRV クラスタ ドメイン名、または完全修飾ド
メイン名（FQDN）とも呼ばれます。サーバ グループにはサーバ グループ要素が含まれます。
Unified CVP では、システム レベルでサーバ グループを追加して、SIP ダイナミック ルーティン
グを実行することができます。
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SIP サーバ グループの追加
手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[システム（System）] > [SIP サーバ グループ（SIP Server Groups）]
の順に選択します。
[SIP サーバ グループ（SIP Server Groups）] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] を選択します。

ステップ 3

次のタブをクリックし、必要に応じてフィールドのデフォルト値を入力または変更します。
a) [一般]： 全般設定, （336 ページ）を参照してください。
b) ハートビート プロパティ（Heartbeat Properties）： ハートビート プロパティ設定, （337 ペー
ジ）を参照してください。
c) コール サーバの展開（Call Server Deployment）： コール サーバの展開, （341 ページ）を参照
してください。

ステップ 4

（任意） グループから要素を削除するには、選択して [削除（Remove）] をクリックします。選
択した要素を新しい要素に交換するには、[SIP サーバ グループ要素（SIP Server Group Elements）]
プロパティを編集し、既存の要素を選択してから [置換（Replace）] をクリックします。

ステップ 5

[保存して展開（Save & Deploy）] をクリックします。
（注）
Operations Console での変更を保存し、後で SIP サーバ グループを設定するには、[保存
（Save）] をクリックします。

全般設定
表 49：SIP サーバ グループの全般設定

カラム（Column）

説明

[名前（Name）]

SIP サーバ グループの名前。SIP サーバ グループの下には、SIP サーバ
グループ要素がネストされています。
グループ内の要素を展開し、折りたたむには、展開/折りたたみ（+/-）ア
イコンをクリックします。また、[すべて折りたたむ（Collapse all）] お
よび [すべて展開する（Expand all）] をクリックすると、ページにリスト
されているサーバ グループ内のすべての要素を折りたたみまたは展開す
ることができます。

要素の数

グループに含まれる要素の数。

[ポート（Port）]

サーバ グループの要素のポート番号。
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カラム（Column）

説明

[プライオリティ
（Priority）]

サーバ グループの他の要素に関連する要素のプライオリティ。サーバが
プライマリ サーバかバックアップ サーバかを指定します。プライマリ
サーバは 1 として指定されます。

Weight

サーバ グループの他の要素に関連する要素の重み。要求がそのプライオ
リティ グループのサーバに送信される頻度を指定します。

ハートビート プロパティ設定
表 50：SIP サーバ グループのハートビート プロパティ設定

プロパティ

説明

デフォルト

エンドポイントに
ハートビートを使
用（Use Heartbeats
to Endpoints）

ハートビートのメ 無効（オフ）
カニズムを有効に
する場合に選択し
ます。

値
有効または無効

ハートビートのプ
ロパティは、この
オプションが有効
になっているとき
にのみ編集できま
す。
（注）

サーバ
グルー
プにな
いエン
ドポイ
ントは
ハート
ビート
メカニ
ズムを
使用で
きませ
ん。
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プロパティ

説明

到達不能状態の失
敗したハートビー
トの数（Number
of failed Heartbeats
for unreachable
status）

接続先を到達不能 1
としてマークする
までに失敗した
ハートビートの
数。

値
1～5

ハートビートタイ ハートビートのタ 500 ミリ秒
ムアウト（ミリ秒 イムアウトまでの
単位）（Heartbeat 時間（ミリ秒）。
Timeout (ms)）

100 ～ 3000

稼働中エンドポイ
ントハートビート
間隔（ミリ秒）
（Up Endpoint
Heartbeat Interval
(ms)）

稼働中エンドポイ 5000 ミリ秒
ント（状態）に
ハートビートを送
信する ping 間隔。

5000 ～ 3600000

停止中のエンドポ
イントハートビー
ト間隔（ミリ秒）
（Down Endpoint
Heartbeat Interval
(ms)）

停止中のエンドポ 5000 ミリ秒
イント（状態）に
ハートビートを送
信する ping 間隔。

5000 ～ 3600000

ハートビートロー
カル リッスン
ポート（Heartbeat
Local Listen Port）

ハートビートロー 5067
カル ソケット
リッスンポート。
ハートビートへの
応答はエンドポイ
ントによって CVP
のこのポートに送
信されます。

0 ～ 65000
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プロパティ

説明

デフォルト

ハートビート SIP ハートビート SIP OPTIONS
メソッド
メソッド。
（Heartbeat SIP
（注）
PING が
Method）
代替の
メソッ
ドです
が、一
部の SIP
エンド
ポイン
トは
PING を
認識せ
ず、
まった
く応答
しませ
ん。

値
OPTIONS または PING
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プロパティ

説明

デフォルト

ハートビート転送 転送中、サーバグ UDP
タイプ（Heartbeat ループのハート
Transport Type）
ビートは UDP ま
たは TCP ソケッ
ト接続で実行され
ます。Operations
Console で、サー
バグループで呼び
出される到達不能
または過負荷状態
のコールバックが
発生した場合、そ
の要素は UDP ト
ランスポートと
TCP トランスポー
トの両方で停止中
としてマークされ
ます。要素が再び
稼働中になると、
UDP と TCP の両
方でルーティング
可能です。
（注）

TLS ト
ランス
ポート
はサ
ポート
されて
いませ
ん。
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プロパティ

説明

デフォルト

値

過負荷の応答コー 応答コードは、受 503,480,600
ド（Overloaded
信されたときに過
Response Codes） 負荷として要素を
マークするために
使用されます。複
数のコードが存在
する場合、カンマ
区切りのリストと
して提供されま
す。OPTIONS
メッセージが要素
に送信され、これ
らの応答コードが
受信されると、こ
の要素は過負荷と
してマークされま
す。

1 ～ 128 文字。

ホストのオーバー
ライドオプション
（Options Override
Host）

最大 128 文字の有効なホス
ト名。

ハートビート要求 cvp.cisco.com
（SIP OPTIONS）
に使用する連絡先
ヘッダーのホスト
名。指定された値
はハートビート
メッセージの連絡
先ヘッダーの名前
に追加されます。
したがって、ハー
トビートへの応答
には、ゲートウェ
イのトランク使用
状況の情報が含ま
れます。

0 ～ 9 およびカンマを使用
できます。

コール サーバの展開
手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[システム（System）] > [SIP サーバ グループ（SIP Server Groups）]
の順に選択します。
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[SIP サーバ グループの設定（SIP Server Groups Configuration）] ウィンドウが表示されます。
ステップ 2

[コール サーバの展開（Call Server Deployment）] タブをクリックします。

ステップ 3

[選択可能（Available）] リスト ボックス内の [Unified CVP コール サーバを関連付ける（Associate
Unified CVP Call Servers）] で、1 つまたは複数のコール サーバを選択し、[追加（Add）] 矢印をク
リックします。
追加したコール サーバが [選択済み（Selected）] リスト ボックスに表示されます。
（注）

• SIP サーバ グループを設定する前に、少なくとも 1 つのコール サーバを追加して
展開します。コール サーバを展開せずに SIP サーバ グループを追加しようとする
と、警告メッセージが表示されます。コール サーバの設定方法については、コー
ル サーバの設定, （89 ページ）を参照してください。
• 次の場合には、[展開ステータス（Deployment Status ）] 画面に警告メッセージが表
示されます。
◦ SIP サーバの詳細を保存しただけで展開してない場合。
◦ 既存の設定を編集または削除した後、変更を展開していない場合。
◦ コール サーバの関連付けを変更した場合
• 一度に 1 つの展開処理だけを実行できます。1 つのプロセスがすでに実行中の場
合、別のプロセスを開始を開始することはできず、エラー メッセージが表示され
ます。
• 展開処理が正常に開始したことを示すメッセージが表示されます。OperationsConsole
によりコール サーバの設定が Operations Console データベースに保存され、リスト
ページに新しい設定が表示されます。

ステップ 4

[保存して展開（Save & Deploy）] をクリックします。
（注）
[保存（Save）] をクリックして Operations Console に変更を保存し、その後、SIP サーバ
グループに対してコール サーバを展開します。

ダイヤル番号パターンの設定
基本的に、ダイヤル プランは特定の電話番号に到達するためにユーザがダイヤルする桁の数とパ
ターンについて説明します。アクセスコード、エリアコード、専用コード、ダイヤルする桁数の
組み合わせは、すべてダイヤル プランの一部です。たとえば、北米の公衆電話交換網（PSTN）で
は、3 桁のエリア コードと 7 桁の電話番号を含む 10 桁のダイヤル プランを使用します。ほとん
どの PBX は、3 ～ 11 桁を使用する可変長ダイヤル プランをサポートします。ダイヤル プランは、
接続先の電話ネットワークに準拠する必要があります。ダイヤル番号（DN）パターンは 1 つまた
は複数のコール サーバで設定されているダイヤル プランであり、ダイヤルされる番号のコール
フローの詳細を示します。
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シスコ ルータのダイヤル プランは、ダイヤル ピアを使用して手動で定義されます。ダイヤル ピ
アは、静的ルートに似たものです。コールの発信地点と終端地点、およびコールがネットワーク
で通過するパスを定義しています。ダイヤル ピアに含まれている属性によって、ダイヤルされる
どの番号をルータが収集し、テレフォニーデバイスに転送するかが決まります。ダイヤルプラン
の詳細については、http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/voice/configuration/guide/vcf_bk.pdf を
参照してください。
[システム（System）] メニューを使用し、DN パターンを設定します。[パターン タイプの表示
（Display Pattern Type）] を選択し、ツリー階層ビューで設定済みの SN パターンを表示します。
[パターン タイプの表示（Display Pattern Type）] リスト ボックスには次のオプションが含まれま
す。
• すべて表示（Display All）（デフォルト）
• ローカル スタティック ルート（Local Static Route）
• 発信元へのコールの送信（Send Calls to Originator）
• 発信コールの RNA タイムアウト（RNA Timeout for Outbound Calls）
• カスタム着信音（Custom Ringtone）
• 着信コールのポスト コール調査（Post Call Survey for Incoming Calls）
ビューを選択すると、選択したタイプそれぞれのダイヤル番号パターンを含む表が表示されます。
ダイヤル番号のシステムレベル設定リストページの現在のビューは、タイムアウトまたはOperations
Console からのサインアウトのいずれかによってユーザ セッションが期限切れになるまで、もし
くはダイヤル番号パターン ビュー タイプの選択を変更するまで維持されます。
各ダイヤル番号パターンは行として表示されます。各ダイヤル番号パターンの列のタイプは、ア
ルファベット順で昇順または降順にソートできます。ダイヤル番号のリストは階層形式になって
いて、個々のエントリを折りたたんだり展開したりできます。チェックボックスを使用すると、
1 つ以上のルート階層の行を選択できます。すべてのテーブル エントリは、デフォルトで、また
はソート、フィルタリング、ページ付けなどの特定の操作の後で展開されます。
列のタイプは次のとおりです。
ダイヤル番号パターン（Dialed Number Pattern）：実際のダイヤル番号パターン。
説明：ダイヤル番号パターンの説明。
また、特定のダイヤル番号パターンでフィルタ処理するためにフィルタリング機能を使用するこ
ともできます。ダイヤル番号パターンだけは、標準の制約条件（つまり、次で始まる、次を含む、
次で終わる、一致する、空である）でフィルタリング可能です。ダイヤル番号パターン リストに
もソート可能な列があります。
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ダイヤル番号パターンの追加と展開
手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[システム（System）] > [ダイヤル番号パターン（Dialed Number
Pattern）] の順に選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3

次の表に示すように、ダイヤル番号パターンの構成設定を入力または変更します。

表 51：ダイヤル番号パターンの構成設定

プロパティ

説明

デフォルト

値

実際のダイヤル番号パターン。

なし（None）

一意にする必要があります。

全般設定
ダイヤル番号パ
ターン（Dialed
Number Pattern）

最大 24 文字です。
英数字、感嘆符（!）またはアスタリス
ク（*）、文字 X またはピリオド（.）
などの 1 桁の一致などのワイルドカー
ド文字を含めることができます。
オプションの大なり（>）ワイルドカー
ド文字で終了できます。

説明

ダイヤル番号パターンに関する情
報。
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最大 1024 文字です。
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プロパティ

説明

デフォルト

ローカル スタ
ティック ルートを
有効にする
（Enable Local
Static Route）

このダイヤル番号パターンでローカ 無効
ル スタティック ルートを有効にし
ます。
ローカル スタティック ルートが有
効な場合：

値
最大 128 文字です。
有効な IP アドレス、ホスト名、または
完全修飾ドメイン名である必要があり
ます。

• デバイスへのルート（Route to
Device）：設定済みのサポート
対象デバイスのリストが含まれ
るドロップダウン リストから
デバイスを選択します。選択す
ると、[IP アドレス/ホスト名/
サーバ グループ名（IP
Address/Hostname/Server Group
Name）] フィールドは選択した
デバイスの IP アドレスに自動
的に更新されます。
• SIP サーバ グループへのルート
（Route to SIP Server Group）：
設定済みのサポート デバイス
のリストが含まれるドロップダ
ウン リストからデバイスを選
択します。選択すると、[IP ア
ドレス/ホスト名/サーバ グルー
プ名（IP
Address/Hostname/Server Group
Name）] フィールドは選択した
デバイスの IP アドレスに自動
的に更新されます。
• IP アドレス/ホスト名/サーバ グ
ループ名（IP
Address/Hostname/Server Group
Name）：[デバイスへのルート
（Route to Device）] または [SIP
サーバ グループへのルート
（Route to SIP Server Group）]
を選択していない場合、ルート
の IP アドレス、ホスト名、ま
たはサーバ グループ名を入力
します。
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プロパティ

説明

デフォルト

値

発信元へのコール コールを発信元に送信できるように 無効
の送信を有効にす なります。
る（Enable Send
Calls to Originator）

適用対象外

発信コールの RNA 発信コールの無応答（RNA）タイ 無効
タイムアウトを有 マーを有効にします。
none
効にする（Enable
• タイムアウト（Timeout）：タ
RNA Timeout for
イムアウト値（秒単位）を入力
Outbound Calls）
します。

適用対象外

カスタム呼出音を
有効にする
（Enable Custom
Ringtone）

最大 256 文字です。

カスタマイズされた呼出音を有効に 無効
します。
none

空白文字を含めることはできません。

• 呼出音のメディア ファイル名
（Ringtone media filename）：呼
出音を含むファイルの名前を入
力します。

着信コールのポス 着信コールのポスト コール調査を有 無効
ト コール調査を有 効にします。
none
効にする（Enable
• 調査ダイヤル番号パターン
Post Call Survey for
（Survey Dialed Number
Incoming Calls）
Pattern）：調査ダイヤル番号パ
ターンを入力します。

適用対象外
最大 24 文字です。
英数字、感嘆符（!）またはアスタリス
ク（*）、ピリオド（.）または X など
の 1 桁の一致などのワイルドカード文
字を含めることができ、オプションの
大なり（>）ワイルドカード文字で終了
できます。

ステップ 4

[Save] をクリックします。
[ダイヤル番号パターン（Dialed Number Pattern）] ページが表示されます。

ステップ 5

すべてのコール サーバにダイヤル番号パターン設定を展開するには、[展開（Deploy）] をクリッ
クします。
（注）
DN パターン展開の状況を表示するには、[展開ステータス（Deployment Status）] をク
リックします。
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Web サービス設定
Unified CVP は、設定、ディレクトリ、通信ログの設定、有用性パラメータの設定、およびシスコ
ユニファイドコミュニケーションソリューションの管理とトラブルシューティングに必要な情報
の収集、分析、レポートなどの機能に対して Cisco Unified Communications アプリケーション全体
で共通のユーザ エクスペリエンスを提供する Web サービスベースのフレームワークを提供しま
す。この中央集中型フレームワークによって、Cisco Unified Communications アプリケーション間
の一貫性を可能にし、共通の有用性操作の統合表示を実現します。
Web サービス アプリケーションは、CVP 診断情報に関する外部クライアントからの API クエリを
処理します。
Operations Console は、次の 2 つの方法で Web サービス アプリケーションのインターフェイスと
なります。
• Web サービス ユーザ管理：Operation Console 管理者は、新しい Web サービス ユーザ（Web
サービス ユーザ ロール タイプを持つユーザ）を設定できます。また、Operations Console 管
理者は、Web サービスの展開, （347 ページ）で説明されている手順を使用して設定された
Web サービス ユーザを手動でプッシュできます。
Web サービス ユーザ情報の変更を行うとき、およびデバイスを正常に展開するときは、以下
に示す展開された Unified CVP デバイスにすべての Web サービス ユーザが自動的にプッシュ
されます。
◦ CVP コール サーバ
◦ CVP Reporting Server
◦ CVP VXML Server
◦ Unified CVP VXML Server（スタンドアロン）
◦ CVP Remote Operations デバイス
外部クライアントは Web サービス アプリケーションに接続し、これらのクレデンシャルで
自身を認証することができます。
• アプリケーション サーバの一覧表示：Operations Console は現在、すべてのデバイスの構成の
詳細情報をデータベースに格納しています。Operations Console は、Web サービス アプリケー
ションが外部クライアントからのクエリに応答するために使用するデバイス ファイルにこの
情報を書き込みます。

Web サービスの展開
はじめる前に
サードパーティ デバイスに Remote Operations をインストールします。
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手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[システム（System）] > [Web サービス（Web Services）] の順に
選択します。

ステップ 2

[Remote Operations の展開（Remote Operations Deployment）] タブをクリックし、以下のステップ
を実行します。
a) IP アドレスとホスト名を入力します。
b) （オプション）サードパーティ デバイスの説明を入力します。
c) [追加（Add）] をクリックし、Unified CVP 展開 Web サービスに関連付けられているデバイス
のリストにデバイスを追加します。

ステップ 3

[保存して展開（Save & Deploy）] をクリックし、影響を受けるデバイスに対する設定を Operations
Console データベースに保存して展開します。

IOS 設定
Operations Console からテンプレートを使用して IOS ゲートウェイを設定します。テンプレート
は、Unified CVP の展開で使用するために必要な IOS コマンドを含むテキスト ファイルです。テ
ンプレートはローカルで編集して Operation Console にアップロードすることができます。テンプ
レートで定義された設定は、Operations Console からゲートウェイにすぐに展開できます。ゲート
ウェイの設定は、テンプレートが展開される直前の時点にロールバックすることもできます。

（注）

ロールバックは 1 レベルのみです。テンプレート（テンプレート A）を展開してから別のテン
プレート（テンプレート B）を展開した場合、テンプレート A にのみロールバックできます。
IOS 設定は以下で構成されます。
• テンプレート管理。参照先 IOS テンプレートの管理, （351 ページ）
• テンプレート展開。IOS テンプレートの展開, （353 ページ）を参照してください。
デフォルトテンプレートを使用することも、カスタムテンプレートを作成することもできます。
テンプレートには、構成データのプレースホルダである変数が含まれます。変数は、Operations
Console データベースにあるデータを参照できるだけでなく、Operations Console にアクセス可能な
場合（Unified ICM データベースの一部など）、Operations Console データベースの外部にあるデー
タも参照できます。変数は、テンプレートが IOS ゲートウェイに送信されるときにデータの実際
の値に置き換えられます。
テンプレートは Operations Console サーバの次のディレクトリにあります。
• デフォルト テンプレート：%CVP_HOME%\OpsConsoleServer\IOSTemplates\default
• カスタム テンプレート：%CVP_HOME%\OpsConsoleServer\IOSTemplates\custom

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
348

システム設定（System Configuration）
IOS テンプレート形式

IOS テンプレート形式
IOS テンプレートは、Operations Console が受け入れられる特定の形式である必要があります。
• テンプレートの最初の行は、次の形式と完全に一致するコメントである必要があります。
! Customer Voice Portal 9.0(1) IOS Template
• 2 番目の行は、次のような configure terminal コマンドにする必要があります。
conf t
変数を除き、すべてのコマンドは標準の IOS 構文を使用します。次の表に、使用できる変数を示
します。
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表 52：IOS テンプレート形式

コンポーネント
CVP コール サーバ

変数
• %CVP.Device.CallServer.General.IP

Address%

• %CVP.Device.CallServer.ICM.Maximum
• %CVP.Device.CallServer.ICM.New

Length of DNIS%

Call Trunk Group ID%

• %CVP.Device.CallServer.ICM.Pre-routed
• %CVP.Device.CallServer.SIP.Outbound

Call Trunk Group ID%

SRV Domain Name/Server Group

Domain Name (FQDN)%

• %CVP.Device.CallServer.SIP.Outbound
• %CVP.Device.CallServer.SIP.Port
• %CVP.Device.CallServer.SIP.DN

Proxy Port%

number for Incoming SIP Requests%

on the Gateway to play the

ringtone%

• %CVP.Device.CallServer.SIP.DN

on the Gateway to play the error

tone%

• %CVP.Device.CallServer.SIP.Generic

Type Descriptor (GTD)

Parameter Forwarding%

• %CVP.Device.CallServer.SIP.PrependDigits

- Number of Digits to

Strip and Prepend%

• %CVP.Device.CallServer.SIP.UDP

Retransmission Count%

• %CVP.Device.CallServer.IVR.Media
• %CVP.Device.CallServer.IVR.IVR

Server Retry Attempts%

Service Timeout%

• %CVP.Device.CallServer.IVR.Call

Timeout%

• %CVP.Device.CallServer.IVR.Media

Server Timeout%

• %CVP.Device.CallServer.IVR.ASR/TTS
• %CVP.Device.CallServer.IVR.IVR

Server Retry Attempts%

Service Retry Attempts%

CVP Reporting Server

%CVP.Device.ReportingServer.General.IP Address%

Unified CVP VXML
Server

%CVP.Device.VXMLServer.General.IP Address%

ゲートウェイ

• %CVP.Device.Gateway.Target.IP

Address%

• %CVP.Device.Gateway.Target.Trunk

Group ID%

• %CVP.Device.Gateway.Target.Location
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コンポーネント

変数

SIP プロキシ サーバ
（SIP Proxy Server）

%CVP.Device.SIPProxyServer.General.IP Address%

Speech Server

%CVP.Device.Speech Server.General.IP Address%

Unified
Communications
Manager

%CVP.Device.Unified CM.General.IP Address%

メディア サーバ

%CVP.Device.Media Server.General.IP Address%

IOS テンプレートの管理
テンプレートについての詳細を追加、削除、編集、コピー、表示することによって IOS テンプレー
トを管理します。

新しいテンプレートの追加
手順
ステップ 1

[システム（System）] > [IOS 設定（IOS Configuration）] > [IOS テンプレートの管理（IOS Template
Management）] の順に選択します。

ステップ 2

ツールバーから [新規追加（Add New）] を選択します。
[IOS テンプレートの設定（IOS Template Configuration）] ページが開きます。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして、ローカル コンピュータ上のテンプレート ファイルを参照しま
す。テンプレートの名前と説明（任意）を指定します。[保存（Save）] をクリックして、テンプ
レート ファイルを Operations Console にアップロードします。
（注）
アップロードするために選択するファイルは有効なファイル形式である必要があり、そ
うでない場合アップロードは失敗します。必要な形式およびテンプレートで使用できる
変数の詳細については、IOS テンプレート形式, （349 ページ）を参照してください。
ファイルが有効な場合にアップロードに成功したことを確認するメッセージが表示されます。

テンプレートの削除（Delete Template）
（注）

デフォルトのテンプレートは削除できません。カスタム テンプレートだけが削除できます。
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手順
ステップ 1

[システム（System）] > [IOS 設定（IOS Configuration）] > [IOS テンプレートの管理（IOS Template
Management）] の順に選択します。
[IOS テンプレートの管理（IOS Template Management）] ページが開きます。

ステップ 2

削除するテンプレートの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 3

ツールバーから、[削除（Delete）] を選択します。
確認が表示されます。[OK] を選択して続行し、選択したカスタム テンプレートを削除します。

テンプレートの編集
ブラウザ内から、すべてのテンプレートの説明の変更、およびカスタム テンプレートの本体の編
集ができます。ただし、デフォルト テンプレートの本体は編集できません。

手順
ステップ 1

[システム（System）] > [IOS 設定（IOS Configuration）] > [IOS テンプレートの管理（IOS Template
Management）] の順に選択します。
[IOS テンプレートの管理（IOS Template Management）] ウィンドウが開きます。

ステップ 2

編集するテンプレートの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 3

ツールバーから、[編集（Edit）] を選択します。
[IOS テンプレートの設定（IOS Template Configuration）] ページが開きます。

ステップ 4

（任意） 説明フィールドを編集します。

ステップ 5

カスタム テンプレートの場合は、[テンプレート変更を有効にする（Enable template modification）]
チェックボックスをオンにすることで、テンプレート本体の編集を有効にできます。テンプレー
ト構文の詳細については、IOS テンプレート形式, （349 ページ）を参照してください。[テンプ
レート本体の変更を取り消す（Undo Template Body Changes）] をクリックすると、本体に行った
保存前の変更をキャンセルできます。

ステップ 6

[Save] をクリックします。

テンプレートのコピー
テンプレートをコピーして、修正可能な新しいテンプレートを作成できます。デフォルト テンプ
レートは本体を編集できません。ただし、デフォルト テンプレートをコピーして、コピーの本体
を編集することはできます。
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手順
ステップ 1

[システム（System）] > [IOS 設定（IOS Configuration）] > [IOS テンプレートの管理（IOS Template
Management）] の順に選択します。
[IOS テンプレートの管理（IOS Template Management）] ウィンドウが開きます。

ステップ 2

コピーするテンプレートの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 3

ツールバーから、[コピー（Copy）] を選択します。

ステップ 4

コピーの名前および説明を編集します。

ステップ 5

（任意） [テンプレートを変更可能にする（Enable template modification）] チェックボックスをオ
ンにして、コピーを変更します。後で変更することもできます。テンプレートの編集, （352 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 6

[保存（Save）] を選択します。

IOS テンプレートの展開
ゲートウェイ設定テンプレートをゲートウェイに展開するには、[IOS テンプレートの展開（IOS
Template Deployment）] ページを使用します。テンプレートがゲートウェイをプロビジョニング
し、テンプレートの変数を、展開時に選択した送信元デバイスに置き換えます。
このページから、次の操作を実行できます。
• テンプレートの本文のプレビュー（およびテンプレートの検証）を行い、ゲートウェイに展
開する。
• テンプレート展開のステータスを確認する。
• ゲートウェイに送信された設定を以前の状態にロールバックする。

テンプレートのプレビューおよび展開
テンプレートをプレビューおよび展開するには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[システム（System）] > [IOS 設定（IOS Configuration）] > [IOS
テンプレートの展開（IOS Template Deployment）] の順に選択します。

ステップ 2

[テンプレートの選択（Select Template）] パネルで、展開するテンプレートを選択します。

ステップ 3

[ソース デバイスの関連付け（Associate Source Device(s)）] パネルで、テンプレート内のデバイス
変数で置き換えるデバイスを選択します。

ステップ 4

[関連付けられたゲートウェイ（Associated Gateways）] パネルで、テンプレート展開を受けない
ゲートウェイを選択解除します。デフォルトでは、すべてのゲートウェイが選択されています。

ステップ 5

[プレビューおよび展開（Preview and Deploy）] をクリックして、選択した設定で、選択したゲー
トウェイに対し、テンプレートを検証およびプレビューします。
[プレビューおよび展開（Preview and Deploy）] をクリックすると、スクリプトが検証されます。
スクリプトにエラーがある場合、または、[ソース デバイスの関連付け（Associate Source Device(s)）]
パネルでデバイスが選択されない状態でデバイスを必要とする変数がスクリプト中にある場合、
[IOS テンプレートのプレビュー（IOS Template Preview）] ページにエラーが表示されます。この
時点で [展開（Deploy）] をクリックしてもテンプレートは展開されず、テンプレートが無効なた
め、ステータス ページに障害が表示されます。
プレビュー画面が表示された場合、次の 3 つの操作のいずれかを実行できます。
• テンプレートが有効な場合も無効な場合も、[テンプレート変更の有効化（Enable template
modification）] をクリックして、この画面でテンプレートを編集します。変更を確認して有
効にするには、[確認（Verify）] をクリックします。編集前の状態にテンプレートを戻すに
は、[すべての変更を元に戻す（Undo All Changes）] をクリックします。
• テンプレートが有効な場合は、[展開（Deploy）] をクリックして、選択したゲートウェイに
テンプレートを展開します。
• テンプレートが有効な場合は、[保存して展開（Save and Deploy）] をクリックして、テンプ
レートを保存し、選択したゲートウェイにテンプレートを展開します。既存のカスタム テン
プレートである場合は、加えた変更はそのカスタム テンプレートに保存されます。デフォル
ト テンプレートである場合、テンプレートは新しいカスタム テンプレートにコピーされて
保存されます。

展開ステータスの確認
テンプレート展開のステータスを確認するには、次を行います。
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手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[システム（System）] > [IOS 設定（IOS Configuration）] > [IOS
テンプレートの展開（IOS Template Deployment）] の順に選択します。

ステップ 2

ツールバーから [展開ステータス（Deployment Status）] を選択します。
[IOS テンプレートの展開導入 - 展開ステータス（IOS Template Deployment - Deployment Status）]
ウィンドウが開きます。
ステータス ページに試行した展開に関する情報が表示されます。展開の追加の詳細についてはス
テータス メッセージをクリックします。

ロールバックの展開
（注）

ロールバックは 1 レベルのみです。テンプレート（テンプレート A）を展開してから別のテン
プレート（テンプレート B）を展開した場合、テンプレート A にのみロールバックできます。

手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[システム（System）] > [IOS 設定（IOS Configuration）] > [IOS
テンプレートの展開（IOS Template Deployment）] の順に選択します。

ステップ 2

ツールバーで、[展開ステータス（Deployment Status）] をクリックします。
[IOS テンプレートの展開導入 - 展開ステータス（IOS Template Deployment - Deployment Status）]
ウィンドウが開きます。

ステップ 3

ロールバックする展開の隣にあるチェックボックスをオンにし、[ロールバック（Rollback）] をク
リックします。
• 確認ダイアログが表示されます。警告メッセージを読み、[OK] をクリックしてロールバック
を続行します。
• ロールバックが進行中であることを示すステータス メッセージが表示されます。[更新
（Refresh）] をクリックしてステータス ページを更新し、ロールバック ステータスを確認し
ます。
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サービス コールバック
Unified CVP で使用できる Courtesy Callback 機能では、発信者が保留中またはキューで待機する必
要がある時間が短縮されます。この機能では、特定の基準を満たす発信者にシステムが提供する
ことができます。たとえば、X 分を超えてキューに入れられる可能性がある発信者に対し、待機
時間が非常に短くなるときにシステムによってコールバックを受けるオプションを提供します。
発信者は、システムによるコールバックを受けることを決定した場合、名前と電話番号を残しま
す。エージェントが使用可能である（またはまもなく使用可能になる）ことをシステムが判定す
ると、コールが発信者に折り返し発信されます。発信者はコールに応答し、発信者であることを
示す必要があります。発信者は短い待機の後にエージェントに接続されます。
Courtesy Callback データの保存に必要な Unified CVP Reporting Server を特定し、選択した Unified
CVP コール サーバにそれらを展開するには、このページを使用します。Courtesy Callback に関す
る設定された値はキャッシュ属性として保存されます。
Courtesy Callback 機能は次のサーバまたはゲートウェイで設定します。
• イングレス ゲートウェイ（IOS 設定）
• VXML ゲートウェイ（IOS 設定）
• Reporting Server（Unified CVP Operations Console 経由）
• メディア サーバ（Courtesy Callback メディア ファイルのアップロード）
• Unified CVP VXML Server（Call Studio スクリプトのアップロード）
• Unified ICM（ICM スクリプト経由）

（注）

詳細については、Configuration Guide for Cisco Unified Customer Voice Portalを参照してくださ
い。

コールバック基準
コールバック スクリプトでは、発信者に Courtesy Callback を提供する基準を確立できます。コー
ルバック基準には次のものがあります。
• 最大時間（分）を超えた、顧客がキューで待機すると予期される時間（分）（顧客あたりの
平均コール処理時間に基づく）。

（注）

含まれているサンプル スクリプトは、この方式を使用してコールバックの適
格性を判断しています。
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• 顧客に割り当てられたステータス（たとえば、顧客のステータスに基づいてコールバックを
提供できます）。
• 顧客が要求したサービス（販売コール、システム更新などをコールバック基準として確立で
きる）

変更可能なサンプル スクリプトとサンプル オーディオ ファイル
Courtesy Callback 機能は Unified CCE スクリプトを使用して実装されます。変更可能なサンプル ク
リプトが提供されています。これらのスクリプトでは、コールバック基準に応じて、発信者にコー
ルバックを提供するかどうかを決定します。サンプルオーディオファイルも提供されています。
サンプル スクリプトおよびサンプル オーディオファイルは、\CVP\Downloads and Samples\
フォルダ内の CVP インストール メディアにあります。
次のファイルが提供されています。
• ICMDownloads サブフォルダ内に ICM スクリプトの CourtesyCallback.ICMS。
• helloStudio サンプル サブフォルダ内に Call Studio スクリプトのコレクションの
CourtesyCallbackStudioScripts.zip。
次のサンプル スクリプトが提供されています。
◦ BillingQueue：発信者に対してキューの音楽を再生します。カスタマイズすることがで
きます。
◦ CallbackEngine：発信者がコールバックを受信することを選択（および切断）したとき
と、発信者が実際にコールバックを受信したときに、コールの VoIP レッグを保持しま
す。カスタマイズおよび変更はできません。
◦ CallbackEntry：発信者がシステムに入ったとき、および発信者にコールバックを受ける
機会が提供されたときの初期の IVR。カスタマイズすることができます。
◦ CallbackQueue：発信者がキューにいて、BillingQueue により再生される音楽を聴いてい
る間、コールのキープアライブ メカニズムを処理します。このスクリプトは変更しない
でください。
◦ CallbackWait：発信者がコールバックされたときに、コールの IVR 部分を処理します。
カスタマイズすることができます。
• CCBDownloads サブフォルダ内の CCBAudioFiles.zip には、サンプル オーディオ ファ
イルが Studio のサンプル スクリプトとともに含まれています。
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Courtesy Callback の設定
Courtesy Callback の設定
手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[システム（System）] > [Courtesy Callback] の順に選択します。

ステップ 2

ドロップダウン リストから必要な Unified CVP Reporting Server を選択します（設定されている場
合）。
（注）
選択をブランクのままにする場合、Courtesy Callback の展開に Reporting Server が関連付
けられません。

ステップ 3

（任意） [Courtesy Callback データベースとのセキュア通信を有効にする（Enable secure
communication with the Courtesy Callback database）] チェックボックスをオンにして、Courtesy
Callback に使用するコール サーバと Reporting Server 間の通信を保護します。

ステップ 4

[ダイヤル番号の設定（Dialed Number Configuration）] セクションで、以下を設定します。
Courtesy Callback の [ダイヤル番号の設定（Dialed Number Configuration）] では、発信者がコール
バックを要求する際に発信者が入力できるダイヤル番号を制限することができます。たとえば、
悪意のある発信者が Courtesy Callback に 911 をダイヤルさせることを防ぐことができます。次の
表に、[ダイヤル番号の設定（Dialed Number Configuration）] の設定オプションを示します。
表 53：[ダイヤル番号の設定（Dialed Number Configuration）] の設定オプション

フィール
ド

説明

一致しな
いダイヤ
ル番号を
許可
（Allow
Unmatched
Dialed
Numbers）

このチェックボックスは、[許可ダイヤル番号（Allowed
Dialed Numbers）] フィールドに存在しないダイヤル番号
をコールバックに使用できるようにするかどうかを制御
します。

オフ：[許可ダイヤル番号
（Allowed Dialed
Numbers）] リストにある
ダイヤル番号にのみコー
デフォルトでは、これはオフになっています。[許可ダイ ルバックを送信できます。
ヤル番号（Allowed Dialed Numbers）] リスト ボックスに
ダイヤル番号が存在しない場合、Courtesy Callback は
コールバックを許可しません。
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フィール
ド

説明

デフォルト

許可ダイ
ヤル番号
（Allowed
Dialed
Numbers）

コールバックを送信できる許可ダイヤル番号の一覧。ダ
イヤル番号パターンを使用できます。たとえば 978> を使
用すると、市外局番 978 のすべての電話番号にコールバッ
クできます。

空：[一致しないダイヤル
番号を許可（Allow
Unmatched Dialed
Numbers）] がオフになっ
ていてこのリストが空の
ダイヤル番号を追加/削除するには、次を行います。
ままの場合、コールバッ
• 許可ダイヤル番号のリストに番号を追加する：[ダイ クは実行できません。
ヤル番号（DN）（Dialed Number (DN)）] フィール
ドにダイヤル番号パターンを入力し、[追加（Add）]
をクリックします。
• リストから番号を削除する：番号を強調表示し、[削
除（Remove）] をクリックします。
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フィール
ド

説明

デフォルト

拒否ダイ
ヤル番号
（Denied
Dialed
Numbers）

コールバックを送信できない拒否ダイヤル番号の一覧。
ダイヤル番号パターンを使用できます。たとえば 555> を
使用すると、市外局番 555 のすべての電話番号にコール
バックできます。

ローカル言語が「en-us」
（米国、英語）の場合、
[拒否ダイヤル番号
（Denied Dialed
Numbers）] ウィンドウは
ダイヤル番号を追加/削除するには、次を行います。
あらかじめ入力されてい
• 拒否ダイヤル番号のリストに番号を追加する：[ダイ ます。拒否する追加の番
ヤル番号（DN）（Dialed Number (DN)）] フィール 号を追加してください。
ドにダイヤル番号パターンを入力し、[追加（Add）]
をクリックします。
• リストから番号を削除する：番号を強調表示し、[削
除（Remove）] をクリックします。
拒否番号は許可番号より優先されます。
• ワイルドカードの DN パターンには、1 つのワイル
ドカード文字に対応する任意の位置に「.」および
「X」を含めることができます。
• 「>*!T」セットでは、どのワイルドカード文字も複
数の文字にマッチしますが、これらは常に文字列中
の残りのすべての文字にマッチするため、末尾の値
としてのみ使用できます。
• パターン マッチングの最高の優先度は完全一致にあ
り、最も具体的なワイルドカード一致が続きます。
• 許可ダイヤル番号と拒否ダイヤル番号の両方のリス
トで同じ文字数がワイルドカード パターンで一致す
ると、拒否ダイヤル番号リストの方が優先されま
す。
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フィール
ド

説明

デフォルト

発信者番
号あたり
の最大
コール数
（Maximum
Number of
Calls Per
Calling
Number）

デフォルト値は 0 です。これは、発信者番号ごとに無制 [0]
限数のコールバックを提供することを意味します。最大
値は 1000 です。
この設定により、同じ番号をすでに待機中の未処理コー
ルバックがある場合に、コールバックを受ける権限があ
る同一の発信者番号からのコール数を制限できます。こ
のフィールドが正の数（X）に設定されている場合、
Courtesy Callback の “Validate” 要素は常に、発信者番号あ
たり X 個のコールバックのみが“プリエンプティブ”終了
状態になることを許可します。発信者番号に対して提供
されたコールバックがすでに X 個ある場合、新しいコー
ルは “Validate” 要素の “none” 終了状態になります。また、
コールに使用できる発信者番号がない場合、コールは常
に “Validate” 要素の “none” 終了状態になります。

ステップ 5

[コール サーバの展開（Call Server Deployment）] タブをクリックして、使用可能なコール サーバ
のリストを表示し、Courtesy Callback に関連付ける Unified CVP コール サーバを選択します。

ステップ 6

[保存して展開（Save & Deploy）] をクリックします。
（注）
[保存（Save）] をクリックして設定を Operations Console データベースに保存し、その
後、Courtesy Callback を設定します。

Courtesy Callback 用イングレス ゲートウェイの設定
コールが到達するイングレス ゲートウェイは、発信者がコールバックを受信することを選択した
場合に、コールに対し、プリエンプティブなコールバックを処理するゲートウェイです。

（注）

CSCts00930 の影響を受ける IOS-XE バージョンを導入する場合に限り、Courtesy Callback 機能
用に ISR での SIP プロファイル設定が必要になります。この問題の詳細については、https://
sso.cisco.com/autho/forms/CDClogin.html で「Bug Search Tool」にアクセスしてくささい。
SIP プロファイル設定の詳細については、Design Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal,（http:/
/www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-customer-voice-portal/
products-implementation-design-guides-list.html）を参照してください。
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手順
ステップ 1

次の構文を使用して、（CVP OAMP VM から）CVP OAMP Operations Console にログインします。
https://<server_ip>:9443/oamp。

ステップ 2

survivability.tcl を Operations Console からゲートウェイのフラッシュ メモリにコピーします。
Operations Console を使用して、次の手順を実行します。
a) [一括管理（Bulk Administration）] > [ファイル転送（File Transfer）] > [スクリプトおよびメディ
ア（Scripts and Media）] の順に選択します。
b) [デバイスタイプの選択（Select Device Type）] の [デバイスの割り当て（Device Association）]
で、[ゲートウェイ（Gateway）] を選択します。
c) すべてのイングレス ゲートウェイを選択します。
d) デフォルト ゲートウェイ ファイルで、survivability.tcl. をハイライト表示にします。
e) [転送（Transfer）] をクリックします。

ステップ 3

イングレス ゲートウェイにログインします。

ステップ 4

コール存続可能性を設定します。詳細については、コール存続可能性, （415 ページ）を参照して
ください。

ステップ 5

ゲートウェイにサービスを追加するために、enabled-config アプリケーション モードがオンになっ
ていることを確認します。ゲートウェイ コンソールで次のコマンドを入力します。
GW81#en
GW81#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
GW81(config)#application
GW81(config-app)#

ステップ 6

存続可能性サービスに、次を追加します。
param ccb id:<host name or ip of this gateway>;loc:<location name>;trunks:<number of callback
trunks>

ここで、上記フィールドの定義は次のとおりです。
• id：このゲートウェイの固有識別子。どのゲートウェイが元のコールバック要求を処理した
かを示すために、データベースに記録されます。
• loc：このゲートウェイの場所を指定する任意の場所の名前。
• trunks：このゲートウェイでのコールバック用に予約されている DS0 の数。T1/E1 トランク
の数を制限し、コールバック用に許可されるリソースをシステムが制限できるようにしま
す。
CCB コールと非 CCB コール間で効率的なトランク使用を実現するため、イングレス ゲートウェ
イ上の Courtesy Callback（CCB）のトランク パラメータ設定は、CCB の平均コール期間および固
定スロットリング期間を含むことにより、CCBコール パラメータに基づいて計算する必要があり
ます。
トランク値は、次の式によって導出されます。DS0 チャネルの数 ×（スロットリング期間/平均コー
ル期間）
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例
次の条件で、最大 10 の DS0 チャネルを CCB コール専用に確保します。
• 任意の指定したポイントでの同時 CCB コールが 10。
• CCB の平均コール期間が 900 秒（コールバック登録、コールバック提供、コールバックを受
けたユーザの通話時間を含む）。
• 固定スロットリング期間が 1800 秒。
この場合、トランク値は、10 X（1800/900）= 20 となります。
次に、基本設定の例を示します。
service cvp-survivability flash:survivability.tcl
param ccb id:10.86.132.177;loc:doclab;trunks:1
!

存続可能性サービスを更新する場合、または、初めて存続可能性サービスを作成する場合は、次
のコマンドを使用してアプリケーションをロードします。
call application voice load cvp-survivability

ステップ 7

着信ダイヤルピアを作成するか、存続可能性サービスが着信ダイヤルピアで使用されていること
を確認します。次に例を示します。
dial-peer voice 978555 pots
service cvp-survivability
incoming called-number 9785551234
direct-inward-dial
!

注：シスコでは、サービス プロバイダー向けに、POTS と VoIP ダイヤル ピアの両方をサポート
しています。
ステップ 8

コールバック用の発信ダイヤル ピアを作成します。これらは、実際のコールを戻して PSTN に配
置するダイヤルピアです。次に例を示します。
dial-peer voice 978554 pots
destination-pattern 978554....
no digit-strip
port 0/0/1:23
!

ステップ 9

次の設定を使用して、SIP が SIP INFO メッセージを転送するよう設定します。
voice service voip
signaling forward unconditional
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（注）

Courtesy Callback は、コールバック時間が 100 分以上のコールではサポートされません。
したがって、100 分以上のコールバック時間の場合、コールバックはキャンセルされま
す。コールバック時間が 30 分（ゲートウェイのデフォルトセッション有効期限）を超
える Courtesy Callback をサポートするために、セッション有効期限を最大値（7200）に
設定することをお勧めします。次の一連の設定手順は、これを実現するための方法を示
しています。

Courtesy Callback に関する VXML ゲートウェイの設定
手順
ステップ 1

Operations Console からゲートウェイのフラッシュ メモリに cvp_ccb_vxml.tcl をコピーします。
Operations Console を使用して次を行います。
a) [一括管理（Bulk Administration）] > [ファイル転送（File Transfer）] > [スクリプトとメディア
（Scripts and Media）] を選択します。
b) [全般（General）] タブで、[デバイス タイプの選択（Select Device Type）] ドロップダウン ボッ
クスから [ゲートウェイ（Gateway）] を選択することによってデバイス関連付けを選択します。
c) デフォルト ゲートウェイ ファイルから、cvp_ccb_vxml.tcl を強調表示します。
d) [転送（Transfer）] をクリックします。

ステップ 2

ゲートウェイにサービスを追加するために、enabled-config アプリケーション モードがオンになっ
ていることを確認します。ゲートウェイ コンソールで次のコマンドを入力します。
GW81#en
GW81#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
GW81(config)#application
GW81(config-app)#

ステップ 3

cvp_cc サービスを設定に追加します。
service cvp_cc flash:cvp_ccb_vxml.tcl

サービスにはパラメータが不要です。
次のコマンドでアプリケーションをロードします。
call application voice load cvp_cc

（注）

発信者を正常にコールバックするには、VXML ゲートウェイでメディア アクティビティ
の検出機能をオフにする必要があります。VXML ゲートウェイでメディア アクティビ
ティが有効になっていると、cvp_cc サービスは 'ip rtcp report interval' * 1000 ミリ秒の間
隔の後に待機中のコールバック コールを切断します。この設定は、メディアの非アク
ティビティ タイマーが常に有効になっている同じ場所に配置されたイングレス/VXML
設定で重要になります。このようなシナリオでは、ソリューション要件によって定義さ
れるコールバック コールの最大許容待機時間をサポートするために 'ip rtcp report interval'
を増加させる必要があります。
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ステップ 4

Unified ICM から VRU レッグを定義する VoIP ダイヤルピアで、コーデックを録音に使用できるこ
とを確認します。次の例は、Courtesy Callback の録音に g711ulaw を使用できることを示していま
す。
dial-peer voice 123 voip
service bootstrap
incoming called-number 123T
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
!

つまり、この例は 123 voip ダイヤルピアで設定されている g711ulaw コーデックを示します。コー
デックが明示的に指定されている必要があることに注意してください。コーデック クラスは録音
が機能しなくなるため使用できません。
ステップ 5

次の設定を使用して、SIP INFO メッセージを転送するように SIP が設定されるようにします。
voice service voip
signaling forward unconditional

ステップ 6

VXML 2.0 では、BillingQueue サンプル スクリプトで発信者に名前を記録することを求めるために
ビープ音を再生する必要があります。VXML Server が VXML 2.0 を使用するように設定に次のテ
キストを追加します。
vxml version 2.0

（注）

vxml バージョン 2.0 がゲートウェイで有効になっているとき、vxml audioerror は常にデ
フォルトでオフになります。オーディオ ファイルを再生できないとき、error.badfetch は
オーディオ エラー イベントを生成しません。ファイルを再生できないときにゲートウェ
イに error.badfetch イベントを生成させるには、ゲートウェイ設定で vxml audioerror を有
効にします。次の例では、config terminal モードを使用して両方のコマンドを追加しま
す。
config t
vxml version 2.0
vxml audioerror
exit

Courtesy Callback に関する Reporting Server の設定
はじめる前に
Reporting Server をインストールして設定します。
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（注）

Reporting Server をインストールするには、『Installation and Upgrade Guide for Cisco Unified
Customer Voice Portal』を参照してください。Reporting Server を設定するには、Reporting Server
の設定, （153 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

Operations Console ページで、[システム（System）] > [Courtesy Callback] の順に選択します。
[全般（General）] タブでは、以下を実行できます。
• Courtesy Callback のための Reporting Server を選択します。
• Courtesy Callback データベースとのセキュア通信を有効にします。
• 許可される、および許可されないダイヤル番号を設定します。

ステップ 2

[Courtesy Callback の設定（Courtesy Callback Configuration）] ページで、[Unified CVP Reporting
Server] ドロップダウン リストを選択し、Courtesy Callback データの保存に使用する Reporting Server
を選択します。
（注）
選択をブランクのままにする場合、Courtesy Callback の展開に Reporting Server が関連付
けられません。

ステップ 3

（オプション）コールバック レポート データベースとのセキュア通信を有効にします。[Courtesy
Callback データベースとのセキュア通信を有効にする（Enable secure communication with the Courtesy
Callback database）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

許可および拒否されるダイヤル番号を設定します。これらは、発信者に Courtesy Callback を行う
ときにシステムがコールする、およびしない番号です。また、[発信者番号あたりの最大コール数
（Maximum Number of Calls Per Calling Number）] を設定します。
これらのフィールドを設定するには、次の表を使用します。
最初、Courtesy Callback 機能に許可ダイヤル番号はありません。次のことを意味します。
• [一致しないダイヤル番号を許可（Allow Unmatched Dialed Numbers）] が選択解除されていま
す。
• また、許可ダイヤル番号ウィンドウが空です。
この初期設定は意図的であり、展開で許可されるダイヤル番号を具体的に有効にする必要があり
ます。
[拒否ダイヤル番号（Denied Dialed Numbers）] ボックスで具体的に示しているものを除くダイヤル
番号をすべて許可する場合は、[一致しないダイヤル番号を許可（Allow Unmatched Dialed Numbers）]
をオンにします。
そうしない場合は、[許可ダイヤル番号（Allowed Dialed Numbers）] ボックスに特定の許可番号を
追加します。特定の許可番号を追加する方法、および許可される有効なダイヤル番号ショートカッ
ト パターンの詳細については、Operations Console オンライン ヘルプを参照してください。
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（注）

ローカル言語が「en-us」（米国、英語）の場合、[拒否ダイヤル番号（Denied Dialed
Numbers）] ウィンドウはあらかじめ入力されています。拒否する追加の番号を追加し
てください。

• ワイルドカードの DN パターンには、1 つのワイルドカード文字に対応する任意の位置に「.」
および「X」を含めることができます。
• 「>*!T」のセットのワイルドカード文字は複数の文字と一致しますが、文字列の残りすべて
の文字と必ず一致するため、末尾の値にのみ使用できます。
• パターン マッチングの最高の優先度は完全一致にあり、最も具体的なワイルドカード一致が
続きます。
• 許可ダイヤル番号と拒否ダイヤル番号の両方のリストで同じ文字数がワイルドカード パター
ンで一致すると、拒否ダイヤル番号リストの方が優先されます。
ステップ 5

[発信者番号あたりの最大コール数（Maximum Number of Calls Per Calling Number）]“ ”を目的の数
に調整します。デフォルトでは、これは 0 に設定され、制限は適用されません。
この設定では、コールバックを受ける資格を持つ、同じ発信者番号からのコール数を制限するこ
とができます。このフィールドが正の数（X）に設定されている場合、Courtesy Callback の “Validate”
要素は常に、発信者番号あたり X 個のコールバックのみが“プリエンプティブ”終了状態になるこ
とを許可します。発信者番号に対して提供されたコールバックがすでに X 個ある場合、新しい
コールは “Validate” 要素の “none” 終了状態になります。また、コールに使用できる発信者番号が
ない場合、コールは常に “Validate” 要素の “none” 終了状態になります。

ステップ 6

[コール サーバの展開（Call Server Deployment）] タブをクリックし、次のスクリーン ショットに
示すように、Courtesy Callback に使用するコール サーバを [使用可能（Available）] ボックスから
[選択済み（Selected）] ボックスに移動します。

ステップ 7

新しい Reporting Server の設定にすぐに展開するには、[保存して展開（Save & Deploy）] をクリッ
クします。
[保存（Save）] をクリックする場合、設定が保存され、Reporting Server の再起動後に展開されま
す。
（注）

Courtesy Callback 設定を更新している場合（別の Reporting Server への変更など）は、ス
ケジュールされたメンテナンス期間中に展開を実行します。そうしない場合、Reporting
Server を再起動することにより、現在スケジュールされている Courtesy Callback がキャ
ンセルされる可能性があります。

Courtesy Callback 用メディア サーバの設定
Courtesy Callback 用のサンプル スクリプトともに、Courtesy Callback 専用のいくつかのメディア
ファイルが用意されています。Operations Console のインストール中に、メディア ファイルは次の
ディレクトリに配置されます。
%CVP_HOME%\OPSConsoleServer\CCBDownloads\CCBAudioFiles.zip

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
367

システム設定（System Configuration）
Courtesy Callback 用 Call Studio スクリプトの設定

CVP のインストールが終了すると、メディア ファイルは Operations Console 上
（%CVP_Home%\OPSConsoleServer\）に配置されます。%CVP_Home% は、通常、C:\Cisco\CVP で
す。
CCBAudioFiles.zip には、コールバック専用のアプリケーション メディア ファイル
（C:\inetpub\wwwroot\en-us\app に配置）と、Say it Smart 用のメディア ファイル
（C:\inetpub\wwwroot\en-us\sys に配置）が含まれます。
コールバック専用の音声ファイルを解凍し、メディア サーバにコピーします。

（注）

メディア ファイル インストール オプションを選択している場合、Unified CVP のインストー
ル中に音声ファイルは解凍されて、インストール サーバ上の
C:\inetpub\wwwroot\en-us\app にコピーされます。

（注）

CCBAudioFiles.zip には、Say It Smart 用のメディア ファイルも含まれています。インストール
中に、これらのファイルは C:\inetpub\wwwroot\en-us\sys にコピーされます。これら
のファイルがまだメディア サーバにない場合は、そこにコピーします。

（注）

サンプル スクリプトは、音声ファイルのデフォルトの場所、
http://<server>:<port>/en-us/app を使用するように設定されています。この設定の
プロセスの後の段階で、サンプル スクリプト中の音声ファイルのデフォルトの場所、<server>
および <port> を、ご使用のメディア サーバの IP アドレスとポート番号に変更します。

Courtesy Callback 用 Call Studio スクリプトの設定
Courtesy Callback 機能は、Call Studio スクリプトと ICM スクリプトによって制御されます。スク
リプト ロジックの詳細については、Configuration Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal を参
照してください。

（注）

次の例は、BillingQueue サンプル アプリケーションに従っています。

手順
ステップ 1

CourtesyCallbackStudioScripts.zip に含まれている Call Studio Courtesy Callback のサンプル スクリプ
トを、Call Studio がインストールされたコンピュータのフォルダに展開します。
.zip ファイルには、次の 2 つの場所からアクセスできます。
• Unified CVP インストール メディア（\CVP\Downloads および Samples\Studio
Samples\CourtesyCallbackStudioScripts）
• Operations Console サーバ（%CVP_HOME%\OPSConsoleServer\StudioDownloads）
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ステップ 2

それぞれのフォルダには、同じ名前の Call Studio プロジェクトがフォルダとして含まれています。
5 つの個別のプロジェクトに、Courtesy Callback 機能が含まれています。
次のスクリプトは変更しないでください。
• CallbackEngine：発信者がコールバックを受信することを選択（および切断）したときと、発
信者が実際にコールバックを受信したときに、コールの VoIP レッグを保持します。
• CallbackQueue：発信者がキューにいて、BillingQueue により再生される音楽を聴いている間、
コールのキープアライブ メカニズムを処理します。
ビジネス ニーズに合わせて次のスクリプトを変更します。
• BillingQueue：発信者に対して再生するキューの音楽を決定します。
• CallbackEntry：発信者がシステムに接続してコールバックを受信する機会を提供されたとき
に受けとる初期の IVR 処理を変更します。
• CallbackWait：発信者がコールバックに応答する際に受けとる IVR 処理を変更します。
CCB のアプリケーション名は変更しないでくださ
い。
[スタート] > [プログラム] > [Cisco] > [Cisco Unified Call Studio] の順に選択して、Call Studio を起動
します。
（注）

ステップ 3
ステップ 4

Call Studio で、[ファイル（File）] > [インポート（Import）] の順に選択します。

ステップ 5

[インポート（Import）] ダイアログボックスで、Call Studio フォルダを展開し、[既存の Call Studio
プロジェクトをワークスペースへ（Existing Call Studio Project Into Workspace）] を選択します。

ステップ 6

[Next] をクリックします。

ステップ 7

[ファイル システムから Call Studio プロジェクトをインポート（Import Call Studio Project From File
System）] ダイアログで、Call Studio プロジェクトを展開する場所を参照します。解凍されたフォ
ルダのそれぞれで、フォルダ（たとえば BillingQueue）を選択し、[終了（Finish）] をクリックし
ます。
プロジェクトが Call Studio にインポートされます。この操作を、5 つのフォルダのそれぞれで繰
り返します。
5 つのフォルダをインポートし終えると、左上の [ナビゲータ（Navigator）] ウィンドウに 5 つの
プロジェクトが表示されます。

ステップ 8

Call Studio のデフォルト オーディオ パスの URI フィールドを、メディア サーバの IP アドレスと
ポート値を含むように更新します。
以前に解凍した各 Call Studio プロジェクトで、次の手順を実行します。
a) Call Studio の [ナビゲータ（Navigator）] ウィンドウでプロジェクトを選択します。
b) [プロジェクト（Project）] > [プロパティ（Properties）] > [Call Studio] > [オーディオ設定（Audio
Settings）] の順に選択します。
c) [オーディオ設定（Audio Settings）] ウィンドウで、<Server> および <Port> プレースホルダの
サーバ IP アドレスとポート番号を入力して、デフォルト オーディオ パスの URI フィールドを
変更します。
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d) [適用（Apply）] をクリックして、[OK] をクリックします。
ステップ 9

（任意）Billing Queue プロジェクト：保留中に発信者に対して再生する音楽を変更します。
クライアントごとに保留音を変える必要がある場合は、このプロジェクトに対して複数のインス
タンス（たとえば、BillingQueue には課金待機中の人への音楽、SalesQueue には販売待機中の人へ
の音楽）を作成できます。ICM スクリプトでも適切なバージョン（BillingQueue または SalesQueue）
を指定する必要があります。ICM スクリプトには、queueapp=BillingQueue パラメータと そ に対
する queueapp=SalesQueue パラメータがあります。
（後の手順における）CallbackEntry プロジェクトには、SetQueueDefaults と呼ばれるノードが含ま
れます。このノードには、キープアライブインターバルの値が含まれ、これは、使用されるキュー
の音楽の長さよりも長い必要があります。

ステップ 10

Callback Entry プロジェクト：必要に応じて、CallbackEntry プロジェクトで、SetQueueDefaults ノー
ドの発信者のインタラクション設定を変更します。
この手順は、デフォルト キューの値を定義します。特定のキューの設定値をカスタマイズする必
要がある場合は、ここで、各キューの名前に複数の SetQueueDefaults 要素を挿入できます。特定
のキューに SetQueueDefaults 要素がない場合は、デフォルト キューの設定値が使用されます。
（注）

Callback_Set_Queue_Defaults ノードは、[キュー名（Queue Name）] パラメータをデフォ
ルトに設定することで定義できます。明示的に定義された値がないキュー タイプが発
生した場合、このデフォルト ノードで定義された設定が常に選択されます。

a) Call Studio の [ナビゲータ（Navigator）] パネルで、CallBackEntry プロジェクトを開き、
app.callflow をダブルクリックして、スクリプト ウィンドウにアプリケーション要素を表示し
ます。
b) スクリプト表示ウィンドウの下部にあるタブを使用して、スクリプトの [コールの開始（Start
of Call）] ページを開きます。
c) SetQueueDefaults ノードを選択します。
d) [要素の設定（Element Configuration）] パネルで、[設定（Setting）] タブを選択し、必要に応じ
て次のデフォルト設定を変更します。
SetQueueDefaults 要素については、Start of Call および Wants Callback 要素における発信者のイ
ンタラクション値を編集できます。発信者のインタラクション値の詳細については、『Element
Specifications for Cisco Unified CVP VXML Server and Cisco Unified Call Studio』の 10 章、
「Callback_Set_Queue_Defaults」を参照してください。
ステップ 11

次のステップを実行します。
1 録音された発信者名のストレージへのパスを設定します。
2 app.callflow を選択します。
3 CallbackEntry プロジェクトの [コールバックを希望（Wants Callback）] ページで、[名前の録音
（Record Name）] ノードをハイライト表示し、Call Studio の [要素の設定（Element
Configuration）] ウィンドウで [設定（Setting）] タブをクリックします。
4 パスの設定で、発信者の録音された名前を保存する場所へのパスを変更します。
デフォルトで、Call Studio は、VXML Server の音声フォルダにパス文字列を保存します。デフォ
ルト パスを使用する場合は、VXML Server 上の
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%CVP_HOME%\VXMLServer\Tomcat\webapps\CVP\audio\ フォルダに、Recordings いう名前
の新しいフォルダが作成されます。メディア サーバとして IIS を使用する場合は、
C:\Inetpub\wwwroot\en-us\app に、Recordings いう名前の新しいフォルダを作成し、これ
を録音用のパスとして設定します。
ステップ 12

録音名ファイルに名前を設定します。
CallbackEntry プロジェクトの [コールバックを希望（Wants Callback）] ページで、[コールバック
を DB に追加（Add Callback to DB）] をハイライト表示し、Call Studio の [要素の設定（Element
Configuration）] ウィンドウの [設定（Setting）] タブをクリックします。
[録音名ファイル（Recorded name file）] の設定を、作成した録音フォルダの場所に一致するよう
変更します。
パスの設定ではファイル システム パスが参照されるのに対し、この設定では、録音フォルダの
URL が参照されます。
CallbackEntry プロジェクトの AddCallback 要素の設定は、録音ファイルの自動削除が実行される
ように設定されます。録音ファイルの自動削除が実行されないようにするには、AddCallback 要素
内の録音名のパス設定の値を削除します。この削除操作は、今後、録音されたファイルの削除や
管理は手動で実行することを前提としています。

ステップ 13

Callback_Set_Queue_Defaults ノードの CallbackEntry プロジェクトで、キープアライブ値（秒）が
再生されるキュー音楽の長さより長いことを確認します。デフォルトは 120 秒です。

ステップ 14

CallbackEntry プロジェクトを保存します。

ステップ 15

CallbackWait プロジェクト：CallbackWait アプリケーションの値を変更します。
このアプリケーションでは、実際のコールバック時に発信者が受けとる IVR インタラクションを
変更できます。[CallbackWait] > [AskIfCallerReady] ページ内の発信者のインタラクション要素を変
更できます。変更したら、プロジェクトを保存します。また、WaitLoop の再試行回数を、Check
Retry 要素内のデフォルト（6 回の再試行）から変更することができます。これにより、コールが
アプリケーションからドロップされるまでの時間枠を拡大することができます。これは、Reporting
Server 上の CallbackServlet に到達できない場合の障害シナリオで使用されます。たとえば、リブー
トまたはサービスの再起動でこれを使用すると、Reporting Server がその初期化時にデータベース
からエントリをリロードするために許可される時間を延長することができます。Reporting Server
が再試行ウィンドウ内でオンラインでない場合、エントリはコールバックされません。

ステップ 16

[ナビゲータ（Navigator）] ウィンドウ内の各 Courtesy Callback プロジェクトを右クリックし、[検
証（Validate）] を選択して、Courtesy Callback 機能に関連付けられている 5 つのプロジェクトのそ
れぞれを検証します。

ステップ 17

Courtesy Callback 機能に関連付けられている 5 つのプロジェクトのそれぞれを検証し、それらを
VXML Server に展開します。
a) [ナビゲータ（Navigator）] ウィンドウ内の各 Courtesy Callback プロジェクトを右クリックし、
[検証（Validate）] を選択します。
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b) プロジェクトのそれぞれを右クリックして [展開（Deploy）] をクリックし、[終了（Finish）]
をクリックします。
ステップ 18

Windows エクスプローラを使用して、%CVP_HOME%\VXMLServer\applications に移動しま
す。

ステップ 19

5 つの Courtesy Callback アプリケーションのそれぞれについ
て、%CVP_Home%\VXMLServer\applications にあるプロジェクトの管理フォルダを開き、
deployApp.bat をダブルクリックしてアプリケーションを VXML Server に展開します。

ステップ 20

%CVP_HOME%\VXMLServer\admin に移動して status.bat をダブルクリックし、すべてのアプリ
ケーションが動作していることを確認します。5 つのアプリケーションのすべてが [アプリケー
ション名（Application Name）] の下に表示され、それぞれのステータスが [実行中（Running）] に
なっている必要があります。

（注）

VXML アプリケーションを VXML Server に展開するのに、上記のステップ 16 ～ 19 の代替的
な方法として、[一括管理（Bulk Administration）] VXML アプリケーション機能も使用できま
す。これにより、すべてのアプリケーションを単一のアーカイブに展開し、その後はそれらを
ワン クリックで OAMP から展開することができます。このプロセスはよりシンプルで、時間
を節約できます。[一括管理（Bulk Administration）] では、アプリケーションを VXML Server
に展開した後、update-all-apps バッチ ファイルを実行し、次に deploy-all-new-apps バッチ ファ
イルを実行します。

Courtesy Callback 用 CCE スクリプト
ここでは、Courtesy Callback 機能に使用するスクリプトについて説明します。次の図では、番号付
きのブロックまたはブロック セットを 9 つ示してます。

（注）

この例では、黄色のコメント ブロックに、設定される値とおよび値が送信される場所を記載
します。

図 14：Courtesy Callback の値の設定
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上の図の番号付きブロックでは、記載されているように、以下を設定します。
• ブロック 1：コールバックを有効にするか停止します。
• ブロック 2：平均待機時間を計算します。発信者がキュー状態になったら、そのキューの予
想待機時間（EWT）を計算し、ToExtVXML[0] に値を入力します。
スパース キューおよび待機時間を VXML Server で計算できないために統計情報サンプリン
グが十分でない場合は、ICM で計算された予想待機時間を使用します。
EWT を計算するための 1 つの方法（この例で使用する方法）は、次のとおりです。
ValidValue(((SkillGroup.%1%.RouterCallsQNow+1)
*
(ValidValue(SkillGroup.%1%.AvgHandledCallsTimeTo5,20))
/max(
SkillGroup.%1%.Ready,
(SkillGroup.%1%.TalkingIn
+
SkillGroup.%1%.TalkingOut
+
SkillGroup.%1%.TalkingOther))
),100)
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（複数のスキル グループに対するキューイングで）複数のスキル グループを確認する場合
は、この方法を変更してください。
• ブロック 3：渡す必要があるパラメータを設定します。
• ブロック 4：このブロックを実行して発信者にプロンプトを送信します。発信者がコールバッ
クの提供を受け入れない場合、発信者をキューに留め、キュー音楽を提供します。
• ブロック 5：変数を設定します。発信者がコールバックを受けとることを選択した場合、コー
ル フローはこのブロックに戻ります。そうでない場合、コールは VXML Server 上のキュー
イング アプリケーション（この例では BillingQueue）でキュー状態を維持します。
• ブロック 6：コールバック エンジンに対し外部スクリプトを実行して、コールを保持しま
す。エージェントが応答可能になっても発信者が存在しない場合、エージェントは割り込み
ができません（エージェントが何も受け取らないようにするには、そこに何も置かないよう
にします）。
• ブロック 7：発信者がコールバック コールを拒否したかどうか。拒否していない場合は、ブ
ロック 8 に進みます。
• ブロック 8：変数を設定します。
• ブロック9：（実際のコールバックコールを発信者が受け入れたら）発信者を一時的にキュー
に配置します。

Courtesy Callback 用 CCE スクリプトの設定の概要
Courtesy Callback を有効にするために必要な CCE スクリプト要素は、CVP インストール CD の
CVP\Downloads and Samples\ICM Downloads にあります。そこに収められたサンプル スクリプト
（CourtesyCallback）には、Courtesy Callback 機能に必要なサンプル要素が含まれます。ただし、
このスクリプトは、既存の CCE スクリプトにマージする必要があります。
出発点として、簡単なテストを実行するために、スクリプトを CCE スクリプト エディタにイン
ポートし、CCE スクリプト エディタ検証ツールで検証して、追加の設定（ネットワーク VRU ス
クリプトや拡張コール変数など）が必要なノードを特定し、既存の CCE 環境に従ってスクリプト
を変更します。
1 すべての CCE スクリプトに各キュー ポイントを配置します。例：Queue To Skill Group、Queue
to Enterprise Skill Group、Queue to Scheduled Target または Queue to Agent。
2 キューイングするリソース プールに応じて各キュー ポイントを分類します。固有のリソース
プールはそれぞれ、Courtesy Callback をそのリソース プールに提供する場合、最終的には VXML
Server 内にキューを必要とします。たとえば、次の例では、QueueToSkill X と QueueToSkill Z
はまったく同じリソース プールでキューイングします（キューの順序は異なります）。ただ
し、Queue to Skill Y は、スキル グループ D を含むため、異なるプールにキューイングします。
• QueueToSkillGroup X は、スキル グループ A、B、C をこの順でキューイングします。
• QueueToSkillGroup Y は、スキル グループ A、C、D をこの順でキューイングします。
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• QueueToSkillGroup Z は、スキル グループ C、B、A をこの順でキューイングします。
3 固有のリソース プールそれぞれに一意の名前を割り当てます。上の例では、名前の例として
ABC および ACD の名前を使用できます。
4 各リソース プールで、そのリソース プールでコールバックを許可するかどうかを決定します。
許可した場合は、すべての ICM スクリプトにリソース プールが出現するたびに、VXML Server
を使用してキューイングするよう設定する必要があります。これは、VXML Server での Courtesy
Callback 機能が各リソース プールのキューの完全かつ正確な情報を取得できるようにするため
です。
5 次の CCE スクリプト サンプルのガイドラインに従い、Courtesy Callback が提供されるすべて
のキュー ポイントで、このキュー ポイントを含むすべての CCE スクリプトを変更します。

Courtesy Callback 用 CCE スクリプトの設定
次に示す設定項目の多くは、図中の番号付きブロックに関連付けられています。これにより、
Courtesy Callback 用 CCE スクリプトの理解を深めることができます。詳細については、Courtesy
Callback 用 CCE スクリプト, （372 ページ）を参照してください。特定のブロックを参照するス
テップの冒頭にはその旨が記載されています。
Courtesy Callback 用 CCE サンプル スクリプトを使用するよう CCE を設定するには、次のステッ
プを実行します。

手順
ステップ 1

CCE サンプル スクリプト CourtesyCallback.ICMS を、CCE 管理ワークステーションにコピーし
ます。
CCE サンプル スクリプトは次の場所から取得できます。
• CVP インストール メディアから \CVP\Downloads

and Samples\。

• Operations Console から %CVP_HOME%\OPSConsoleServer\ICMDownloads。
ステップ 2

ルートおよびスキル グループを、Courtesy Callback で使用可能なルートおよびスキル グループに
マッピングします。
a) スクリプト エディタで、[ファイル（File）] > [スクリプトのインポート（Import Script）...] を
選択します。
b) [スクリプトの場所（script location）] ダイアログで、CourtesyCallback.ICMS スクリプトを選
択し、[開く（Open）] をクリックします。
c) [スクリプトのインポート - オブジェクトの手動マッピング（Import Script - Manual Object
Mapping）] ウィンドウで、ルートおよびスキル グループを、Courtesy Callback で使用可能な
（以前に指定した）ルートおよびスキル グループにマッピングします。

ステップ 3

スクリプト エディタでスクリプトが開いたら、[メディア サーバの設定（Set media server）] ノー
ドを開き、VXML Server の URL を指定します。
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例：http://10.86.132.139:7000/CVP
ステップ 4

ブロック 1 を参照：発信者がキュー内にいるかどうか、コールバックを受信できるかどうかを判
断するときは、新しい ECC 変数を使用します。Courtesy Callback 用の user.CourtesyCallbackEnabled
ECC 変数を定義します。
a)
b) CCE 管理ワークステーションで、ICM Configuration Manager の拡張コール変数リスト ツールを
使用します。
c) user.CourtesyCallbackEnabled を作成します。
d) [最大長（Maximum Length）] を 1 に設定します。
e) [有効（Enabled）] をオンにします。
f) [永続（Persistent）] をオンにします。
このステップは、Unified CVP のインストールに必要な標準 ECC 変数がすでに作成されているこ
とを前提としています。Unified CVP の ECC 変数の定義, （170 ページ）を参照してください。

ステップ 5

ブロック 2：他の予想待機時間（EWT）を使用する場合は、ブロック 2 の計算を変更します。他
の方法を使用して EWT を計算する場合や、複数のスキル グループに対してキューイングをする
場合も同様です。

ステップ 6

ブロック 3：CallbackEntry（VXML アプリケーション）に渡されるパラメータを設定します。
（注）
このステップは、Courtesy Callback に関連しない CCE および拡張コール変数がすでに設
定されていることを前提とします。
Courtesy Callback に固有の変数値には、次のものがあります。
ToExtVXML[0] = concatenate("application=CallbackEntry",";ewt=",Call.user.microapp.ToExtVXML[0])
ToExtVXML[1] = "qname=billing";
ToExtVXML[2] = "queueapp=BillingQueue;"
ToExtVXML[3] = concatenate("ani=",Call.CallingLineID,";");
これらの変数に関する定義は次のとおりです。
• CallbackEntry は、実行される VXML Server アプリケーションの名前です。
• ewt は、ブロック 2 で計算されます。
• qname は、コールが配置される VXML Server キューの名前です。個々のリソース プール
キューに対して一意の qname が必要です。
• queueapp は、このキューに対して実行される VXML Server キューイング アプリケーション
の名前です。
• ani は発信者の発呼者回線 ID です。

ステップ 7

ネットワーク VRU スクリプトを作成します。
ICM Configuration Manager で、ネットワーク VRU スクリプト リスト ツールを使用して、次のネッ
トワーク VRU スクリプトを作成します。
ブロック 4：割り込み可能スクリプト（エージェントは保留状態の発信者に対し割り込みができ
る）：
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• 名前（Name）：VXML_Server_Interruptible
• ネットワーク VRU（Network VRU）：タイプ 10 CVP VRU を選択します。
• VRU スクリプト名（VRU Script Name）：GS,Server,V,interrupt
• タイムアウト（Timeout）：9000 秒
• 割り込み可能（Interruptible）：オン
ブロック 6：非割り込み可能スクリプト（エージェントは対象の発信者がないため割り込みがで
きない）
• 名前（Name）：VXML_Server_Noninterruptible
• ネットワーク VRU（Network VRU）：タイプ 10 CVP VRU を選択します。
• VRU スクリプト名（VRU Script Name）：GS,Server,V,nointerrupt
• タイムアウト（Timeout）：9000 秒（Unified CVP の最大コール可能期間よりも長くする必要
があります）
• 割り込み可能（Interruptible）：オフ
ステップ 8

user.microapp.ToExtVXML ECC 変数が [有効（Enabled）][永続（Persistent）]、最大長が少なくと
も 60（文字）、最大アレイ サイズが 5 要素のアレイとして設定されていることを確認します。
[Array（アレイ）] をオンにします。[最大アレイサイズ（Maximum array size）] サブフィールドが
表示されます。

ステップ 9

user.microapp.FromExtVXML 変数が [有効（Enabled）][永続（Persistent）]、最大長が少なくとも
60（文字）、最大アレイ サイズが 4 要素のアレイとして設定されていることを確認します。
[Array（アレイ）] をオンにします。[最大アレイサイズ（Maximum array size）] サブフィールドが
表示されます。

ステップ 10

サンプル スクリプト中のルートおよびスキル グループにマッピングできるルートおよびスキル
グループが少なくとも 1 つあることを確認します。

ステップ 11

スクリプトを保存し、コール タイプを関連付け、スクリプトをスケジューリングします。
（注）
スクリプトをスケジューリングする例については、『Getting Started with Cisco Unified
Customer Voice Portal』の「Create a Call Type Manager Entity Routing Script and Call
Schedule」の項を参照してください。
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Unified CVP セキュリティ
この章では、Unified CVP コール フロー モデルの展開のためのセキュリティに関する考慮事項に
ついて説明します。

（注）

Unified ICME のセキュリティ上の問題に関する詳細については、『Security Best Practices Guide
for ICM and IPCC Enterprise Hosted Editions』を参照してください。
• CVP コンポーネント間通信の保護の前提条件, 379 ページ
• Unified CVP コンポーネント間の通信セキュリティ, 380 ページ
• Unified CVP と IOS デバイス間のセキュア通信, 387 ページ
• Unified CVP の HTTPS サポート, 387 ページ
• 顧客の機密情報, 390 ページ

CVP コンポーネント間通信の保護の前提条件
次の証明書をインポートして JMX 通信を保護します。
• Unified CVP のインストール時に指定した情報から自動生成される自己署名証明書。
• 認証局（CA）から入手できる署名付き証明書。
Windows 2012 R2 Standard Edition サーバを使用している場合は、証明書を管理するのに以下を使
用します。
• キーストア、キーのデータベース、および信頼できる証明書情報。キーストア操作では常に
以下のとおりです。
◦ キーストアは、%CVP_HOME%\conf\security\.keystore にあります。
◦ リソース マネージャのキーストアは、%CVP_HOME%\conf\security\.ormKeystore
にあります。
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◦ キーストアのパスワードは、%CVP_HOME%\conf\security.properties にありま
す。
• キーツール、キーを管理するためのコマンドライン ユーティリティ、および信頼できる証明
書。キーツールは、%CVP_HOME%/jre にインストールされます。

（注）

• Windows システムでは、キーストアとキーツールのパスワードは、アクセス コントロー
ル リスト（ACL）で保護されたフォルダ内にあります。したがって、管理者、または管
理者権限を持つユーザは、信頼できる証明書をインポートできます。
• キーツールとキーストアの詳細については、Java のマニュアルを参照してください。

Unified CVP コンポーネント間の通信セキュリティ
Unified CVP デバイスの設定時、Operations Console Server は管理対象 Unified CVP デバイスと通信
するために Java Management Extension（JMX）を使用します。Unified CVP のコンポーネントと追
加のコンポーネントを設定するには、Operations Console を使用します。『Operations Console User
Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal』を参照してください。
Unified CVP のインストールでは、保護されていないデフォルトの JMX 通信設定を使用している
ため、通信は暗号化されません。ただし、セキュア ソケット レイヤ（SSL）を使用して通信をセ
キュアにするようにこの設定を変更することができます。

（注）

この設定を変更すると、サービスを停止して再起動する必要があります。

CVP コンポーネント間の JMX 通信の保護
SSL を使用して、Unified CVP Operations Console サービス、管理対象 Unified CVP デバイス、およ
び他の CVP 関連 JMX クライアント間の JMX 通信を保護します。

手順
ステップ 1

Unified CVP Operations Console のサービスを停止します。
a) Windows システムで、[スタート] > [管理ツール] > [サービス] の順に選択します。
b) [サービス] ウィンドウが表示されます。サービス名のリストで、次に示すシスコ サービスをハ
イライト表示します。
• Cisco CVP CallServer
• Cisco CVP OPSConsoleServer
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• Cisco CVP Resource Manager
• Cisco CVP VXMLServer
• Cisco CVP WebServicesManager
c) [停止] をクリックしてセキュアな通信の設定を完了します。
ステップ 2

ステップ 3

Java ツールの keystore および keytool を使用して Operations Console と管理対象デバイス間で信頼
できる証明書を交換するには、システム間の証明書交換, （381 ページ）の手順を実行します。
（注）
keystore および keytool に関する前提条件と仮定条件については、CVP コンポーネント
間通信の保護の前提条件, （379 ページ）を参照してください。これらのツールの使用方
法については、Java のマニュアルを参照してください。
Cisco CVP OPSConsoleServer サービスを再起動します。
（注）
Windows システムで、[停止] の代わりに [スタート] リンクを選択して、この手順を再起
動します。

ステップ 4

Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] > <CVP デバイス> の順
にクリックします。

ステップ 5

[Operations Console とのセキュア通信を有効にする（Enable secure communication with the Ops
console）] チェックボックスをオンにして、セキュア通信が必要なデバイスのセキュリティを有効
にします。詳細については、Unified CVP デバイスのセキュリティの有効化, （383 ページ）を参照
してください。
• 選択した CVP デバイスについてこのボックスをオンにすると、このボックス内の
（注）
すべてのサーバでセキュリティが有効になります。セキュリティが有効になった
サーバを再起動するように求められます。
• Unified CVP コンポーネント間のセキュア通信を有効にした後は、セキュア通信が
設定されていないデバイスまたはクライアントは、セキュア通信に変更されない限
り動作しません。設定を完了するには、システム間の証明書交換, （381 ページ）
を参照してください。

ステップ 6

[スタート] > [コントロールパネル（Control Panel）] > [管理ツール] > [サービス] を選択して、通信
をセキュアにする必要がある Unified CVP デバイス マシン上の Cisco CVP Resource Manager サー
ビスを再起動します。

システム間の証明書交換
次に、キーストア間で証明書を移動する方法について説明します。

（注）

次に示す keytool コマンドでは、Windows プラットフォーム用の JRE 相対パスを使用します。
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手順
ステップ 1

次のステップを実行して、Operations Console サーバの証明書を管理対象 Unified CVP デバイスに、
信頼できるものとしてインポートします。
a) Operations Console サーバにログインし、security.properties ファイルからキーストア パスワー
ドを取得します。
（注）
security.properties ファイルは、%CVP_HOME%\conf ディレクトリにありま
す。
b) キーストアから証明書をエクスポートします。コマンド プロンプトを開
き、%CVP_HOME%\conf\security ディレクトリに移動して、次のコマンドを入力します。
..\..\jre\bin\keytool -export -v -keystore .keystore -storetype
JCEKS -alias oamp_certificate -file <oamp_cert_XXX>

デフォルトの oamp_certificate エイリアス名を保持しま
す。
c) プロンプトが表示されたら、キーストアのパスワードを入力します。
d) エクスポートされた証明書ファイル <oamp_cert_XXX> を、Operations Console サービスから
（注）

Cisco Unified CVP Resource Manager サービスが実行されるマシン上の
%CVP_HOME%\conf\security フォルダにコピーします。
e) 管理対象 Unified CVP デバイス上の security.properties ファイルからキーストアのパスワードを
取得します。
f) Windows の場合、管理対象 Unified CVP デバイス上のキーストアに Operations Console 証明書
<oamp_cert_XXX> をインポートします。
g) コマンド プロンプトを開き、%CVP_HOME%\conf\security ディレクトリに移動して、次の
コマンドを入力します。
..\..\jre\bin\keytool -import
-keystore .keystore -storetype JCEKS -trustcacerts -alias
<orm_oamp_certificate> -file <oamp_cert_XXX>

メモ

角ブラケット内のファイル引数は、エクスポートされた Operations Console 証明書の
ファイル名です。

h) プロンプトが表示されたら、キーストアのパスワードを入力し、次に yes と入力します。
ステップ 2

次のステップを実行して、管理対象 Unified CVP デバイスの証明書を Operations Console サーバ上
のキーストアに、信頼できるものとしてインポートします。
a) 管理対象 Unified CVP デバイス上の security.properties ファイルからキーストアのパスワードを
取得します。
b) Windows の場合、キーストアから Unified CVP デバイスの証明書をエクスポートします。コマ
ンド プロンプトを開き、%CVP_HOME%\conf\security ディレクトリに移動して、次のコマ
ンドを入力します。
..\..\jre\bin\keytool -export -v
-keystore .ormKeystore -storetype JCEKS -alias orm_certificate -file
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<orm_cert_file_XXX>

c) ファイル名を固有にするために、IP アドレスを付けます。
Operations Console サーバへのコピー時に固有の名前にするのに、IP アドレスの代わりに任意
の値を使用することもできます。
d) エクスポートされた証明書ファイル <orm_cert_file> を、管理対象 Unified CVP デバイスから
Operations Console サービス上の %CVP_HOME%\conf\security フォルダにコピーします。
e) Operations Console サーバ上の security.properties ファイルからキーストアのパスワードを取得
します。
f) Operations Console サーバ上のキーストアに、証明書 <orm_cert_file> をインポートします。コマ
ンド プロンプトを開き、%CVP_HOME%\conf\security ディレクトリに移動して、次のコマ
ンドを入力します。
..\..\jre\bin\keytool -import -keystore .keystore -storetype
JCEKS -trustcacerts -alias <oamp_orm_certificate_XXX> -file
<orm_cert_XXX>

g) キーストア内でエイリアスを固有にするため、証明書に IP アドレス エイリアスを付けます。
キーストアにインポートする際に固有な名前にするのであれば、IP アドレスの代わりに任意の
値を使用できます。
h) Operations Console サーバから管理対象 Unified CVP デバイスへの JMX 通信をセキュアにする
必要がある場合は、Unified CVP Resource Manager サービスが実行されるすべてのマシンで手順
1 ～ 2 を繰り返します。
（注）
自己署名付き証明書の場合は、CVP 管理対象デバイス上のキーストアに、証明書
<orm_cert_file>（ステップ 2 のオプション b により生成される）をインポートしま
す。コマンド プロンプトを開き、%CVP_HOME%\conf\security ディレクトリに移動
して、次のコマンドを入力します。
..\..\jre\bin\keytool -import -keystore .keystore -storetype
JCEKS -trustcacerts -alias <cvp_orm_certificate_XXX>-file
<orm_cert_XXX>

Unified CVP デバイスのセキュリティの有効化
システム間の証明書交換, （381 ページ）で説明している手順を完了したら、セキュアな SSL 通信
だけを許可する Unified CVP コンポーネントのセキュリティを有効にします。

（注）

Unified CVP ソリューションを形成する、追加の Unified CVP コンポーネントのセキュリティ
を有効にする方法については、Unified CVP と IOS デバイス間のセキュア通信, （387 ページ）
を参照してください。
デフォルトでは、Operations Console と CVP デバイス上の Resource Manager 間の通信チャネルは、
Unified CVP のインストール後、セキュアではありません。Operations Console で、[デバイス管理
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（Device Management）] の設定ページを使用して、セキュアな SSL 通信を有効または無効にしま
す。

（注）

• このセキュリティ設定を変更したときは常に、デバイスが実行中のマシンで、Unified CVP
Resource Manager サービスを再起動します。
• [Operations Console とのセキュア通信を有効にする（Enable secure communication with the
Ops console）] チェックボックスをオンすると、Operations Console と管理対象 CVP デバ
イス間のコミュニケーション リンクは、セキュアな状態に維持されます。

手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] メニューからデバイス タ
イプを選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックするか、既存のデバイスの名前を選択して [編集（Edit）] をク
リックします。
[全般（General）] タブが表示されます。

ステップ 3

[Operations Console とのセキュア通信を有効にする（Enable secure communication with the Ops
console）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックして、Operations Server データベースに設定を保存し、[保存して展開
（Save and Deploy）] をクリックしてデバイスに変更を適用します。

ステップ 5

デバイスが実行中のマシンで、Unified CVP Resource Manager サービスを再起動します。

ステップ 6

セキュアな SSL 通信を適用するすべての Unified CVP コンポーネントに対し、ステップ 1 ～ 5 を
繰り返します。

認証局署名付き証明書
ここでは、次の作業の実行方法を説明します。
• 証明書署名要求の生成
• 署名付き証明書を取得します。
• Operations Console が管理するすべてのマシンでの署名付き証明書のインポート

認証局によって署名された証明書のキーストアへの追加
Operations Console と Unified CVP ソリューションの他のデバイスの CVP ResourceManager 間のセ
キュアな通信のために CA 署名付き証明書を生成してインポートするには、以下のステップに従
います。
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（注）

• このセクションでは、Operations Console への HTTPS 接続の対応方法については説明しま
せん。詳細は、HTTPS Web アクセスのための認証局によって署名された証明書の追加,
（385 ページ）を参照してください。
• keytool コマンドは、Windows プラットフォームの JRE 相対パスを使用します。
• Unified CVP デバイスの通信をセキュアにするためにすでに証明書を交換している場合
は、署名付き証明書をインポートした後にそのプロセスを繰り返します。

手順
ステップ 1

security.properties ファイルからキーストア パスワードを取得します。

ステップ 2

証明書署名要求（CSR）を生成します。
a) %CVP_HOME%\conf\security ディレクトリから以下を入力します。
..\..\jre\bin\keytool -keystore .keystore -storetype JCEKS -certreq -keyalg RSA -sigalg
MD5withRSA -alias orm_certificate -file ormcertreq.csr

b) プロンプトが表示されたら、キーストアのパスワードを入力します。
ステップ 3

サインオフのため、ormcertreq.csr certificate ファイルを CA に送信します。
証明書は署名された後、CA ルート証明書と、署名する CA に応じたいくつかのオプションの中間
証明書とともに返されます。

ステップ 4

署名付き証明書をキーストアにインストールし、次のコマンドを入力して以下の証明書をインス
トールします。
a) 中間 CA 証明書：
keytool -keystore .keystore -storetype JCEKS -import -alias root -trustcacerts -file
<filename_of_intermediate_CA_certs>

b) ルート証明書（デフォルトで Unified CVP キーストアにありません）：
keytool -keystore .keystore -storetype JCEKS -import -alias root -trustcacerts -file
<filename_of_root_cert>

信頼できる証明書としてキーストアにインストールする前に、ルート証明書ファイ
ルの内容を確認します。
Java ルート証明書は %CVP_HOME%\jre\lib\security\cacerts にインストールされます。
（注）

c) CA 署名付き証明書：
keytool -keystore .keystore -storetype JCEKS -import -alias orm_certificate -trustcacerts
-file <filename_of_your_signed_cert_from_CA>

ステップ 5

Unified CVP サービスを実行しているすべてのマシンでステップ 1 ～ 4 を繰り返します。

HTTPS Web アクセスのための認証局によって署名された証明書の追加
次の手順は、認証局（CA）署名付き証明書を着信 Operations Console HTTPS クライアントに提示
する方法について説明します。
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Operations Console HTTPS に使用される証明書と秘密キーを以下に示します。
• 自己署名証明書：%CVP_HOME%\conf\security\oamp.crt
• 自己署名証明書の秘密キー：%CVP_HOME%\conf\security\oamp.key

はじめる前に
OpenSSL は Unified CVP に付属していないため、http://www.openssl.org から OpenSSL を
インストールします。詳細については、OpenSSL のマニュアルを参照してください。

手順
ステップ 1

%CVP_HOME%\conf\security フォルダをバックアップします。

ステップ 2

security.properties ファイルを開いて .keystore パスワードを取得し、.keystore を管理す
るときにこのプロパティの値をコピー アンド ペーストします。
a) %CVP_HOME%\conf\security.properties ファイルを開きます。
（注）

プロパティ ファイルには Security.keystorePW プロパティが含まれている必要があ
ります。

b) keytool プロンプトにより入力を促されたら、キーストアのパスワードを入力します。
c) Security.keystorePW プロパティの値をコピーし、コマンドライン ウィンドウに貼り付けます。
ステップ 3

コマンド プロンプトを開き、%CVP_HOME%\conf\security フォルダに移動します。

ステップ 4

次のコマンドを入力して、証明書署名要求（CSR）を生成します。
..\..\jre\bin\keytool.exe -storepass <keystore_pwd> -storetype JCEKS –keystore .keystore
-certreq -dname CN=<cvp.your.domain> -alias oamp_certificate -file oamp.csr

ステップ 5

次のコマンドを入力して、ルート証明書をインストールします。
..\..\jre\bin\keytool.exe -storepass <keystore_pwd> -storetype JCEKS -keystore .keystore
-import -v -trustcacerts -alias root -file ca.cer

ステップ 6

次のコマンドを入力して、CA 署名付き証明書をインストールします。
..\..\jre\bin\keytool.exe -storepass <keystore_pwd> -storetype JCEKS -keystore .keystore
-import -v -trustcacerts -alias oamp_certificate -file oamp.cer

ステップ 7

証明書がインポートされたどうかをチェックするには、次のコマンドを実行します。
..\..\jre\bin\keytool.exe -storepass <keystore_pwd> -storetype JCEKS -keystore .keystore
–list

ステップ 8

Cisco CVP OPSConsoleServer を再起動します。
a) [スタート（Start）] > [コントロール パネル（Control Panel）] > [管理ツール（Administrative
Tools）][サービス（Services）] の順に選択します。
b) Cisco CVP OPSConsoleServer サービスを右クリックし、[再起動（Restart）] をクリックします。
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Unified CVP と IOS デバイス間のセキュア通信
Cisco ゲートウェイと Operations Console 間のファイル転送を保護するには、デバイスの設定時に、
IOS デバイスに Operations Console サーバ証明書をインポートし、ルータで SSH を有効にします。
そうしない場合、IOS デバイスへのファイル転送など、ユーザにより要求されたアクションはす
べて失敗します。たとえば、Operations Console を介して IOS デバイスにファイルをコピーするに
は、SSH がデバイスで有効になっている必要があります。そうでないと、タスクは失敗します。

Unified CVP の HTTPS サポート
CA署名付き証明書を着信HTTPSクライアントに提示するためのTomcat
の設定
HTTPS の処理オーバーヘッドが大きいため、Tomcat アプリケーション サーバは、設定によって
は、最大で 100 の同時接続しか確立できません。詳細については、Configuration Guide for Cisco
Unified Customer Voice Portal（http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
unified-customer-voice-portal/products-implementation-design-guides-list.html）を参照してください。

手順
ステップ 1

security.properties ファイルを開いて .keystore パスワードを取得し、.keystore を管理するときにこ
のプロパティの値をコピー アンド ペーストします。
1 %CVP_HOME%\conf\security.properties ファイル（%CVP_HOME% は Unified CVP の
インストール ディレクトリ）を開きます。デフォルトで、Unified CVP は C:\Cisco\CVP にイン
ストールされます。
プロパティ ファイルには Security.keystorePW プロパティが含まれている必要があり
ます。
2 keytool プロンプトにより入力を促されたら、キーストアのパスワードを入力します。
（注）

3 Security.keystorePW プロパティの値をコピーし、コマンドライン ウィンドウに貼り付けます。
たとえば、%CVP_HOME%\conf\security.properties ファイルに Security.keystorePW =
[3X}}E7@nhMXGy{ou.5AL!+4Ffm868 プロパティの行が含まれている場合、コピーする必要があるパス
ワードは [3X}}E7@nhMXGy{ou.5AL!+4Ffm868 です。
ステップ 2

%CVP_HOME%\conf\security ディレクトリをバックアップします。

ステップ 3

コマンドライン プロンプト ウィンドウを開き、セキュリティ設定ディレクトリを
cd\cisco\cvp\conf\security に変更します。

ステップ 4

証明書に秘密鍵エントリを使用するために、証明書署名要求を作成します。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
387

Unified CVP セキュリティ
Unified CVP と IOS デバイス間のセキュア通信

メモ

プロンプトが表示されたら、キーストアのパスワードを入力しま
す。

例：

• コール サーバ：%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe

- certreq - alias callserver_certificate

- storetype JCEKS - keystore .keystore - file callserver_certificate.csr。

• VXML Server：%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe

- certreq - alias vxml_certificate -

storetype JCEKS - keystore .keystore - file vxml_certificate.csr。

ファイル システムに新しい csr ファイルが作成されます。
ステップ 5

信頼できる認証局に証明書署名要求を提出します。署名付きで、1 つ以上の信頼できる証明書が
返されます。

ステップ 6

信頼できる認証局から署名付き証明書ファイルを .keystore ファイルにインポートし、プロンプト
が表示されたら、キーストアのパスワードを入力します。
複数の証明書が配信される場合、チェーン証明書階層の順で証明書をインポートする必要があり
ます。例：ルート証明書、中間証明書、署名付き証明書の順。
例：

• コール サーバ：%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe

- import - v - alias callserver_certificate

- storetype JCEKS - trustcacerts - keystore .keystore - file
signed_callserver_certificate.crt。

• VXML Server：%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe

- import - v - alias vxml_certificate -

storetype JCEKS - trustcacerts - keystore .keystore - file signed_vxml_certificate.crt。

Unified CVP と IOS デバイス間のセキュア通信
Cisco ゲートウェイと、HTTPS 用ゲートウェイへのコール サーバまたは VXML Server 間の HTTPS
を保護するには、デバイスの設定時に IOS デバイス上でコール サーバ証明書または VXML Server
証明書をインポートします。

手順
ステップ 1

Web ブラウザのアドレス バーで、次のいずれかを実行します。
• セキュアなコール サーバにアクセスするには、https://<ServerIP>:8443/ を入力します。
• セキュアな VXML Server にアクセスするには、https://<ServerIP>:7443/ を入力します。
• セキュアな Operations Console にアクセスするには、https://<ServerIP>:9443/ を入力します。
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（注）

ファイル転送が実行されるようにするには、IOS ルータに https://<ServerIP>:9443/
証明書をアップロードする必要があります。

[セキュリティの警告（Security Alert）] ダイアログボックスが表示されます。
ステップ 2

[証明書を表示（View Certificate）] をクリックします。

ステップ 3

[詳細（Details）] タブを選択します。

ステップ 4

[ファイルへコピー（Copy to File）] をクリックします。
[証明書のエクスポート ウィザード（Certificate Export Wizard）] が表示されます。

ステップ 5

[Base-64 符号化 X.509（.CER）（Base-64 encoded X.509 (.CER)）] をクリックして、[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 6

[エクスポート先のファイル（File to Export）] ダイアログボックスでファイル名を指定し、[次へ
（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[終了（Finish）] をクリックします。
エクスポートが成功したかどうかを示すメッセージが表示されます。

ステップ 8

[OK] をクリックして [セキュリティの警告（Security Alert）] ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 9

エクスポートされたファイルをメモ帳で開き、---BEGIN CERTIFICATE-- タグと --END
CERTIFICATE-- タグの間に表示された Operations Console 証明書情報を IOS デバイスにコピーし
ます。

ステップ 10

特権 EXEC モードで IOS デバイスにアクセスします。
詳細については、Cisco IOS CLI のマニュアルを参照してください。

ステップ 11

configuration terminal を入力して、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 12

次のコマンドを入力して、トラストポイントを作成および登録します。
crypto pki trustpoint xxxx
en terminal
exit

xxxx にはトラストポイント名を入力します。
IOS デバイスは conf
ステップ 13

t

を終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

メモ帳にエクスポートされた証明書を IOS デバイスにコピーします。
1

crypto pki auth <xxxx>

を入力します。

xxxx には、前のステップで指定したトラストポイント名を入力します。
2 メモ帳のクリップボードから証明書を貼り付けます。
3

quit

を入力します。

• 証明書の属性を説明するメッセージが表示されます。
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• 確認のプロンプトが表示されます。
ステップ 14

と入力します。
証明書のインポートが成功したことを示すメッセージが表示されます。
yes

Unified CVP と Cisco VVB 間のセキュア通信
Cisco VVB とコール サーバおよび VXML Server 間の HTTPS を保護するには、次の手順を実行し
ます。
• スタンドアロン コール フロー モデルに関する Cisco VVB の設定, （283 ページ）
• 包括および VRU のみのコール フロー モデルに関する Cisco VVB の設定, （285 ページ）

顧客の機密情報
Reporting Server に送信される PIN 番号などの顧客の機密情報を制御するには、VXML Server の包
含および排他フィルタを使用します。
包含フィルタに追加されていない限り、デフォルトで、開始および終了の要素を除くすべての項
目が、VXML Server が Reporting Server に提供する情報からフィルタリングされます。機密情報を
渡すことができるほど幅広い包含フィルタを作成する場合は、次のタスクを実行することもでき
ます。
• 機密情報が含まれないように包含フィルタを調整する。
• 機密情報が含まれないように排他フィルタを追加する。
フィルタを設定する方法については、Cisco Unified CVP Operations Console オンライン ヘルプを参
照してください。
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Unified CVP への Unified ICME ウォーム コン
サルト転送/会議
エージェントが別のエージェントに対してウォーム コンサルト転送/会議を試行したときに、要
求を処理するスキル グループに使用可能なエージェントがない場合、最初のエージェントは、
目的のスキル グループ内のエージェントのアベイラビリティを待機するようキューに配置され
ます。最初のエージェントをキューに配置するために、VRU へのトランスレーション ルートを
介して Unified CM から Unified Customer Voice Portal（CVP）へのコールが開始され、最初のエー
ジェントにキュー音楽が提供されます。Unified CVP でこれは IP Phone からの新しいコールとし
て表示されます。
必要に応じて、IP Phone のユーザが Unified CVP に直接コールすることを顧客のビジネス コール
フローの要件にすることができます。たとえば、Unified CVP ヘルプデスクのコール センターか
ら提供される企業 IP Phone ネットワークを構築することができます。問題のある IP Phone ユー
ザの場合、Unified CVP の番号をコールするとトラブル チケットが開きます。
この章では、タイプ 7 VRU での Unified CVP への Unified ICME ウォーム コンサルト転送/会議機
能のためのソフトウェア コンポーネントの最低リリース要件に関する情報を提供します。リソー
スのサイズ変更および設定要件についても説明します。

（注）

SIP およびタイプ 10 VRU とともにウォーム コンサルト転送を使用する場合は、SIP コールに
よるウォーム転送, （394 ページ）を参照してください。Call Director および SIP を使用した包
括コール フロー モデルの設定手順については、Unified CVP コール フロー モデル, （11 ペー
ジ）を参照してください。
• Unified CVP への Unified ICME ウォーム コンサルト転送/会議の設定, 392 ページ
• 最小コンポーネント バージョンの要件, 393 ページ
• SIP コールによるウォーム転送, 394 ページ
• Unified ICME ウォーム コンサルト転送の設定, 394 ページ
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Unified CVP への Unified ICME ウォーム コンサルト転送/会
議の設定
手順
ステップ 1

新しいコール サーバをインストールします（詳細は、Installation and Upgrade Guide for Cisco Unified
Customer Voice Portal を参照してください）。
（注）
各トランスレーション ルート DNIS を追加する必要があること以外は、他のすべての
Unified CVP マシンと同様に設定できます。
• これを、Unified ICME 内の Network VRU Explorer で、タイプ 7 VRU として定義します。
• このペリフェラルでは、[ネットワーク転送優先（Network Transfer Preferred）] を無効にする
必要があります。
• Operations Console の [ICM] タブで、[DNIS の追加（Add DNIS）] ボックスに新しい DNIS を
追加します。それぞれのトランスレーション ルート DNIS を必ず追加してください。

ステップ 2

プロンプトは Unified CVP マシンから G.711 を再生するため、コールを開始している Unified CM
クラスタとは異なる場所に Unified CVP マシンがに存在する場合、WAN 帯域幅が 1 つの考慮事項
となります。この場合、ネットワークのサイズと構成を適切に設定してください。帯域幅の要件
を解消するため、Unified CVP は、可能であれば常に、Unified CM と同じ場所に配置する必要があ
ります。

ステップ 3

[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] > [SIP 情報（SIP Information）] で、Unified CVP マシ
ンの IP アドレスを宛先アドレスとして使用して Unified CM 内の SIP トランクを定義します。

ステップ 4

（この手順は IP から発信されるコールに対してのみ実行します）。顧客のビジネス コール フロー
で、IP Phone のユーザが Unified CVP に直接コールすることを要件にするかどうかを決定します。
Unified CM の管理で、“ルート プラン”でルート グループ/リスト/パターンを使用して、Unified
CVP DNIS のコールを、手順 1 でインストールした Unified CVP ゲートウェイへルーティングしま
す。
2 つの Unified CVP システム間でロード バランスが必要な場合は次の手順を行います。
• ルート グループを作成し、両 Unified CVP のゲートウェイを、どちらもプライオリティ 1 の
順でルート グループに配置します。
• ルート リストを作成し、ルート リストにルート グループを配置します。
• ルート パターンを作成し、ルート リストをルート パターンに割り当てます。
• Unified CM のサービス パラメータで、[ルート リストの並べ替え（Reorder Route List）] を
True に、[H225 TCP タイマー（H225 TCP timer）] を 5 に設定します。
（注）

[ルート リストの並べ替え（Reorder Route List）] の設定は、Unified CM 3.3 とそれ以前
のバージョンにのみ適用されます。
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ステップ 5

次のスクリプトと同様の Unified ICME スクリプトを作成します（詳細については、Unified ICME
のマニュアルを参照してください）。このスクリプトは、エージェントがウォーム コンサルタ
ティブ転送/会議を行うために呼び出すダイヤル番号およびコール タイプに関連付けられている必
要があります。このダイヤル番号のルーティング クライアントは、エージェントによる転送/会議
の呼び出し元の Unified CM ペリフェラルに関連付けられている必要があります。

図 15：Unified ICME スクリプト

最小コンポーネント バージョンの要件
Unified CVP への Unified ICME ウォーム コンサルト転送/会議機能を使用するのに必要なコンポー
ネント バージョンのリストについては、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1006/
prod_technical_reference_list.html を参照してください。
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SIP コールによるウォーム転送
あるエージェントが別のエージェントに対してウォーム転送を実行してそのエージェントがキュー
に入った場合、または Unified CM PG 接続で JTAPI を使用して SendToVRU ラベルが Unified CM
に返された場合、コールが確実に Unified CVP に戻るようにするには、そのラベルのルート パター
ンを SIP トランクに関連付けて Unified CVP またはプロキシ サーバに送信する必要があります。
これにより、Unified CVP は、Unified CVP ルーティング クライアント上の Unified ICME に要求命
令メッセージを戻し、キューイングを開始します。

（注）

これらの SIP コールは、MTP が SIP トランク上で有効であることを必要としません。
キューイングを伴う SIP コールでウォーム転送機能を使用し、コールがまだキュー（VXML ゲー
トウェイ）にある間にエージェントが発信者へのコンサルト転送を完了した場合、コール フロー
は、VRU ラベル ルート パターンに関連付けられた SIP トランク上で MTP が 有効であることを必
要としません。

（注）

VXML GW のバージョンが IOS 12.4.(15)T8 または 12.4(20)T2、あるいはそれ以降の T リリース
バージョンの場合、MTP は必要でありません。SIP DTMF 機能に不一致がある場合、Unified
Customer Voice Portal（CVP）と Cisco Unified Communications Manager（CUCM）の間で MTP
が必要になります。

Unified ICME ウォーム コンサルト転送の設定
（注）

タイプ 10 VRU を使用する Unified CVP は、同じ Unified CVP 周辺機器上で複数のネットワー
ク VRU をサポートしません。複数のカスタマー インスタンスを使用して複数のネットワーク
VRU に対応することはできますが、その後、それらのインスタンスで異なる物理 Unified CVP
コール サーバにも対応する必要があります。ACD または Unified CM から発信されるコール、
たとえばウォーム転送/会議、ヘルプデスク、または発信コールもまた、指定の Unified CVP
コール サーバ上の 1 つのネットワーク VRU に限定されます。この逆はサポートされます。つ
まり、複数の Unified CVP コール サーバで同じネットワーク VRU を共有できます。
このシナリオでは、エージェントの ID をダイヤルしてエージェントから別のエージェントにコー
ルを転送します。エージェントがない場合、発信元のエージェントはキューに置かれ、コールを
受ける第 2 のエージェントを待機します。
別のエージェントを待機している間、第 1 のエージェントがキューに置かれるようにするには、
次のように設定します。
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手順
ステップ 1

ICM Configuration Manager の PG Explorer ツールの [ルーティング クライアント（Routing Client）]
タブで、Unified CM および Unified CVP ルーティング クライアントの [優先するネットワーク転送
（Network Transfer Preferred）] チェックボックスをオフにします。

ステップ 2

Unified CM ルーティング クライアントの [詳細設定（Advanced）] タブで、ネットワーク VRU と
Unified CVP ルーティング クライアントのタイプ 10 VRU について [なし（None）] を選択します。

ステップ 3

タイプ 10 VRU に対し、ICM Configuration Manager の Network VRU Explorer ツールで、Unified CM
ルーティング クライアントおよび Unified CVP ルーティング クライアントのラベルを定義し、そ
れらをカスタマー インスタンスに関連付けます。

ステップ 4

ICM Configuration Manager の Dialed Number List ツールで、ダイヤルコールのダイヤル番号および
転送ダイヤル番号を同じカスタマー インスタンスに関連付けます。
ウォーム転送用に第 2 のコールが配置されていてエージェントがない場合、Unified CM の RC で
定義されたラベルおよび相関 ID は、EAPIM/JGW により Unified CM に送り戻されます。コールが
Unified CM の RC から発信されているため、および [優先するネットワーク転送（Network Transfer
Preferred）] チェックボックスがオフであるため、たとえば、ラベルが 7777777777 の場合、その
相関 ID は 777777777712345 になる可能性があります。

ステップ 5

Unified CM で、[コールルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルート
パターン（Route Pattern）] > [新規追加（Add New）] の順に選択します。[デバイス管理（Device
Management）] メニューから追加している場合は、新しいルート パターンを追加し、SIP トラン
クを使用して Unified CVP にコールをルーティングします（たとえば 777!。! はラベルと任意の長
さの相関 ID を許可します）。

Unified CVP は、このコールを確認すると、これを相関 ID によりプレルーティング済みのコール
とみなして Unified ICME に送り戻し、スクリプトを続行します。
Unified ICME は、Unified CVP に一時接続を送り戻し、発信者が Unified CM から保留音（MoH）
を聞いている間、エージェント コールをキューイングします。

（注）

カスタマイズされた CTI クライアントが使用されている場合、カスタマイズされた CTI クラ
イアントによりコールが最終的に自動転送される前に、コンサルト転送機能の使用により第 2
のエージェントが本当にコールに応答しているかが確認されます。このシナリオでは、カスタ
マイズされた CTI クライアントがコールを自動転送しているため、エージェントがコールを転
送して手動で転送を完了する必要はありません。ただし、これは第 2 のエージェント（着信
エージェント）がコールに応答しており、以前は応答ていなかった場合にのみ適用できます。
競合状態を避けるため、カスタマイズされたクライアントは自動コンサルト転送を完了する前
に、5 秒間待機する必要があります。
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Unified CVP でのコールの転送およびキュー
イング
• Unified ICME における IVR, 397 ページ
• 包括モードでの Unified CVP を使用したコール転送, 398 ページ
• エージェントからエージェントへのコール転送, 406 ページ
• IP 転送の例, 407 ページ
• 発信転送の CLI フィールド, 407 ページ
• Unified CVP での Unified CCE 無応答時再ルーティングの設定, 409 ページ
• コール存続可能性, 415 ページ
• 拡張位置のコール アドミッション制御, 423 ページ
• ロケーション ベースのコール アドミッション制御の設定, 429 ページ
• 相関 ID としての UUI, 432 ページ
• Unified ICME での外部転送, 433 ページ
• マルチキャスト保留音（MMoH）, 435 ページ
• SIP のポスト コール調査, 436 ページ

Unified ICME における IVR
Unified ICME で、IVR は次の 2 つのタイプに分類されます。
• インテリジェント ペリフェラル IVR（Unified ICME により制御される）：キャリア ネット
ワークが IVR にコールをルーティングし、その後、エージェントに転送するため IVR から
コールを取り除きます。インテリジェント ペリフェラル IVRでは、IVRのプロンプトやキュー
イング処理が完了すると、IVR がコールに対して果たす役割はなくなります。
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• サービス ノード IVR（プロンプト/キューイング処理の後）：IVR はエージェントへのコー
ル送信を開始します。エージェントは、Unified ICME により制御されます。サービス ノード
IVR として機能する場合、Unified CVP は別の VoIP エンドポイントに転送された後でもコー
ルに関与し続けることができます。
Unified CVP は、どちらかの IVR タイプとして動作します。

（注）

Unified CVP のコール フロー モデルについては、Unified CVP コール フロー モデル, （11 ペー
ジ）を参照してください。

包括モードでの Unified CVP を使用したコール転送
ここでは、Unified CVP コール転送スクリプトの例を示します。

（注）

スクリプト エディタの [話し中（Busy）] および [呼出音（Ring）] ノードはサポートされてい
ません。

SIP サービスを使用したコール転送
Unified CVP 転送を実行するために 2 つのモードで動作するように SIP サービスを設定することが
できます。Unified CVP は、コールの間シグナリング パスに留まり、この通常モードで、SIP
re-INVITE メッセージを使用して転送を実行します。その結果、Unified CVP はコールの間、ポー
ト ライセンスを保持します。
標準の re-INVITE モードで動作するために Unified ICME スクリプトを変更する必要はありませ
ん。ただし、REFER 転送を送信するには、ダイナミック ラベルに “rf” の文字を追加して送信する
必要があります。または、Unified ICME スクリプトで Queue ノードを使用する場合は、
「user.sip.refertransfer」と呼ばれる ECC 変数を定義し、これを小文字の「y」の値に設定します。
これにより、Unified CVP は、エージェントへのブラインド転送に REFER 方式を使用します。
または、Unified CVP は、SIP REFER タイプの転送も実行でき、この場合、Unified ICME が提供す
るラベルへの発信者にリフェラルを送信した後、シグナリング パスから抜け出します。これによ
り、Unified CVP は、REFER を送信した後にポート ライセンスを解放できます。Unified CVP は、
SIP NOTIFY メッセージを使用してコール結果の通知を受信しますが、これはレポーティング デー
タベースに含められます。
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注意

REFER の使用時には、イングレス ゲートウェイ上の TDM 発信者に対し、存続可能性スクリ
プトを適用しないでください。また、マイクロ アプリケーションの VoiceXML ゲートウェイ
への SIP 転送では、REFER メソッドを使用しません。この方法は、SEND TO VRU タイプの転
送にのみ使用されます。REFER を使用する場合は、存続可能性スクリプトが REFER メッセー
ジ イベントを現在サポートしていないこと、したがって、IOS ゲートウェイで REFER と TDM
コールを使用する場合は、これらのコールの POTS ダイヤル ピアから存続可能性サービスを除
く必要があることに注意してください。REFER は「ブラインド参照」操作として使用するこ
とができ、通常は、サードパーティ製 ACD エージェントにコールを送信するときに使用しま
す。ただし、必要に応じて、Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）の内線番号
にコールを送信するのにも使用できます。

例：ラベルへのコール転送
次の例では、メニュー（「当社の営業時間は午前 8 時から午後 6 時までです。カスタマー サービ
ス担当者との会話をご希望の場合は、いつでも 0 を押してください」）を表示するプロンプトを
再生し、次のアクションのいずれかを実行するメニュー アプリケーションの ICM Configuration
Manager およびスクリプト エディタのスクリーン キャプチャの例を示します。
• 発信者が 0 を押した場合、システムは番号を収集し、コールをルーティングしてキューに入
れる。
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• 発信者が 0 を押さなかった場合、システムはコールを解放する。
図 16：ラベルへのコール転送

上図の [ネットワーク VRU スクリプトの一覧（Network VRU Script List）] ツールの [属性
（Attributes）] タブには、以下が表示されています。
1 [VRU スクリプト名（VRU Script Name）] フィールドには、次の 2 つの Unified CVP パラメー
タが表示されています。
M：メニュー
OfficeHours：メディア ファイル名
2 [Configuration Param（構成パラメータ）] フィールドには、次の Uified CVP パラメータが表示
されています。
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0：有効なオプションは 0 だけです。
図 17：ネットワーク VRU スクリプト

例：スキル グループへのコールの転送およびキューイング
エージェント グループにコールをキューイングし、Run VRU スクリプトおよび他のノードを使用
する IVR スクリプトによって発信者に対応するよう Unified CVP に指示するには、Unified ICME
を使用します。リソースが使用可能になると、Unified ICME および Unified CVP は次のタスクを
実行します。
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1 Unified ICME は Unified CVP に元の要求をキャンセルするよう指示します。
2 これにより、Unified CVP はキャンセル要求を確認します。
3 Unified ICME は宛先のラベルを送信します。
4 Unified CVP またはネットワークは、解放されたエージェントにコールを転送します。
次の例では、メニュー（“支払いについては 1 を押してください。普通預金については 2 を押して
ください。カスタマー サービス担当者と話す場合は 0 を押してください。”）を表示するプロンプ
トを再生し、発信者が入力した番号を取得し、コールをルーティングしてキューに入れるメニュー
アプリケーションの ICM Configuration Manager およびスクリプト エディタのスクリーン キャプ
チャの例を示します。
図 18：ICM Configuration Manager およびスクリプト エディタのサンプル画面

上図の [ネットワーク VRU スクリプトの一覧（Network VRU Script List）] ツールの [属性
（Attributes）] タブには、以下が表示されています。
1 [VRU スクリプト名（VRU Script Name）] フィールドには、次の 2 つの Unified CVP パラメー
タが表示されています。
M：メニュー
Queue：メディア ファイル名
2 [Configuration Param（構成パラメータ）] フィールドには、次の Uified CVP パラメータが表示
されています。
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1-2,0：数有効なオプションは、1、2、および 0 です。
図 19：VRU スクリプトの実行
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例：ネットワーク転送スクリプト
Unified CVP では、あるエージェントがコールに応答した後、別の宛先にコールを転送する機能を
提供しています。これらの機能はネットワーク転送と呼ばれます。ネットワーク転送機能は、
Unified CVP 側での特別なインストールを必要としません。デフォルトで、この機能は、Enterprise
Agent（EA）を除くすべての PG タイプで無効になっています。
ネットワーク転送の設定を変更するには、次の手順を実行します。
1 スクリプト エディタの Set ノードを使用して Call.NetworkTransferEnabled 変数を指定します。
この変数を 1 に設定するとネットワーク転送は有効になり、0 設定するとネットワーク転送は
有効になりません。
2 PBX の背後に EA がある EA PG 設定で、PG Explorer の [ルーティング クライアント（Routing
Client）] タブで、[ネットワーク転送優先（Network Transfer Preferred）] 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をオンにしない限り、ネットワーク転送は有効になりませ
ん。
図 20：ネットワーク転送の設定
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エージェントからエージェントへのコール転送
コールが Unified CVP からエージェントに転送され、そのエージェントがコールを別のエージェ
ントに転送する必要がある場合、エージェントはエージェント IP Phone またはエージェント デス
クトップのいずれかを使用してその転送処理を行うことができます。IP Phone からの転送は、
Unified ICME スクリプトを指し示す CTI ルート ポイントを使用して行われます。エージェント デ
スクトップからの転送は、ダイヤル番号計画を使用して行われます。
IP Phone または CTI OS Agent Desktop からネットワーク転送を行うには、最初の Unified ICME ス
クリプト（たとえば、「NetXfer1」）で、コールをスキル グループにキューイングして、コール
コンテキストを作成する必要があります。このスクリプトでは、「networkTransferEnabled」フラ
グが「1」に設定されている必要があります。

（注）

NetworkTransferEnabled の設定は、すべての postroute スクリプトで明示的に 1 に設定する必
要があります。

IP Phone からのネットワーク転送の設定
手順
ステップ 1

Unified CM で、CTI ルート ポイントを設定します（たとえば「9999」）。Unified ICME で、その
ルート ポイントを、Unified CCE PIM に接続している JTAPI ユーザに関連付けます。

ステップ 2

ICM 管理ワークステーションで、Unified CCE PIM のダイヤル番号とコール タイプを定義します。
このコール タイプは、この後、Unified ICME スクリプト（たとえば、「NetXfer2」）に関連付け
ることができます。
（注）
Unified CCE PIM のエージェント ラベルを定義しないようにしてください。Unified CCE
PIM ではなく VRU にルート結果が返されるように、VRU PIM のラベルを定義してくだ
さい。Unified CCE PIM のエージェント ラベルが定義されている場合、[ネットワーク転
送優先（Network Transfer Preferred）] が Unified CCE PIM と VRU PIM で有効化されてい
れば、Unified ICME ルータはルート結果を VRU PIM に、無効化されていれば Unified
CCE PIM に返します。
Unified ICME スクリプト「NetXfer1」によってエージェント 1 にコールが転送された場合、エー
ジェント 1 は「9999」をダイヤルして、そのコールを別のスクリプト「NetXfer2」に転送できま
す。

ステップ 3
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CTI OS エージェント デスクトップからのネットワーク転送の設定
手順
ステップ 1

Unified ICME でダイヤル番号計画を定義します。
Unified CCE PIM がルーティング クライアントとなり、Unified CCE PIM に対してすでに定義され
ているダイヤル番号（たとえば、IPCC_PIM.9999）が使用されます。

ステップ 2

[ポスト ルート（Post Route）] を [はい（Yes）] に、[計画（Plan）] を [国際（international）] に設
定します。

ステップ 3

エージェント デスク設定で、[発信アクセス（Outbound access）] のすべてのチェックボックスを
オンにします。

IP 転送の例
Unified CCE エージェントへの IP 転送は、次の例外を除き、ACD（TDM）エージェントへの IP 転
送とよく似ています。
• この場合の出力ゲートウェイは Unified CM です。
• Unified CM は、新しいコールを受信すると、IP Phone でエージェントに接続する “Skinny プ
ロトコル” を使用します。その後、音声チャネルはイングレス ゲートウェイから IP Phone に
接続されます。

発信転送の CLI フィールド
発呼者回線 ID（CLI）は、発信側に関連する番号情報を提供する数字と関連インジケータ（番号
のタイプ、番号、計画 ID、スクリーニング インジケータ、および表示インジケータ）のセットで
す。この機能により、お客様は、ラベル ノードまたは Unified ICME ルーティング スクリプトの
ECC 変数を使用して、発信中の転送で CLI フィールドを上書きすることができます。この機能
は、アクセスする必要がある適切なメールボックスを決定するのために自動番号識別（ANI）と
ダイヤル番号識別サービス（DNIS）の両方を使用する Unity への転送で必要となります。CLI は、
ほとんどのネットワーク上で、ほとんどのコール処理デバイスに渡されるため、この機能は、ト
ランスレーション ルーティングが実現できない場合の転送時に任意のデータを送信するバックド
ア方式を提供します。
ここでは、この機能を有効にするために、call.user.microapp.override_cli ECC 変数を有効にする
方法について説明します。
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CLI オーバーライドの設定
CLI オーバーライドは Unified ICME ルーティング スクリプトから制御されます。

（注）

IP から発信されたコールでは、Unified Communications Manager、SIP トランク設定で [アサー
ト済 ID（Asserted-Identity）] チェックボックスをオンにする必要があります。

（注）

SIP コールでは、CLI オーバーライド機能は 2 番目の方法に示す ECC 変数の使用のみがサポー
トされます。「CLI」を付加する方法 1 のダイナミック ラベルの使用はサポートされません。
次の 2 つのいずれかの方法で CLI オーバーライドを設定できます。
• 1 番目の方法：LABEL ノードのラベルに CLI=NNNNNNNN を付加します。NNNNNNNN を
null の語に設定すると、転送時に CLI がブランクになります。
例：ラベル ノードを 1111;CLI=9876543 に設定すると、9876543 の CLI を使用する 1111 への
転送になります。
例：ラベル ノードを 1111;CLI=null に設定すると、空の CLI を使用する 1111 への転送にな
ります。
• 2 番目の方法：Queue to Skill Group、Label ノードなどを使用する転送を呼び出す前に
call.user.microapp.override_cli ECC 変数を設定します。call.user.microapp.override_cli 拡張
コール変数リストで、最大長を CLI オーバーライドに使用するデータの最大長に設定しま
す。Unified CVP コール サーバは、この変数を Unified ICM に追加した後に再起動する必要が
あります。変数を null の語に設定すると、転送時に CLI がブランクになります。
例：エージェント 1111 が使用可能になる Queue to SkillGroup の前に
call.user.microapp.override_cli ECC 変数を 9876543 に設定すると、9876543 の CLI を使用す
る 1111 への転送となります。
例：エージェント 1111 が使用可能になる Queue to Skill Group の前に
call.user.microapp.override_cli=null ECC 変数を設定すると、空の CLI を使用する 1111 への
転送となります。
1 つのルーティング スクリプトで両方の方法を使用する場合、LABEL ノードの CLI 値は ECC 変
数より優先されます。
CLI オーバーライドは VBAdmin の SetSetupCallingNum コマンドより優先されます。つまり、新し
い CLI は、ShowSetupCallingNum の値に関係なく転送コール レッグに常に反映されます。
また、CLI オーバーライドでは、転送コール レッグの presentationAllowed に presentationIndicator
が適用されます。
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（注）

SIP コールでは、CLI オーバーライド機能は ECC 変数の使用のみサポートされます。「CLI」
を付加するダイナミック ラベルの使用はサポートされません。

Unified CVP での Unified CCE 無応答時再ルーティングの設
定
ここでは、Unified CVP を Unified CCE のキュー ポイントとして使用する場合に無応答時再ルー
ティング機能を使用する方法について説明します。
Unified CVP をキューイング ポイントおよびルーティング クライアントにして Unified CCE を使
用する場合、無応答時再ルーティング機能の設定方法は、Unified IP IVR で使用する場合と異なり
ます。違いは、Unified IP IVR を使用する場合はコール制御に Unified CM を使用しますが、Unified
CVP を使用する場合はコール制御に Unified CVP を使用する点です。

Unified IP IVR による Unified CCE の無応答時再ルーティング
無応答時再ルーティング機能により、エージェントがコールに応答しない場合、設定された期間
（秒）の呼び出し後、コールはエージェントから切断されて別のエージェントに提供されるか、
またはキューに戻さます。コールに応答しなかったエージェントは、「待受停止」状態になりま
す。コールに応答しないエージェントの例として、エージェントがデスクにいないときにエージェ
ントの存在が「待受停止」状態に変更されていない場合があります。
この機能は、エージェント デスクの設定で、無応答時再ルーティングのタイムアウトを設定する
ことにより実装されます。設定された期間（秒）コールが呼び出されると、Unified CM PG はエー
ジェントを応答不可にし、同じくエージェント デスクの設定で指定されたダイヤル番号を使用し
て Unified ICME にポストルート要求を送信します。コールの新しい宛先を決定するルーティング
スクリプトが実行されます。これにより宛先を別のエージェントにするか、またはスクリプトに
よりコールをキュー内に戻すことができます。無応答時再ルーティングを Unified IP IVR とともに
使用する場合、Unified ICME ソフトウェアはコールの新しい宛先を伴って Unified CM に応答しま
す。Unified CM は、コールを適切な宛先（キューイングまたは新しいエージェントへの IP IVR）
に送信する役割を果たします。

Unified CVP での無応答時再ルーティング操作
Unified CCE を Unified CVP とともに使用している場合、Unified CM はキューイング プラットフォー
ム（Unified CVP）を制御せず、そのため、再キューイングために Unified CVP にコールバックを
送信することができません。代わりに Unified CVP によりコールが制御されるため、Unified CVP
で対処する必要があります。
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ソリューションとしては、エージェントがコールに応答しない場合は無応答時再ルーティング機
能を使用して単にエージェントを使用不可にし、ICM ルータ再クエリー機能を使用してコールを
無応答エージェントから切断します。

無応答時再ルーティング エージェント デスク設定
エージェント デスク設定の [無応答時間（Ring no answer time）] フィールドで秒数を指定します。
[無応答ダイヤル番号（Ring no answer dialed number）] フィールドは選択しないようにします。エー
ジェントがコールに応答するまでに許可する最大時間としてタイムアウトを設定します（たとえ
ば、呼び出し音 2 回 = 8 秒）。このタイマーは、ルータ再クエリーの無応答タイムアトよりも短
く設定してください（次の例を参照）。
図 21：エージェント デスク設定の一覧（Agent Desk Settings List）

[無応答時間（Ring no answer time）] の設定によって、無応答時再ルーティングの期限が切れた後
にエージェントは使用できなくなりますが、コールを再ルートするために無応答時再ルーティン
グ メカニズムが起動されることはありません。
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ルータ再クエリーの設定
無応答タイマー（無応答時再ルーティング タイマーとは別のタイマー）の期限が切れると、ルー
ティング クライアント（Unified CVP）によりルータ再クエリーがトリガーされます。
• ルータ再クエリーのための無応答タイマーは、Unified ICME によってではなく、この場合は
Unified CVP であるスイッチング ファブリックによって制御されます。CVP 1.0 では、無応答
タイマーは 15 秒に固定されています。Unified CVP SIP では、無応答タイマー（RNATimeout）
は設定できます（デフォルト値は 15 秒）。
Unified CVP を使用している場合、エージェントの電話が切断されるまでの呼び出し期間
（秒）として RNATimeout を設定します（たとえば 10 秒 など、15 秒（呼び出し音 4 回）未
満）。いずれにしても、このタイムアウトは、エージェント デスク設定で設定した無応答時
再ルーティングのタイムアウトよりも長くする必要があります。
Unified CVP の VB RNATimeout の期限が切れると、VB/AS/PG はルータに
EventReport=NoAnswer を送信します。ルータは、ルーティング スクリプトに従って別の
ターゲットを選択し、Unified CVP に Connect メッセージを送信します。ターゲットは、別の
エージェントであるか、またはコールを再キューイングする場合は VRU ラベル である場合
があります。最初のエージェントからコールが消えると、このエージェントは、デスク設定
での無応答タイムアウトの期限切れにより、「待受停止」状態になります。

（注）

無応答 DN はすべてのスクリプトで Unified ICME のグローバル設定であるた
め、デスク設定では設定しないでください。無応答 DN は、展開の複雑さに
よってはすべてのスクリプトに適さない場合があります。代わりに、各スク
リプトには、各スクリプトで適切に設定されている Queue ノードの X パスが
含まれる必要があります。

• 最初のエージェントを選択するスクリプトのノードで、再クエリーを有効にします。使用す
るノードのタイプに応じて、再クエリー メカニズムにより、応答可能なエージェントから新
しいターゲットが選択されるか、追加のスクリプティングが必要になります。様々なノード
で再クエリーがどのように動作するかについては、『Scripting and Media Routing Guide for
Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise & Hosted』を参照してください。
ほとんどの場合、Unified CCE は Queue ノードを使用します。Queue ノードでは、キューの前にあ
るコールの再キューイングを処理するための追加のスクリプティングを必要としますす。下のス
クリプト サンプルは、コールの再キューイングを処理する標準的な方法を示しています。
応答可能なエージェントがある場合、Queue ノードはスキル グループから最も長い応答可能なエー
ジェントを選択します。応答可能なエージェントがいない場合、スクリプトは、ノードに設定さ
れている優先度でコールをキューイングし（下図参照）、ノードが正常に終了するまで実行され
ます。エージェントが応答可能になると、Unified ICME は、優先度が最も高いものの中から最も
長時間キューイングされているコールを常に選択します。Queue ノードによりコールがエージェ
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ントに接続され、エージェントがコールに応答しないと、Unified CVP の Ring-No-Answer タイム
アウトが期限切れになり、再クエリー メカニズムが起動します。
図 22：スキル グループ キューイングのプロパティ（Queue to Skill Group Properties）

これが起きると、スクリプトは、再クエリー ステータス値が [無応答（No Answer）]（= 3）に設
定されている Queue ノードの異常終了へただちに進んで行きます。コールをキューの後ろでなく
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前に移動させる必要があるため、一般的な処理としては、他のどのコールよりも高い優先度を付
けてコールを同じキューに戻します。
図 23：再クエリー メカニズム

このスクリプトでは、Queue ノードがコールに応答しないエージェントを選択すると、スクリプ
トは Queue ノードの異常終了（X）へ移行します。[条件（If）] ノードが、RequeryStatus 変数をテ
ストします。変数の値がゼロより大きい場合、これは再クエリー コールであり、スクリプトは
コールを再キューイングします。前述の例では、レポート用にコール変数を使用するフラグも設
定します。応答可能なエージェントがいない場合は、Queue ノードの成功終了（Checkmark）へた
だちに処理が移行します。ノードでは、再クエリーされたコールであるかが確認されます。そう
である場合は、コールのキュー優先度を上げて、キュー内のその他のコールの前に処理されるよ
うにします。次に、RunScripts を使用して通常の待機ループに入ります。
コール フローは次のとおりです。
• スクリプトは、Unified CVP に（再クエリーを有効にして）connect メッセージを送信するこ
とにより、エージェントにコールを接続します。
• エージェントの電話が鳴ります。
• 無応答時再ルーティングのタイムアウトが期限切れになると、Unified ICME はエージェント
を使用不可にします。エージェントの状態は、コールがエージェントから切断されるまで変
更されません。エージェントの電話機は鳴り続け、エージェントは電話に出るができます
（エージェントが電話に出た場合は、それが無応答時再ルーティングのタイムアウトの期限
が切れた後であっても、コール後に、エージェントの状態は待ち受け状態のままとなりま
す。
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• Unified CVP の VB RNATimeout の期限が切れると、VB/AS/PG はルータに EventReport=No
Answer を送信します。ルータは、ルーティング スクリプトに従って別のターゲットを選択
し、Unified CVP に Connect メッセージを送信します。ターゲットは、別のエージェントであ
るか、またはコールを再キューイングする場合は VRU ラベル である場合があります。
• コールが最初のエージェントから消えると、このエージェントが待受停止状態になります。

制限事項
この項で説明する設定の唯一の制限事項として、このメカニズムによってリダイレクトされた各
コールは、スキル グループで、1 度目はリダイレクトされたとき、2 度目は処理されたとき（コー
ルが最終的に処理された場合）の 2 回カウントされます。ただし、コール タイプでは 1 回だけこ
のコールをカウントします。コールは、Handled と Requeried をカウントされますが、Requeried を
使用してコール タイプ内の CallsOffered が平衡化されることはありません。このコールがコール
タイプを 2 回カウントされるのを確認する必要がある場合は、スキル グループ ノードへの 2 回目
のキューの前に、エラー パス内のコール タイプを変更することで対応します。

Unified CVP による Unified CM の無応答時再ルーティングの設定
エージェント転送では、CTI ルート ポイントへのコールが Unified CM から発信された場合、Unified
ICM スクリプトが入力されるとすぐにルーティング クライアントの役割は Unified CVP に戻りま
す。Unified ICM ルータが Unified CVP にコールをダイレクトするようにするには、Runscript また
は SkillGroup ノードが実行される前に SendtoVRU ノードを Unified ICM スクリプトに含める必要
があります。ルーティング スクリプトが SendToVRU ノードを実行すると、ICM ルータは Unified
CVP に、以降の転送または VRU コール プロセスを処理するルーティング クライアントになるよ
う指示します。
CTI Route Point Transfer スクリプトに対する RONA 処理
Queue to Skill Group ノードで [ターゲット再クエリーを有効にする（enable target requery）] が設定
されておらず、エージェントが無応答の場合、「Go to Script」ノードが RONA 宛先として使用さ
れます。ICM スクリプトにより「Go to Script」ノードが実行されると、指定のスクリプトに進み
ます。たとえば、エージェントがコールに応答しない場合、Queue to Skill Group ノードから出る
X パスは「CTI_Route_Point_Transfer」スクリプトで指定されている「Go To Script」ノードをター
ゲットにします。その後、スクリプト処理は「CTI_Route_Point_Transfer」スクリプトのの冒頭か
ら継続されて、通常どおりに進みます。
次に、Queue to Skill Group ノードの X-パスから出る有効な宛先を示します。
• 他のスキル グループ
• プロンプト
• GoTo ノード（「ダイナミック ラベル」は使用しません）

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
414

Unified CVP でのコールの転送およびキューイング
コール存続可能性

制限事項
ここでは、再クエリーされたコールの処理が正しく報告されない設定の制限事項について説明し
ます。このメカニズムによってリダイレクトされたコールは、エージェント レポートおよびスキ
ル グループ レポートの [無応答のリダイレクト（Redirect No Answer）] フィールドに表示されま
せん。このメカニズムによってリダイレクトされた各コールは、1度目は破棄されたとき、2度目
は処理されたとき（コールが最終的に処理された場合）の 2 回カウントされます。このコールに
対し、2 つの Unified CCE TerminationCallDetail レコードが作成されます。1 つは、ルーティングさ
れたコールの（コード 3 の CallDisposition「着信中に破棄されました（Abandoned while Ringing）」
による）レコードと、もう 1 つは、コールが最終的に処理された方法によって異なる CallDisposition
で処理されたコールのレコードです。上のスクリプト サンプルでは、コール Peripheral 変数を使
用して、応答がないために再クエリーされたコールをマークしてカウントする方法を示していま
す。カスタム レポート テンプレートに書き込みをしてこのデータをレポートすることができま
す。

コール存続可能性
ここでは、重大な Unified CVP アプリケーション エラーまたは WAN 障害の発生時にゲートウェ
イがコール転送をできるようにするスクリプトを使用して、Unified CVP をインストールおよび設
定する方法について説明します。着信 POTS ダイヤル ピアまたは Unified CVP 宛ての着信 VOIP
ダイヤルピアにこのアプリケーションを配置します。コール存続可能性は、VRU 専用コール フ
ロー モデルを除くすべての Unified CVP コール フロー モデルでサポートされます。Unified CVP
スタンドアロン コール フロー モデルでは、ゲートウェイが CVP Speech Server のエラーを検出し
た場合、「param survive」パラメータが含まれ、存続可能性サービスが定義されていれば、存続可
能性が起動します。
通常であれば発信者の接続を切断する重大な Unified CVP アプリケーション エラーまたは WAN
障害が発生した場合、このスクリプトを使用すると、障害発生後、ゲートウェイは、発信者の接
続を切断する代わりに代替の場所への転送を試みます。コールを代替エージェントに転送するこ
とができない場合、このスクリプトは、「call-back-later」メッセージを送信してコールを切断し
ます。
このスクリプトにより、次の機能が提供されます。
• コール障害時に、複数のタイプの転送を実行します。
◦ *8 転送接続（アウトパルス）
◦ ヘアピン
◦ SRST
◦ フックフラッシュ リレー
◦ Two B-Channel Transfer（TBCT）
• 着信 DNIS によってコール リカバリ動作を差別化します。
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• 着信 DNIS、および障害前にコールが Unified CVP に保持されていた期間によってコール リ
カバリ動作を差別化します。
• 時刻および日付に基づいてコール リカバリ動作を差別化します。
• ダウンストリームの障害（たとえば、WAN の障害、Unified ICME の障害、Unified CVP の障
害）発生時には、自動応答タイプのアプリケーションをハンドオフします。この自動応答機
能は、CME、Unified CVP スタンドアロン コール フロー モデル、VXML Server アプリケー
ション、またはカスタム記述された VXML アプリケーションの BACD である場合がありま
す。

注意

このスクリプトは、Unified CVP ソフトウェアのコンポーネントです。したがって、このスク
リプトを変更しないでください。Unified CVP の公的リリースの一部としての修正以外の修正
がこのスクリプトに加えられている場合、シスコではこのスクリプトを一切サポートしませ
ん。

コール存続可能性スクリプトのインストール
手順
ステップ 1

Operations Console にログインし、すべてのスクリプト ファイルとプロンプト ファイルをゲート
ウェイにコピーします。

ステップ 2

ゲートウェイで、次の手順を実行します。
Unified CVP 包括 コール フロー モデルの場合は、次の各サービスを定義します。
application
service survive flash:survivability.tcl
paramspace callfeature med-inact-det enable
service handoff flash:handoff.tcl

その後、次のパラメータを追加します。
ip rtcp report interval 2000
gateway
timer receive-rtcp 4

（注）

（注）

これにより、存続可能性は、WAN 障害後のアクティブ コールで、8 ～ 16 秒（（2000
ミリ秒 X 4）X 2）に起動するようになります。8 ～ 16 秒後、IOS により RTP と RTCP
の両パケットがないことが検出されると、エラー イベントが生成され、存続可能性が
起動します（係数 2 は IOS の組み込係数で、設定できない値です）。これらの値は低く
変更しないでください。それにより、存続可能性イベントが尚早に起動するようになる
可能性があります。
timer receive-rtcp コマンドは、SIP コールのメディア アクティビティ タイマーを設定し
ます。
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Unified CVP スタンドアロン コール フロー モデルの場合は、次の 1 つのサービスを定義します。
application
service my-survivability-service flash:survivability.tcl

（注）

my-survivability-service

は、任意の名前に変えることができま

す。
次に、パラメータとして今作成した my-survivability-service を、着信 POTS ダイヤル ピアに関連付
けられた CVPSelfService.tcl サービスに関連付けます。param survive は、表示したとおりに入力す
る必要があります。my-survivability-service サービスは、任意のサービス名に変更できます。
次に例を示します。
dial-peer voice XXXX pots
service my-CVP-service
incoming called-number NNNNN
service my-CVP-service flash:CVPSelfService.tcl
param CVPPrimaryVXMLServer my-VXML-server-IP
param CVPBackupVXMLServer my-backup-VXML-server-IP
param CVPSelfService-app my-VXML-server-app
param keepalive my-CVP-service
param survive my-survivability-service
service my-survivability-service flash:survivability.tcl

オプションで、VXML Server に対し、バックグラウンド キープアライブ サービスを開始します。
たとえば、「my-standalone-service」のサービス名で、次のように入力します。
service my-standalone-service
param keepalive my-standalone-service

このサービスは、VXML Server が停止している場合に、各コールの開始時に発信者が一
定期間の無音を聞かないようにします（ゲートウェイは VXML Server の現在の状態を
把握しているため）。
ゲートウェイで、call appl voice load my-survivability-service および call appl voice load handoff を実
行します。
（注）

ステップ 3
ステップ 4

次の手順を実行します。
Unified CVP 包括コール フロー モデル上で、
• incoming called-number パラメータを Unified CVP の着信番号にし、ゲートウェイに Unified
CVP の POTS ダイヤル ピアを作成します。
• このダイヤルピアに my-survivability-service サービスを割り当てます。
Unified CVP スタンドアロン コール フロー モデルでは、存続可能性ダイヤル ピアを特別に作成
する必要はありません。ただし、param survive my-survivability-service パラメータを CVPSelfService.tcl
サービスに含める必要があります。このパラメータは、システム障害時に実行するサービスを示
します。このように、起動する着信 POTS ダイヤル ピアによって、異なる存続可能性サービスを
起動できます。
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コール存続可能性に関するゲートウェイの設定
コール存続可能性に関するゲートウェイの次のパラメータを設定します。
• open-hours-agent：現在時刻が open-hours-time パラメータと一致するときに使用される宛先
のリカバリ ターゲット DNIS。スクリプトはエージェントが応答するまで順番にすべてのエー
ジェントに繰り返されます。エージェントが応答しない（またはテイクバック転送で、PSTN
がコールをテイクバックしない）場合、スクリプトはすべての after-hours-agent（最大 50 の
エージェント）に繰り返されます。
◦ 構文：open-hours-agentX DNIS
◦ 引数：X = 0 ～ 49 の数字、DNIS = リカバリ転送の宛先。
◦ 例 1：DTMF*8,9875551212（PSTN *8 テイクバックが必要な場合）、ここで、DTMF：
DTMF トーンを介したテイクバックおよび転送を示します。*8：テイクバックを実行す
るためにスイッチが認識するシーケンス。ゼロ以上のカンマ：各カンマは 100 ミリ秒の
一時停止を表します。一部のスイッチはテイクバック シーケンスと DNIS 間に一時停止
を必要とします。9875551212：PSTN がコールを転送する実際の DNIS。
◦ 例 2：HF,,,,,9875551212（フックフラッシュ転送が必要な場合）ここで、HF：フックフ
ラッシュ リレーを介したテイクバックと転送を示します。ゼロ以上のカンマ：各カンマ
は 100 ミリ秒の一時停止を表します。一部のスイッチはフックフラッシュと DNIS 間に
一時停止を必要とします。9875551212：スイッチがコールを転送する実際の DNIS。注：
DTMF またはフックフラッシュ テイクバックを使用するとき、ゲートウェイの音声ポー
トで次の追加パラメータを設定する必要があります。voice-port 7/1:0no echo-cancel enable
no non-linear no vadplayout-delay maximum 250playout-delay nominal 200playout-delay minimum
highplayout-delay mode fixed
◦ 例 3：9875551212（ヘアピンまたは SRST 転送が必要な場合）
◦ 例 4：TBCT9875551212（TBCT が必要な場合）
◦ 例 5：<retry>（元の CVP DNIS への再試行が必要な場合）- 元の Unified CVP DNIS が
4444: であったと仮定すると、<retry> は DNIS を使用して CVP にコールを送信します。
4444 56<retry>78 は DNIS 56444478 を使用して CVP にコールを送信します。
• after-hours-agent：現在時刻が after-hours-time パラメータと一致するとき、または
open-hours-agent への転送が失敗した場合にデフォルトの宛先として使用する宛先のリカバリ
ターゲット DNIS。スクリプトはエージェントが応答するまですべてのエージェントに順番
に繰り返されます（最大 50 のエージェント）。誰も応答しない場合、call-back-later メッセー
ジが発信者に再生され、切断されます。
◦ 構文：open-hours-agent と同じ
• open-hours-time：open-hours-agent がリカバリの転送（最大 20 個の値）に使用される日付ま
たは曜日および時刻を表す文字列。月/日は曜日よりも高い選択の優先度になります。
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◦ 構文：open-hours-timeX {month/day | days-of-week}[:HHMM-HHMM]
◦ 引数：X = 0 ～ 19 の数、month/day = 月日（年なし）、days-of-week = 曜日を表す 7 つ
の数字の文字列（日曜 = 0、土曜 = 6）、HHMM-HHMM = 24 時間表記で表される期間
の開始時間と終了時間。
◦ after-hours-time：after-hours-agent が転送に使用する日付または曜日および時刻を表す文
字列。これらは明示的に示す必要はありません。現在の日付と時刻が open-hours-time ス
ロットに入らない場合、デフォルトで after-hours agent に設定されます。一般的に、平
日に当たる祝日を指定するために使用します。最大 20 個の値を使用できます。
◦ 構文：open-hours-time と同じ
• open-hours-cvptime：障害が発生する前にコールが Unified CVP にあった期間に基づいて特定
のリカバリ エージェントを選択することができます。open-hours-cvptime が指定されない場
合は無視され、関連付けられた open-hours-agent が使用されます。
◦ 構文：number-of-seconds
◦ 引数：X = 0 ～ 19 の数、関連付けられた open-hours-agent に対応。number-of-seconds55
では、コールが Unified CVP にあった時間が 55 秒未満のときにのみ open-hours-agent0 を
使用します。
• after-hours-cvptime：open-hours-cvptime と同じですが、代わりに after-hours-agent に適用され
ます。
• alert-timeout：宛先の電話がコールの試行を中断するまでに呼び出しを行う最大秒数を示す
数値。
◦ 構文：alert-timeout 20
• setup-timeout：tcl スクリプトがコールの試行を中断するまでに Unified CVP への TCP 接続の
確立を待機する最大秒数を示す数値。この値はゲートウェイの voice class h323 設定の下の
"h225 timeout tcp establish" パラメータよりも大きい必要があります。
◦ 構文：setup-timeout 7
• aa-name：空白にしない場合、障害が発生したときに、Unified CVP の存続可能性スクリプト
が発信者を BACD 自動応答アプリケーションに引き渡すことを意味します。次を入力しま
す。
service <survivability-servicename>
param aa-name <BACD-servicename>
service <BACD-servicename>
param isn-name <survivability-servicename>

ここで、servicename は制御を渡す必要がある BACD 自動応答スクリプトのサービス名です。
•
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• standalone：空白にしない場合、障害が発生したときに、この Unified CVP の存続可能性スク
リプトが指定されたサービス名に制御を渡すことを意味します。通常、そのサービスは
CVPSelfService.tcl スクリプトを参照して Call Studio アプリケーションを呼び出し、発信者に
IVR 処理を提供します。例：
service survivability flash:survivability.tcl
param standalone vxmlapp
service vxmlapp flash:CVPSelfService.tcl

• standalone-isntime：障害が発生するまでにコールが Unified CVP にあった時間の長さに応じ
て standalone オプションを選択します。standalone-isntime を指定しない場合、空白でない場
合は standalone オプションが呼び出されます。
a) 構文：standalone-isntime {> または <}number-of-seconds
b) 引数：number-of-seconds = コールが失敗するまでに Unified CVP にあった秒数（> または
< のプレフィックス付き）。たとえば、standalone-isntime <2 はコールが Unified CVP に
あった時間が 2 秒未満であるときにのみスタンドアロンを使用します。
• icm-tbct：Unified ICME スクリプトが TBCT 転送を発行するかどうかを示すブール値（0 また
は 1）。デフォルトは 0 です（デフォルトでは、Unified ICME は TBCT 転送を処理しませ
ん）。Unified ICME スクリプトの TBCT ラベルから発行される TBCT 転送を有効にするに
は、この値を 1 に設定します。
a) 構文例：icm-tbct 1
• disableDnisStrip：デフォルトでは、survivability.tcl は発信番号の末尾のゼロをすべて削除し
ます。これを無効にするには、disableDnisStrip パラメータを 1 の値に設定できます。
a) 構文例：disableDnisStrip 1
REFER コール フローの場合、コール存続可能性についてはゲートウェイで次のパラメータ
を設定します。
• refer-prefix：ゲートウェイで SIP REFER パススルーまたは SIP REFER 消費のどちらと
して転送を処理するかを示す 3 桁の数値配列値。転送番号がこのプレフィックスと一致
する場合、SIP REFER パススルーが使用され、そうでない場合は SIP REFER 消費が使
用されます。
• 構文例：refer-prefix "800 888 877 866 855"

次の作業
REFER コール フローの場合、コール存続可能性についてはゲートウェイで次のパラメータを設定
します。
• refer-prefix：ゲートウェイで SIP REFER パススルーまたは SIP REFER 消費のどちらとして
転送を処理するかを示す 3 桁の数値配列値。転送番号がこのプレフィックスと一致する場
合、SIP REFER パススルーが使用され、そうでない場合は SIP REFER 消費が使用されます。
構文例：refer-prefix "800 888 877 866 855"
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• refer-pass-setup-timeout：tcl スクリプトが REFER パススルーであるコールの確立を待機する
最大秒数を示す数値。タイマーを無効にするには、refer-prefix パラメータを 0 の値に設定で
きます。デフォルト値は 7 です。
構文例：refer-pass-setup-timeout 7

コール存続可能性の例
コール存続可能性の最初の例では、次の設定を使用します。
service survivability flash:survivability.tcl
param
param
param
param

open-hours-agent0 9777123400
open-hours-agent1 4444888
open-hours-time0 12345:0900-1730
open-hours-time1 12/18:0600-2300

param
param
param
param

after-hours-agent0 7777008
after-hours-agent1 8766008
after-hours-time0 7/21:0700-0800
after-hours-time1 11/25

param setup-timeout 7
param alert-timeout
dial-peer voice 800232 pots
application survivability
incoming called-number 8002321765
direct-inward-dial

存続可能性の上記設定を使用して、次の事例を確認します。
• 事例 1：今日は祝日、木曜日、11/25 で、1300 時とします。11/25 は、指定された after-hours-time
であるため、12345:0900-1730 の open-hours-time より前、かつ木曜日として選択されます。
WAN に障害が発生すると、このスクリプトは最初に 7777008 への転送を試み、その後、
8766008 への転送を試みます。
• 事例 2：今日は土曜日、12/18 で、0900 時、ホリデー ショッピング シーズンのピークとしま
す。12/18 は、指定された open-hours-time であるため、土曜日（通常は営業時間外）であっ
ても open-hours-agent として選択されます。WAN に障害が発生すると、このスクリプトは最
初に 9777123400 への転送を試み、その後、4444888、7777008、および 8766008 への転送を
試みます。
• 事例 3：時刻のルーティングは重要でなく、ただし、前回の再ソート転送メカニズムが必要
な場合は、after-hours-agent スロットに 1 つ以上の DNIS を置き、時刻は定義しないようにし
ます。失敗したコールは常に after-hours-agents のリストに向けられます。
次の例では、着信 DNIS によるコール存続可能性機能を編成し、各 DNIS に対して個別のアプリ
ケーションを作成し、各アプリケーションに必要なコールリカバリプロパティを適用する方法を
説明します。次に例を示します。
• Unified CVP にアクセスするのに、課金発信者は 45XX をダイヤルし、販売発信者は 55XX を
ダイヤルするとします。
• 課金コールが、コール過程のどこかで失敗したとします。
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◦ コールが失敗し、コールが Unified CVP 内に保持された時間が 30 秒未満の場合（コール
が Unified CVP にまったく保持されなかった、つまり 0 秒の場合も含む）、発信者は、
*8 テイクバックにより PSTN を通じて 8005556666 に送り返されます。
◦ コールが失敗し、コールが Unified CVP 内に保持された時間が 30 秒以上の場合、発信者
は、*8 テイクバックにより PSTN を通じて 8007778888 に送り返されます。
• 販売コールが、コール過程のどこかで失敗したとします。
◦ コールが失敗した場合（この場合、コールが Unified CVP 内に保持された時間は無関係
です）、発信者は、ヘアピン転送により PSTN を通じて 8009990000 に送り返されます。
• ANI および DNIS が PSTN スイッチにより送信されており、そのため、ANI と DNIS が DNIS
フィールド内で連結されていると仮定します。ANI の長さが 10、DNIS の長さが 4 とします。
また、ANI が空白である（たとえば発信者 ID がブロックされている）場合もあるとします。
これらの事例を達成するために必要な IOS の設定要素は次のとおりです。

（注）

ANI がない（発信者 ID がブロックされている）場合、ダイヤル ピア 2 および 4 が必要です。
発信者の ANI がたとえば 45 から始まる場合への対策として、ダイヤル ピア 2 および 4 の優先
順位を低くします。たとえば、発信者が ANI 4521111111 により販売 DNIS にダイヤルすると
します。優先順位を低くしなかった場合、発信者によるコールは（ダイヤルピア3に一致する
必要があったところ）ダイヤルピア2に一致し、販売でなく課金アプリケーションに向かいま
す。
2 番目の例のための設定要素は次のとおりです。
dial-peer voice 1 pots
preference 1
application billing
incoming called-number 45..
#-----------------------------------------dial-peer voice 2 pots
preference 2
application billing
incoming called-number 45..
#-----------------------------------------dial-peer voice 3 pots
preference 1
application sales
incoming called-number 55..
#-----------------------------------------dial-peer voice 4 pots
preference 2
application sales
incoming called-number 55..
#-----------------------------------------dial-peer voice 5 pots
destination-pattern 8009990000
port 7/0:D (or whatever port is desired)
#-----------------------------------------dial-peer voice 6 voip
incoming called-number 8009990000
codec g711ulaw (To force the call to g711ulaw on the outgoing
hairpin)
#-----------------------------------------service billing flash:survivability.tcl
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param after-hours-agent0 DTMF*8,,,8005556666
param after-hours-cvptime0 <30
param after-hours-agent1 DTMF*8,,,8007778888
param after-hours-cvptime1 >29
param ani-dnis-split 10:4
#-----------------------------------------service sales flash:survivability.tcl
param after-hours-agent0 8009990000
param ani-dnis-split 10:4

ロケーション ベースのコール アドミッション制御の設定
ロケーションベースのコール アドミッション制御（CAC）は、Unified CCE 支社コール フロー モ
デル（別名、集中型モデル）で使用されます。つまり、すべてのサーバ（Unified CVP、Unified
ICME、Unified CM、SIP Proxy サーバ、およびメディア サーバ）は 1 つまたは 2 つのデータ セン
ターにまとめて配置され、各支社（数百、数千の場合もある）にはゲートウェイと IP Phone のみ
が置かれます。
ここでは、次のタスクを実行するよう Unified CVP を設定する方法について説明します。
• Unified CM のロケーション ベースの CAC を調整します。
• WAN の帯域幅の使用を最小化します。
ここでは、考慮する必要がある他のコール フローと帯域幅の使用の問題についても説明します。
インストールと設定の詳細な手順についてはここでは説明しません。それらについては、Unified
CVP ソリューションをネットワーク内で設定する際のガイダンスで説明しています。Unified CVP
のインストール、設定、実行、および管理の方法についての追加情報は Installation and Upgrade
Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal を参照してください。

拡張位置のコール アドミッション制御
拡張位置のコール アドミッション制御（ELCAC）は、ローカル ブランチのリソースを最大化す
るために使用され、可能であれば常にコールをブランチ内に留め、WAN を介して送信されるコー
ルの数を制限します。Unified CVP は、Unified CVP によるコールの転送およびキューよりも容易
で効果的な ELCAC の queue-at-the-edge 設定をサポートします。queue-at-the-edge 機能を使用する
と、特定のブランチ オフィスから発信されるコールは、優先順位に基づいてローカル VXML ゲー
トウェイに確定的にルーティングされます。つまり、ELCAC は、可能であれば常に、ローカル
ブランチ エージェントを選択します。

（注）

ELCAC を使用する場合の設計上の考察および考慮事項については、Configuration Guide for Cisco
Unified Customer Voice Portal（http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
unified-customer-voice-portal/products-implementation-design-guides-list.html）を参照してくださ
い。
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ELCAC のトピック定義
ELCAC の設定では、次の定義が使用されます。
• ファントム ロケーション：帯域幅が無制限のデフォルトのロケーション。帯域幅を正確に計
算するために、SIP トランクを介してヘアピンされたコールを計算する場合や、SIP コールが
ローカル ブランチでキューに入れられる場合に使用します。ファントム ロケーションは、
CVP のゲートウェイまたはトランクに割り当てる必要があります。
• SiteID：SiteID は、特定の宛先（ブランチ VXML ゲートウェイ、出力ゲートウェイ、Unified
CM ノードなど）にコールをルーティングするようにダイヤル プランを設定できるように、
Unified ICM からのラベルに付加される数値ストリングです。SiteID は、ラベルの先頭または
末尾に付加したり、付加しないこともできます。このコンフィギュレーションは、Unified
CM ロケーション コンフィギュレーションとは別になっており、Unified CVP に固有のもの
です。SiteID を使用してコールの実際のロケーションを示し、正しいロケーションから帯域
幅を推測できるようにします。
• シャドウ ロケーション：この新しいロケーションは 2 台の Cisco Unified Communications
Manager クラスタ間のクラスタ間トランクに使用されます。このロケーションは、クラスタ
間 ELCAC が Unified CVP 9.0(1) でサポートされていないため、使用されません。

ELCAC queue-at-the-edge の設定
次の手順では、queue-at-the-edge 機能を使用した ELCAC の設定例を示します。
Unified CM で、ロケーションと帯域幅が定義されるよう、すべてのブランチを次のように設定し
ます。
1 [Unified CM の管理（Unified CM Administration）] で、[システム（System）] > [ロケーション
（Location）] を選択します。[検索（Find）] をクリックしてロケーションをリスト表示し、必
要に応じて新しいロケーションを追加します。
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（注）

各ブランチで [無制限（Unlimited）] をオフにする必要があります（ロケーション名の左側の
ボックス）。そうしない場合、そのブランチの帯域幅が推測されません（ファントム ロケー
ションはオフにしても無制限の帯域幅のままです）。

図 24：Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）：ロケーションの検索/一覧表示（Find
and List Locations）

2 ブランチの電話機で、各電話機がその電話機のブランチのロケーションに割り当てられるよう
設定します。
• [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。[検索（Find）] をクリックし
て、電話機を表示します。
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• 電話機を選択し、[ロケーション（Location）] フィールドを設定します。
図 25：[電話の設定（Phone Configuration）] 画面

3 Cisco AXL Web サービスが起動していること、およびアプリケーション ユーザが定義されてい
て Standard AXL API Access のロールを持っていることを確認します。
• [Cisco Unified サービスアビリティ（Cisco Unified Servicability）] で、[ツール（Tools）] >
[コントロール センター（Control Center）] > [機能サービス（Feature Services）] の順に選
択します。
• 起動していない場合は、Cisco AXL Web サービスを開始します。
• [Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] で、[ユーザの管理（User
Management）] > [アプリケーション ユーザ（Application User）] の順に選択します。自身
が Standard AXL API Access のロールを持つユーザであることを確認するか、または新しい
ユーザを作成してそのユーザを Standard AXL API Access のロールを持つグループに追加
します。
Unified CVP で、Operations Console を使用して次の手順を実行します。
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1 [デバイス管理（Device Management）] > [Unified CM] に移動し、[ロケーションの同期を有効化
（Enable Synchronization for Location）] セクションで同期を有効にし、ログインするために必
要な資格情報を提供します。
2 [システム（System）] > [ロケーション（Location）] で、[同期（Synchronize）] をクリックし
て、Unified CM で定義されているロケーションを取得します。
[システム（System）] > [ロケーション（Location）] の順に選択し、ロケーションが Unified
CCM に同期されていることを確認します。
3 [デバイス管理（Device Management）] > [ゲートウェイ（Gateway）] で、入力ゲートウェイお
よび VXML ゲートウェイを定義します。
4 ID を割り当てます。[システム（System）] > [ロケーション（Location）] で、ロケーションを
選択します。
• サイト ID およびロケーション ID をロケーションに割り当て、関連付けられたゲートウェ
イをロケーションに追加します。
• 各ロケーションについて手順を繰り返します。
5 [システム（System）] > [ロケーション（Location）] から、[コール サーバの展開（Call Server
Deployment）] に移動し、設定を展開するコール サーバを選択します。[保存して展開（Save
and Deploy）] をクリックします。
6 サイト ID の挿入ポイントについては、次のスクリーンショットに示すように、ネットワーク
VRU ラベルと相関 ID 間のデフォルトのロケーションを使用します。
SIP の展開：Unified CM の手順
1 Unified CM を使用して、SIP プロキシ サーバへの SIP トランクを作成し、ファントム ロケー
ションを選択します。
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2 各イングレス ゲートウェイへの SIP トランクを作成し、これらのイングレス TDM-IP ゲート
ウェイを実際のブランチ ロケーションにします。

3 CCM ルーティング クライアントのネットワーク VRU ラベルを、ステップ 1 で作成した SIP プ
ロキシへの SIP トランクにポインティングするルート パターンを作成します。
SIP プロキシは、CVP コール サーバのファームへの CCM ルーティング クライアントのネット
ワーク RRU ラベルをルーティングする必要があります。
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4 すべての IP 発信コールで、CCM ルート パターンを、ステップ 1 で作成した SIP トランクに関
連付ける必要があります。
5 [Cisco Unified CM の管理（Unified CM Administration）] で、[デバイス（Device）] > [デバイス
の設定（Device Settings）] > [SIP プロファイル（SIP Profile）] > [トランク固有の設定（Trunk
Specific Configuration）] > [着信要求を新規トランクへと再ルーティングする基準（Reroute
Incoming Request to new Trunk based on）] > [purpose=x-cisco-origIP のコール情報ヘッダー（Call-Info
Header with purpose=x-cisco-origIP）] の順に選択します。
6 ステップ 3 で作成された新しい SIP プロファイルを、ステップ 1 で定義されたトランクおよび
ステップ 2 で定義されたイングレス ゲートウェイに関連付けます。

ロケーションベースのコールアドミッション制御の設定
ロケーションベースのコール アドミッション制御（CAC）は、Unified CCE 支社コール フロー モ
デル（別名、集中型モデル）で使用されます。つまり、すべてのサーバ（Unified CVP、Unified
ICME、Unified CM、SIP Proxy サーバ、およびメディア サーバ）は 1 つまたは 2 つのデータ セン
ターにまとめて配置され、各支社（数百、数千の場合もある）にはゲートウェイと IP Phone のみ
が置かれます。
ここでは、次のタスクを実行するよう Unified CVP を設定する方法について説明します。
• Unified CM のロケーション ベースの CAC を調整します。
• WAN の帯域幅の使用を最小化します。
ここでは、考慮する必要がある他のコール フローと帯域幅の使用の問題についても説明します。
インストールと設定の詳細な手順についてはここでは説明しません。それらについては、Unified
CVP ソリューションをネットワーク内で設定する際のガイダンスで説明しています。Unified CVP
のインストール、設定、実行、および管理の方法についての追加情報は Installation and Upgrade
Guide for Cisco Unified Customer Voice Portal を参照してください。

Unified CM サービス構成時の設定
次の設定パラメータを設定して、Unified CM がコールの発信ロケーションとしての Unified CVP
ではなく、イングレス ゲートウェイを使用するようにします。
• Unified CM のサービス パラメータで、[不明な TCP 接続の許可（Accept Unknown TCP
connection）] を設定します。
• Unified CM サービス パラメータの [1720 をリッスンする GK 制御トランク（GK controlled
trunk that will listen to 1720）] を [なし（None）]“ ”に設定します。
• Unified CM のゲートウェイ デバイスとして Unified CVP を定義しないでください。
• Unified CM のゲートウェイ デバイスとしてイングレス ゲートウェイを定義します。デバイ
スに正しい場所を割り当てます。
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この設定により、発信側エンドポイントと電話機の場所に基づいて CAC を調整することができま
す。

Unified CVP の帯域幅利用
分散型キューイング コール フロー モデルでの CAC における Unified CVP の WAN 帯域幅使用は
次の要因によって決定されます。
• VoiceXML ドキュメントVoiceXML ドキュメント, （430 ページ）を参照してください。
• プロンプトの取得プロンプトの取得, （430 ページ）を参照してください。
以下の項では、分散型キューイング コール フロー モデルでの集中型コール制御の例を使用して、
これらの要因の帯域幅要件について説明します。これらの項で使用される例は、シスコがテスト
から取得したデータに基づいています。
例では、以下が想定されています。
• 各コールは、なんらかの IVR 処理により開始され、その後、エージェントに転送されます。
• 各ブランチには 20 のエージェントがおり、各エージェントは 1 時間当たり 30 コールを処理
します。したがって、コールの合計数は次のとおりです。
20 X 30 = 600 コール/時間 = 0.166 コール/秒（CPS）

VoiceXML ドキュメント
VoiceXML ドキュメントは、Unified ICME スクリプト内の外部スクリプト実行ノードにほぼ対応
します。
Unified CVP とゲートウェイ間の VoiceXML ドキュメントのラウンドトリップは、平均 7 KB（7000
バイト）を消費します。各コールに約 20 の VoiceXMLドキュメントが含まれている場合、VoiceXML
ドキュメントによって消費される WAN 帯域幅は次のように算出されます。
• 7000 バイト X 20 VoiceXML ドキュメント X 8 ビット = 1,120,000 ビット/コール
• 0.166 CPS X 1,120,000 ビット/コール = 185.9 Kbps/リモート サイト

プロンプトの取得
次の場所に音声プロンプトを保存します。
• 各ローカル サイトのゲートウェイ上のフラッシュ メモリ：この方法を使用すると、ゲート
ウェイはプロンプト用に .wav ファイルを取得する必要がなく、したがって、WAN の帯域幅
に影響しません。ただし、プロンプトを変更する必要がある場合は、すべてのゲートウェイ
で変更する必要があります。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
430

Unified CVP でのコールの転送およびキューイング
ゲートウェイ プロンプト キャッシングの考慮事項

• HTTP のメディア サーバ：この方法を使用すると、各ローカル サイトのゲートウェイ（設定
が適切な場合）は、プロンプトの数およびサイズに応じて、多数またはすべてのプロンプト
をキャッシュできます。
プロンプトが HTTP メディア サーバに保存される場合は、プロンプトの更新期間がそのサーバで
定義されます。プロンプトによって消費される帯域幅は、各ゲートウェイでのプロンプトの初期
ロードと、更新間隔の失効時の定期更新から構成されます。
プロンプトで消費される帯域幅を決定する例として、コール フローに 50 個のプロンプトがあり、
それぞれの平均サイズが 50 KB（50,000 バイト）であると想定します。また、プロンプトの更新
期間が HTTP メディア サーバで 15 分（900 秒）として定義されていることも想定します。
このコール フローのプロンプトに必要な WAN 帯域幅は次のように計算できます。
• 50 プロンプト X 50,000 バイト X 8 ビット = 20,000,000 ビット
• 20,000,000 ビット/900 秒 = 22.2 kbps/拠点

ゲートウェイ プロンプト キャッシングの考慮事項
HTTP メディア サーバに音声プロンプトを保存する場合、ゲートウェイ プロンプト キャッシング
を適切に設定して、ゲートウェイのパフォーマンスとネットワーク帯域幅使用の両方を最適化す
る必要があります。キャッシングが完全に無効になると、ゲートウェイのパフォーマンスは約 35
～ 40 % 低下します。

ゲートウェイでのキャッシングの設定
手順
ステップ 1

ゲートウェイで次の設定を設定します。
a) ivr prompt memory 15000
b) http client cache memory file 500
c) http client cache memory pool 15000
'http client cache memory file' は、キャッシュできる最大サイズのプロンプト ファイルを
表します（キロバイト）。一般に、500K（約 1 分）を超える顧客プロンプトは、ロード
とキャッシングを促進するため、より小さく管理しやすいファイルに分割します。たと
えば、キューの音楽は 30 秒のプロンプトの繰り返しループにすることができます。ま
た、プロンプト全体が再生されない限り、プロンプトはストリーミングされるため、プ
ロンプトはキャッシュされないことに注意してください。このため、プロンプトを管理
可能なサイズにする必要があります。
ゲートウェイと HTTP メディア サーバ間で日時を同期します。
（注）
同期は正確である必要はありませんが、1、2 分以内にします。時間が同期されていな
いと、プロンプトが更新されなくなったり、コールごとに更新されたりすることがあ
り、両方とも望ましくない動作です。
（注）

ステップ 2
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ステップ 3

メディア サーバで、コンテンツの期限を設定します（たとえば 15 分）。

ゲートウェイ キャッシングの決定
ゲートウェイ キャッシングを正しく設定したかを確認するには、次のいずれかを実行します。
• クライアントがプロンプトを要求した場合は常に、メディア サーバ上の IIS ログに記録され
る。キャッシングが適切に設定されていれば、それらの要求は X 分ごとに適切に表示されま
す。この場合、「X」は特定のプロンプトの更新間隔として定義されている時間（分）を意
味します。ログは、C:\WINNT\system32\LogFiles\W3SVC1\ex* に置かれます。
• ゲートウェイで、show http client cache を実行します。Fresh Time 列は、HTTP メディア サー
バで設定した更新期間と同じになります。たとえば、更新期間が 15 分に設定されている場
合、900 秒と表示されます。Age 列には、プロンプトが最後に更新されてから何秒経過した
かが表示されます。一般に、Fresh Time よりも小さい数になります。ただし、最近コールが
プロンプトにまったくアクセスしていない場合、この数値は更新時間より大きくなる場合が
あります。プロンプトは、コールによってトリガーされ、かつ、プロンプトの Fresh Time の
期限が切れたときにのみ更新されます。Fresh Time の値を大きくし過ぎると、キャッシュか
らプロンプトを削除する方法はゲートウェイのリロードだけになります。

相関 ID としての UUI
Unified CVP は、VRU 専用コール フロー モデルの相関 ID として、着信コールのユーザツーユー
ザ情報（UUI）を使用します。この機能により、顧客は、たとえばコール制御に Call Routing Service
Protocol（CRSP）NIC を使用して、ネットワークを通じて相関 ID を転送できます。

（注）

この機能は、Unified CVP の VRU 専用コール フロー モデルにのみ適用されます。
ネットワークには相関 ID を格納する場所がないため、相関 ID は、IOS ゲートウェイに到達し、
その後ゲートウェイにより抽出される ISDN 設定で「非表示」にされる必要があります。コール
制御クライアントに相関 ID 値を GTD に挿入する機能がある場合は、Generic Transparency Descriptor
（GTD）データのユーザツーユーザ情報（UUI）として知られる UUS パラメータを使用して相関
ID を非表示にすることができます。
コールがネットワークからゲートウェイに到達すると、コール制御クライアントは、HTTP 要求
をタイプ 3 Unified CVP コール サーバに送信する前に、値を抽出してそれを DNIS に付加します。

機能の概要
コール制御クライアント（CRSP NIC など）は、NSS IAM メッセージの UUS パラメータの dat
フィールドに、任意の相関 ID 値を挿入します。これらの NSS メッセージは、PSTN から最終的に
IOS ゲートウェイに到達する GTD データを構築するための基礎として使用されます。IAM メッ
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セージおよび UUS パラメータの詳細については、ITU-T Narrowband Signaling Syntax spec（Q.1980.1）
を参照してください。dat フィールドに 16 進数のペアが含まれていることに注意してください。
つまり、相関 ID が「12345」の場合、dat フィールドには「3132333435」が移入されます。ゲート
ウェイの bootstrap.tcl スクリプトは、元の「12345」に変換してから、DNIS に付加し、HTTP URL
の形式で Unified CVP コール サーバに渡します。
ゲートウェイの設定については、ゲートウェイの設定, （251 ページ）を参照してください。

デバッグのヒント
ゲートウェイのトレース設定のデバッグ
ゲートウェイで、次のコードを入力します。
debug voip application script
debug gtd

ゲートウェイ ログの GTD 値
ゲートウェイ ログ内で、次の GTD 値を検索します。
6616806: *Jan 31 17:12:41.220: cdapi_find_tsm:
Found a gtdmsg of length144:6616807: *Jan 31 17:12:41.220:
gtd msg = "IAM,PRN,isdn*,,
ATT5*,USI,rate,c,s,c,1USI,lay1,ulawTMR,00CPN,00
,,u,5900CPC,09FCI,,,,,,,y,UUS,3,3132333435
---> This is the UUI that will become the Correlation
ID12345GCI, 87c0c79d91dd11daa9c4000bfda207f2"

Unified ICME での外部転送
アウトパルス転送用 Unified ICM スクリプト ラベル
アウトパルス転送モードを必要とする Unified CVP コールのための Unified ICM スクリプトでは、
ラベルに、DTMF の文字とそれに続く *8、およびいくつかのカンマ（各カンマは 100 ミリ秒の一
時停止を意味する）を追加する必要があります。宛先ラベルを DTMFnnnnn（nnnnn はアウトパル
スする数字）の形式で設定することにより、Unified CVP は、イングレス ゲートウェイへの H.245
シグナリングをアウトパルスに使用して、アウトオブバンド ディジットを送信します。
AT&T 転送接続機能を使用してコールを “4441234” に転送するには、ラベルを DTMF*8,,,4441234
に設定します。
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（注）

通常、PSTN スイッチでは、*8 と電話番号の間に遅延が予測されます。各カンマはデフォルト
で 100 ミリ秒を表します。これは、VBAdmin で SetTakebackDelay コマンドにより変更できま
す。

（注）

アウトパルス転送モードでは、Unified CVP は、ラベル内にあればどの数字もアウトパルス用
にゲートウェイに送信します。ターゲット スイッチとの相互運用性を確認するのは顧客の責
任になります。

（注）

Unified ICM スクリプトで SIP コールでのアウトパルス転送を使用する場合、ディジットは、
すでに確立されているコールにのみアウトパルスされます。つまり、DTMF*8 ラベルを送信す
るには、事前に、外部スクリプト実行ノードでコールを VXML ゲートウェイに転送する必要
があります。Unified ICM スクリプトは、コール内の最初の接続メッセージで Unified CVP に
DTMF*8 ラベルを返送することができません。この時点でコールは応答されていないためで
す。Unified CVP コール サーバは、アウトパルスのためにゲートウェイにディジットを送信す
るのに SIP INFO メッセージを使用します。

（注）

SIP でアウトパルス転送を使用するときは、デフォルトの番号間一時停止期間として、カンマ
区切りも使用できます。
たとえば、デフォルトの 100 ミリ秒のカンマ期間の場合、「DTMF*8,,,8009785001」のラベルで
は、最初の 8 と 2 つ目の 8 の間に 300 ミリ秒が含まれます。番号間の一時停止期間も 100 ミリ秒
になります。トーン期間も設定でき、デフォルトは 100 ミリ秒です。

（注）

SIP でのアウトパルス転送では、TDM ゲートウェイに送信される SIP INFO メッセージが使用
され、このゲートウェイでディジット アウトパルスが発生します。CTI デスクトップを使用す
るエージェントがブラインド転送（シングル ステップ転送）を実行し、転送 DN のスケジュー
ルされたスクリプトが DTMF タイプ ラベルを返した場合、Unified Communications Manager の
SIP トランクは UPDATE メッセージを使用して、ブリッジされたコールにより CVP DTMF ラ
ベルをループすることができます。Unified CVP は、ラベルを取り戻し、数字を SIP INFO メッ
セージに変換して、イングレス ゲートウェイに転送することができます。これはブラインド
転送でのみ動作します。コンサルト転送ではサポートされません。

Two B-Channel Transfer 用 Unified ICME スクリプト ラベル
Two B-Channel Transfer（TBCT）モードが必要な Unified CVP コールでは、次の構文により Unified
ICME スクリプトにラベル ノードを追加します。
TBCT99#8005551212#
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「8005551212」は、実際の転送宛先に置き換えてください。TBCT99 および # は必須です。
この形式で宛先ラベルを設定することにより、Unified CVP は、Two B-Channel transfer の入力エン
ドポイントにディジットを送信します。

フックフラッシュ転送用 Unified ICME スクリプト ラベル
フックフラッシュ転送モードを必要とする Unified CVP コール用 Unified ICME スクリプトには、
文字 HF を含むラベルを追加します。宛先ラベルを HFnnnnn（nnnnn はコールするディジット）の
形式で設定することにより、Unified CVP は、フックフラッシュ転送の入力エンドポイントにこの
ディジットを送信します。
フックフラッシュ後にスイッチが一時停止を要求する場合は、HF と転送番号の間にカンマを挿入
します。（各カンマは 100 ミリ秒を表します。）
たとえば、フックフラッシュ機能を使用して、フックフラッシュ後に 500 ミリ秒の停止を含むコー
ルを “4441234” に転送するには、Unified ICME ラベルを「HF,,,,,4441234」に設定します。

マルチキャスト保留音（MMoH）
ユニキャスト MoH の代わりとして、Unified CM の補足サービスを利用してマルチキャスト
Music-on-Hold を実現できます。
この機能を展開にする方法は 2 通りあります。
• Unified CM を使用して、ローカル LAN でのパケットのマルチキャストを行います。
• 拠点ゲートウェイを使用して、ローカル LAN でのマルチキャストを行います。
後者は、ゲートウェイに Survivable Remote Site Telephony（SRST）が設定されている場合に使用さ
れ、これにより、MoH をローカルに使用して WAN リンクでの MoH ストリーミングを回避する
ように展開することができます。

（注）

Unified CVP の SIP トランク（Unified CM で設定）を MMoH リソースをサポートするメディア
リソース グループ リスト（MRGL）と関連付けてください。設定の詳細と MRGL の作成方法
については、次のリンクにアクセスしてください。
• 『Configuring Music on Hold』
• Cisco Unified SRST をマルチキャスト MoH リソースとして使用するための Cisco CallManager
と Cisco SRST の統合
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SIP のポスト コール調査
ポストコール調査は、通常のコール処理の後で行います。顧客がコールセンターのエクスペリエ
ンスに満足しているかどうかを判断するために使用されます。この機能により、エージェントが
コールを切断した後、必要に応じてポスト コール調査用に設定されたダイヤル番号にコールを送
信するコール フローを設定できます。
Unified CCE スクリプトは、状態についてテストし、ポスト コール調査を制御する拡張コール変
数を設定することで、コールごとにポスト コール調査を有効または無効にできます。たとえば、
このスクリプトは、発信者が調査への参加を希望するかどうかを尋ねるプロンプトを呼び出すこ
とができます。発信者の回答に基づいて、スクリプトは、コールをポスト コール調査のダイヤル
番号に転送するかどうかを制御する拡張コール変数を設定できます。
ポスト コール調査は、Unified CCE から見ると、通常のコールと同じように動作します。スクリ
プトが呼び出されると、顧客は、プッシュホン電話機のキーパッドおよび ASR/TTSで音声を使用
して、調査中の質問に応答できます。ポストコール調査中に、元の顧客コールからコールコンテ
キスト情報が取得されます。

（注）

レポートのために、ポスト コール調査コールは元の着信コールと同じ CallGUID およびコール
コンテキストを持ちます。

（注）

PCS では、Unified CVP がコール コンテキスト内で NEW_CALL に送信できるのは、コール変
数と定義済みの ECC 変数、および ToExtVXML や FromExtVXML などの ECC アレイのみで
す。
Unified CVP でポスト コール調査機能を使用するには、コール サーバでの設定が必要です。また、
Unified ICM スクリプトを設定することで、ポスト コール調査の使用のオン/オフを切り替えるこ
ともできます。次の項では、これらの 2 つの設定方法について説明します。

ポスト コール調査に関するコール サーバの設定
次の手順では、ダイヤルコールに対してダイヤル番号パターンを、ポスト コール調査に対してダ
イヤル番号パターンを入力します。いずれの場合でも、パターンでは、英数字および感嘆符（!）、
アスタリスク（*）、および文字 X やピリオド（.）といった 1 桁の一致などのワイルドカード文
字を使用できます。パターンは、オプションの大なり（>）ワイルドカード文字で終了できます。
ダイヤル番号パターンの最大長は 24 文字です。
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手順
ステップ 1

https://<OAMP_server_IP>:9443/oamp と入力して CVP Operations Console にアクセスします。

ステップ 2

Operations Console にログインし、[デバイス管理（Device Management）] > [Unified CVP コール
サーバ（Unified CVP Call Server）] の順に選択します。
[コール サーバの検索、追加、削除、編集（Find, Add, Delete, Edit Call Servers）] ウィンドウが開き
ます。

ステップ 3

ポスト コール調査を設定するコール サーバをクリックします。
[CVP コール サーバ設定の編集（Edit CVP Call Server Configuration）] ページが表示されます。

ステップ 4

[SIP] タブをクリックします。[システムダイヤル番号パターン設定の上書き（Override System Dialed
Number Pattern Configuration）] がオフになっていることを確認します。

ステップ 5

[保存して展開（Save and Deploy）] をクリックし、Unified CVP コール サーバ デバイスを展開し
ます。

ステップ 6

[システム（System）] > [ダイヤル番号パターン（Dialed Number Pattern）] の順に選択します。
[ダイヤル番号パターン（Dialed Number Pattern）] ウィンドウが開きます。

ステップ 7

[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 8

[ダイヤル番号パターン（Dialed Number Pattern）] フィールドにパターンを入力します。これは、
ポスト コール調査に送信するコールのダイヤル番号です。ここで入力したダイヤル番号パターン
が一意であることを確認します。（ダイヤル番号を複数の調査番号に関連付けることはできませ
ん）。

ステップ 9

[着信コールのポスト コール調査を有効にする（Enable Post Call Survey for Incoming Calls）] をオ
ンにします。この操作により、指定されたダイヤル番号パターンのすべての着信コールでポスト
コール調査が有効になります。
[調査ダイヤル番号パターン（Survey Dialed Number Pattern）] フィールドが表示されます。

ステップ 10

[調査ダイヤル番号パターン（Survey Dialed Number Pattern）] フィールドで、ポスト コール調査の
ダイヤル番号を入力します。これは、通常のコール フロー完了後のコールの転送先ダイヤル番号
です。
入力した番号を記録します。次のタスクでは、CCE Administration でこのダイヤル番号を作成し、
このダイヤル番号と関連付けるコール タイプを作成します。

ステップ 11

[保存（Save）] をクリックして、ダイヤル番号パターンを保存します。
[ダイヤル番号パターン（Dialed Number Pattern）] ページに戻ります。

ステップ 12

[展開（Deploy）] をクリックしてすべてのコール サーバに設定を展開します。

ポスト コール調査に関する ICM の設定
設定は、Unified ICM でポスト コール調査を使用するために必要ではありませんが、ECC
variableuser.microapp.isPostCallSurvey および n または y（値は大文字と小文字が区別されます）の
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値を使用して機能を無効および再度有効にすることにより、ICM スクリプト内で機能をオフ（そ
の後、再度オン）にすることができます。
ラベル ノードの前、または Queue to Skillgroup ノードの前で、ECC 変数を n または y の値に設定
します。これにより、エージェントが転送する前に正しい値が Unified CVP に送信されます。こ
の ECC 変数はポスト コール調査コールを発信するために必要ではありませんが、Operations Console
を使用してポスト コール調査が設定されると、これを使用して機能を制御することができます。
DN が Operations Console でポスト コール調査に対してマッピングされている限り、コールは設定
されたポスト コール調査 DN に自動的に転送されます。

（注）

• ポスト コール調査 DN は、Unified CVP が少なくとも 1 つの CONNECT メッセージを ICM
から（VRU レッグまたはエージェント レッグのいずれかから）受信している場合に発信
されます。IVR から切断されたコールでポスト コール調査が必要ない場合は、ICM スク
リプトの END ノードを使用します。
• ルータ再クエリが誤って設定され、無応答タイムアウトが発生している場合、発信者は
ポスト コール調査 DN に転送されます。これは、Queue ノードが使用され、ターゲット
再クエリの有効化がオフになっている場合に発生することがあります。

手順
ステップ 1

Unified ICM Administration Workstation で、Configuration Manager を使用して、拡張コール変数リス
ト（ECC）ツールを選択します。

ステップ 2

[名前（Name）]：user.microapp.isPostCallSurvey の新しい ECC 変数を作成します。

ステップ 3

[最大長（Maximum Length）] を 1 に設定します。

ステップ 4

[有効（Enabled）] チェックボックスをオンにします。次に [保存（Save）] をクリックします。
Unified ICM スクリプトでは、スクリプト開始時、user.microapp.isPostCallSurvey がスクリプトで
まだ設定されていない場合でも、ポスト コール調査のデフォルト動作が有効になっていることに
注意してください。user.microapp.isPostCallSurvey を n に設定することにより、スクリプトでポ
スト コール調査をオフにすることができます。この変数を y.に設定することにより、後でスクリ
プトの同じパスでポスト コール調査を再度有効にすることができます。

ステップ 5

[管理（Manage）] > [コール タイプ（Call Types）] の順に選択します。

ステップ 6

ポスト コール調査のコール タイプを追加して、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

[管理（Manage）] > [ダイヤル番号（Dialed Numbers）] の順に選択します。

ステップ 8

CVP で作成したポスト コール調査ダイヤル番号パターンのそれぞれにルーティング タイプ外部音
声のダイヤル番号を作成し、これらを追加したポストコール調査コールタイプに関連付けます。

ステップ 9

[Save] をクリックします。

ステップ 10

新しい拡張コール変数を追加した場合、アクティブな汎用 PG（A 側または B 側）を再起動し、新
しい変数を登録する必要があります。
拡張コール変数がすでに存在する場合、このステップは省略できます。
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（注）

user.microapp.isPostCallSurvey 設定は、接続または一時的な接続のメッセージを受信す
るときにのみ CVP で有効になります。このため、最初にエージェントに到達すること
なく（'after hours of treatment' など）調査を実行したくない場合は、最初の 'Run script
request' の前に isPostCallSurvey を n に設定する必要があります。
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サーバ グループ
サーバ グループは、SIP INVITE の送信を試行する前に宛先アドレスのステータスを発信元エンド
ポイントが認識できるようにする、ダイナミック ルーティング機能です。宛先がネットワークを
介して到達不能、またはアプリケーション層でアウトオブサービスの場合、発信元 SIP ユーザ エー
ジェントは、ハートビート メカニズムを介してステータスを事前に認識できます。
サーバ グループは、SIP のエンドポイントとともにハートビート メカニズムを追加します。この
機能を使用すると、障害のあるエンドポイントが原因の遅延をなくすことによって、コール制御
のフェールオーバーを高速化できます。
次のリストに、重要な設定項目の概要を示します。
• サーバ グループは設定に自動的には追加されません。明示的にサーバ グループを設定して
展開し、その機能をオンにする必要があります。
• ローカル SRV 機能が設定済みで、したがって srv.xml ファイルが作成されている場合、
Operations Console を使用してサーバ グループを設定する前に srvimport.bat コマンドを実行
する必要があります。そうしないと、既存の定義が上書きされます。このプロセスについて
は、次に示す設定の詳細で説明します。
• サーバ グループは Operations Console を使用して定義します。サーバ グループの設定は少な
くとも 1 つのコール サーバに割り当てられなければ保存できないため、最初に少なくとも 1
つのコール サーバを設定する必要があります。
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サーバ グループの設定
サーバ グループを設定するには、次の手順を実行します。
1 以前に srv.xml ファイルを作成している場合は、Unified CVP をアップグレードした後、バッチ
ファイル srvimport.bat を実行して、以前の設定を新しいサーバ グループ機能に転送します。
srvimport.bat ファイルは、CVP bin directory にあります。このバッチ ファイルで、srv.xml ファ
イルは引数として使用されます。コール サーバの設定ディレクトリからこのファイルをコピー
します。srvimport.bat を実行すると、この設定データが Operations Console に移入されます。

（注）

.bat ファイルを実行する前に、OAMP（Operations Console ）サービスを停止する必要がありま
す。
2 Operations Console を使用してコール サーバを定義していない場合は、Operations Console のオ
ンライン ヘルプの「Configuring a Call Server」を参照してください。
3 Operations Console から、[システム（System）] > [SIP サーバ グループ（SIP Server Groups）] >
[新しい SIP サーバ グループの追加（Add New SIP Server Group）] の順に選択します。
4 サーバ グループは、1 つ以上の宛先アドレス（エンドポイント）で構成され、サーバ グループ
ドメイン名で識別されます。このドメイン名は、SRV クラスタ ドメイン名、または完全修飾
ドメイン名（FQDN）とも呼ばれます。FQDN を定義し、リストに追加します。Operations
Console のオンライン ヘルプの「Configuring Server Groups」を参照してください。
5 サーバ グループの設定を完了する方法については、Operations Console オンライン ヘルプの
「SIP Server Group Configuration Settings」を参照してください。
6 [コール サーバの展開（Call Server Deployment）] タブをクリックし、サーバ グループに関連付
けるコール サーバ（1 または複数）を選択します。[保存して展開（Save & Deploy）] をクリッ
クします。

（注）

コール サーバ設定を関連付けた場合、すべての SIP サーバ グループ設定がコール サーバに適
用されますが、SIP サーバ グループの個々の展開はサポートされません。
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サーバ グループの診断
CVP ログ ファイルには、エンドポイント ステータス イベントを示すトレースがあります。診断
サーブレットから [SIP 状態のマシンをダンプする（dump SIP state machine）] のリンクをクリック
して、次の例に示すような情報を表示します。
図 26：サーバ グループの診断

Unified CVP の冗長性とフェールオーバー
ここでは、Unified CVP ソリューションでの、ASR サーバ、TTS サーバ、メディア サーバ、VXML
Servers の冗長性とフェールオーバー メカニズムについて説明します。

VXML Server アプリケーションの冗長性
VXML Server アプリケーションは、ASR および TTS サーバに関して、それぞれに 1 つのホスト名
または IP アドレスの指定のみを許可するゲートウェイのデフォルト設定に依存しています。この
点は、特定の名前のバックアップ ASR および TTS サーバに対して自動再試行をサポートする
Unified CVP マイクロアプリケーション ベース アプリケーションと異なります。
Nuance または Scansoft ASR/TTS サーバを使用している場合は、ゲートウェイで次の設定を使用し
てください。
ip host asr-en-us 10.10.10.1
ip host tts-en-us 10.10.10.2

Nuance または Scansoft ASR/TTS サーバを使用している場合は、ゲートウェイで次の設定を使用し
てください。
mrcp client rtpsetup enable
ivr asr-server rtsp://asr-en-us/recognizer
ivr tts-server rtsp://tts-en-us/synthesizer
http client cache memory pool 15000
http client cache memory file 500
ivr prompt memory 15000
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ivr prompt streamed none
mrcp client timeout connect 5
mrcp client timeout message 5
rtsp client timeout connect 10
rtsp client timeout message 10
vxml tree memory 500
http client connection idle timeout 10
no http client connection persistent

上記の ivr コマンドで設定されている URL は、ASR および TTS サービスに関するゲートウェイの
デフォルト ターゲットを定義し、そのゲートウェイによって処理されるすべてのコールに適用さ
れます。これは、シスコ独自の VoiceXML プロパティ、com.cisco.asr-server または com.cisco.tts-server
を移入することにより、VXML Server アプリケーションで動的にオーバーライドできます。

（注）

カスタム VXML アプリケーションを使用している際に ASR/TTS フェールオーバーが機能する
ようにするには、Application Control Engine（ACE）または他のサポートされているロード バ
ランサが必要です。

マイクロ アプリケーション ベース アプリケーションの冗長性
ACE が ASR または TTS サーバで使用されている場合、IVR サービスは、メディア サーバ、ASR/TTS
サーバおよびマイクロ アプリケーション ベース アプリケーションへのフェールオーバー メカニ
ズムの実装に重要な役割を果たします。これらの各サーバの最大 2 つまでサポートされ、再試行
とサーバ間のフェールオーバーは、IVR サービスにより調整されます。

（注）

この冗長性メカニズムは、Unified CVP マイクロアプリケーションでのみ使用できます。

（注）

IVR サービスでフェールオーバーを調製するための設定については、Administration Guide for
Cisco Unified Customer Voice Portal を参照してください。

IVR サービスのフェールオーバー メカニズム
IVR サービスのフェールオーバー メカニズムは、次に対して適応されます。
• IVR サービスと IOS Voice Browser 間のみの接続。
• IOS Voice Browser と ASR サーバ、TTS サーバまたはメディア サーバ間のすべての通信。
• ICM スクリプト ECC 変数 user.microapp.media_server がメディア サーバに設定されている
場合のメディア サーバ。user.microapp.media_server がメディア サーバに設定されている場
合、IVR サービスはゲートウェイで定義された次の IP アドレスを使用します。
◦ ip host mediaserver 10.86.129.50
◦ ip host mediaserver-backup 10.86.129.51
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（注）

user.microapp.media_server がメディア サーバのハードコードされた IP アド
レスとして設定されている場合、IVR サービスはメディア サーバのフェール
オーバーを実行しません。

IVR サービスは、9（MEDIA_FILE_NOT_FOUND）、33（GENERAL_ASR_TTS）、31
（MEDIA_RESOURCE_ASR）または 32（MEDIA_RESOURCE_TTS）のコール結果エラー コード
値を受信すると、以下のように動作します。
• メディア サーバへの接続を試行する際に、IVR サービスは、次のように動作します。
◦ [IVR サービスの設定（IVR Service Configuration）] の [メディア サーバの再試行（Media
Server Retry Attempts）] フィールドで定義されている回数、要求を再送信します。
◦ 指定された回数試行しても接続が成功しない場合、[IVR サービスの設定（IVR Service
Configuration）] の [バックアップ メディア サーバを使用（Use Backup Media Servers）]
が [はい（Yes）]（デフォルト）に設定されていれば、IVR サービスは、失敗してエラー
が生成されるまで、バックアップ メディア サーバからのメディアの取得を同じ回数試
行します。

（注）

バックアップ メディア サーバは、<mediaserver>-backup としてゲートウェイで
定義されます。

◦ コール状態イベントで ICM サービスに渡されたイベントを、今度は Unified ICME に渡
します。
• ASR/TTS サーバへの接続を試行する際に、IVR サービスは、次のように動作します。
◦ [IVR サービスの設定（IVR Service Configuration）] の [ASR/TTS サーバの再試行回数
（ASR/TTS Server Retry Attempts）] フィールドで定義されている回数、要求を再送信し
ます。
◦ 指定された回数試行しても接続が成功しない場合、[IVR サービスの設定（IVR Service
Configuration）] の [バックアップ ASR/TTS サーバを使用（Use Backup ASR/TTS Servers）]
が [はい（Yes）]（デフォルト）に設定されていれば、IVR サービスは、失敗してエラー
が生成されるまで、バックアップ ASR/TTS サーバへの接続を同じ回数試行します。

（注）

バックアップ ASR および TTS サーバは、asr-<locale>-backup および
tts-<locale>-backup としてゲートウェイで定義されます。

◦ コール状態イベントで ICM サービスに渡されたイベントを、今度は Unified ICME に渡
します。
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新しい各コールは、プライマリ サーバに接続しようと試行します。フェールオーバーが発生する
と、バックアップサーバがコールの間使用されます。次の新しいコールは、プライマリサーバに
接続しようとします。

（注）

このフェールオーバー メカニズムは、以前のリリースの Unified CVP ソフトウェアで使用され
ているメカニズムとは異なります。レガシー リリースでは、スティッキ接続が使用されてい
ます。スティッキ接続では、バックアップ サーバに対してフェールオーバーが発生すると、
後続の新しいコールは、プライマリ サーバへの接続を試みる代わりに自動的にバックアップ
サーバに接続します。

Speech Server の設定
はじめる前に
Operations Console に Speech Server を追加する前に Speech Server に Remote Operations をインストー
ルします。

手順
ステップ 1

Operations Console から、[デバイス管理（Device Management）] > [Speech Server] の順に選択しま
す。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックして新しい Speech Server を追加するか、[テンプレートとして
使用（Use As Template）] をクリックして既存のテンプレートを使用して新しい Speech Server を
設定します。

ステップ 3

次のタブをクリックし、コール フロー モデルに基づいて設定を行います。
a) [全般（General）] タブ詳細については、全般設定, （246 ページ）を参照してください。
b) [デバイスプール（Device Pool）] タブ[使用可能（Available）] ペインから [選択済み（Selected）]
ペインにデバイス プールを移動して Speech Server をデバイス プールに追加します。デバイス
プールの追加、削除、編集に関する詳細については、デバイス プールのデバイスの追加または
削除, （120 ページ）を参照してください。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックして、設定を Operations Server データベースに保存します。Speech Server
ページへの変更を後で展開するには、[保存して展開（Save and Deploy）] をクリックします。
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Unified CVP でのロード バランシングのためのアプリケー
ション コントロール エンジン
設定の詳細については、『Cisco ACE 4700 Series Appliance Server Load-Balancing Configuration Guide』
を参照してください。
ACE は、HTTP、MRCP、および RTSP トラフィックにロード バランシング サービスを提供しま
すが、コール コントロール シグナリング SIP メッセージには提供しません。ACE は、ロード バ
ランシング デバイスとして、ロード バランス対象サーバ セット内のどのサーバでクライアント
からのサービス要求を受信するかを決定します。ロード バランシングは、サーバまたはサーバ
ファーム全体をオーバーロードすることなくクライアント要求を遂行するのに役立ちます。また、
各サーバの状態をモニタし、サーバの障害時には、動作中の他のサーバにサーバの負荷を転送す
ることにより、ACE はハイ アベイラビリティのサポートを提供します。
ACE のこのアプリケーションでは、エンジンは、主に特定のタイプのサービスの初期セッション
要求に送るために使用されます。次の 4 つのタイプのサービスがあります。
• http プロンプト
• ASR/TTS
• Unified CVP コール サーバ
• Unified CVP VXML Server
次の一般的なアプローチは、ACE とともに使用する各 Unified CVP コンポーネントのタイプの設
定に適用されます。
• 実サーバ：ACE ロード バランシングを必要とする Unified CVP コンポーネント（コール サー
バ、VXML Server など）のグループごとに 1 つの ACE 実サーバを設定します。実サーバの
設定の一般的な手順については、『Cisco ACE 4700 Series Appliance Server Load-Balancing
Configuration Guide』を参照してください。
• サーバ ファーム：データセンターでは通常、サーバは、サーバ ファームと呼ばれる関連グ
ループに編成されています。多くの場合、サーバ ファーム内のサーバには同じコンテンツ
（ミラー化されたコンテンツと呼ばれる）が格納されているため、1 つのサーバが動作しな
くなると、別のサーバがただちに処理を引き継ぎます。サーバ ファームの作成および名前の
指定後、サーバ ファームに既存の実サーバを追加したり、ロード バランシング プレディク
タ、サーバの重み、バックアップ サーバ、ヘルス プローブなど、サーバ ファームの他のパ
ラメータを指定することができます。サーバ ファームの設定の一般的な手順については、
『Cisco ACE 4700 Series Appliance Server Load-Balancing Configuration Guide』を参照してくだ
さい。
• ヘルス モニタリング：ヘルス プローブ（キープアライブとも呼ばれる）を設定することに
よって、サーバおよびサーバ ファームのヘルスをチェックするように ACE サーバに指示す
ることができます。プローブを作成したら、プローブを実サーバまたはサーバ ファームに割
り当てます。プローブは、TCP、ICMP、Telnet、または HTTP など、多くのタイプのいずれ
かにすることができます。ACE サーバは、プローブを定期的に送信してロード バランス対
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象サーバのステータスを調べ、サーバの応答を確認し、クライアントがサーバにアクセスで
きなくなるようなネットワークの他の問題がないかどうかをチェックします。プローブの設
定の一般的な手順については、『Cisco ACE 4700 Series Appliance Server Load-Balancing
Configuration Guide』を参照してください。
• クラス マップおよびポリシー マップ：ACE サーバは、複数の設定要素を使用してトラフィッ
クをフィルタし、次いで、そのトラフィックでさまざまな操作を実行してから、ロード バラ
ンシングの決定を行います。これらのフィルタ要素および後続のアクションは、サーバ ロー
ドバランシングのトラフィック ポリシーの基礎となります。トラフィック ポリシーの設定
の一般的な手順については、『Cisco ACE 4700 Series Appliance Server Load-Balancing
Configuration Guide』を参照してください。
特定のコンポーネント タイプの設定については、次の項で説明します。
ここでは、ACEサーバが常に使用可能な各タイプの全サーバ間でロード バランスを実行できるよ
う、各サーバ ファーム内の各サーバが正しく動作していることを ACE サーバが確認するのに必
要なプローブおよび他の設定を行います。
図 27：Unified CVP でのロード バランシングのためのアプリケーション コントロール エンジン

一般的なプローブ
ACE ユニットの設定で、サーバ接続を確認するための ICMP プローブを作成します。その後のサ
ブ トピックで、このプローブを実サーバのそれぞれに関連付けます。
probe icmp PROBE_SERVICE_ICMP
interval 5
receive 3
faildetect 1
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passdetect interval 5
passdetect count 1

Unified CVP メディア サーバ
メディア サーバは、音声ゲートウェイに Unified CVP プロンプト ファイルを提供する役割を果た
す標準 Web サーバです。
HTTP プローブの作成
次のプローブは、メディア サーバが正常に動作しているかどうかを判断するために使用されま
す。簡易な HTTP 要求がメディア サーバに送信され、プローブは HTTP リターン コード 200 の
チェックを行います。
メディア サーバのプローブは、/index.html に HTTP 要求を送信します。要求は、デフォルトの
HTTP ポート（80）、およびプローブに関連付けられた実サーバの IP アドレスに送信されます。
次のプローブでは、次のパラメータが設定されます。要件に従って実際の値を設定してください。
『Cisco ACE 4700 Series Appliance Server Load-Balancing Configuration Guide』を参照してください。
メディア サーバの HTTP プローブを作成するには、ACE サーバの設定に次のコードを配置しま
す。
probe http PROBE_HTTP
interval 5
receive 3
faildetect 1
passdetect interval 5
passdetect count 1
request method get url /index.html
expect status 200 200
open 1

物理サーバの設定
ロードバランシングするすべての物理メディア サーバに対して実サーバを作成します。次の例に
示すように、サーバファーム内の各メディアサーバに対してセクションを作成して、各サーバと
ICMP プローブとを関連付けます。
rserver host mediaServer1
ip address 10.1.1.1
probe PROBE_SERVICE_ICMP
inservice
rserver host mediaServer2
ip address 10.1.1.2
probe PROBE_SERVICE_ICMP
inservice

物理（メディア）サーバのグループ化
ACE設定ファイルでサーバ ファームを作成し、このファームとサーバとを関連付けます。次の例
では、HTTP プローブをサーバ ファームに適用し、ACE サーバ プローブをサーバ ファーム内の
各メディア サーバに適用しています。ただし、このプローブを物理サーバに関連付けることもで
きます。
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（注）

ポートを指定すると、そのポートでの接続のみがこのサーバ ファームで受け入れられます。
serverfarm host media_server_FARM
description Media Server Farm
probe PROBE_HTTP
rserver mediaServer1 80
inservice
rserver mediaServer2 80
inservice

クラス マップの設定
次の設定は、レイヤ 3 およびレイヤ 7 クラス マップを定義します。
• レイヤ 3 クラス マップは、仮想 IP および許可されたトラフィック ポートを定義するのに使
用されます。このクラス マップは、レイヤ 3/4 ポリシー マップに適用されます。ロード バ
ランシング ポリシーに基づき、仮想 IP に送信されたトラフィックは、ACE サーバにより、
実際のメディア サーバに向けられます。
• レイヤ 7 クラス マップは、指定した URL パターンに基づきトラフィックをフィルタするの
に使用されます。このクラス マップは、どのサーバをロードバランシングするかについての
情報を含むレイヤ 7 ポリシー マップに関連付けられます。
ACE サーバに入るトラフィックがクラス マップ L3_Media_Server_VIP に一致している場合、ACE
サーバは次で定義する Media_Server_L7SLB で指定されたアクションを適用します。
class-map match-all L3_Media_Server_VIP
2 match virtual-address 10.1.1.3 tcp eq www
class-map type http loadbalance match-all L7_HTTP_CLASS
2 match http url .*

ポリシー マップの設定

（注）

次のコードで、レイヤ 7 クラス マップはレイヤ 7 ポリシー マップに関連付けられます。
policy-map type loadbalance first-match Media_Server_L7SLB
class L7_HTTP_CLASS
serverfarm media_server_FARM
policy-map multi-match POLICY
class L3_Media_Server_VIP
loadbalance vip inservice
loadbalance policy Media_Server_L7SLB
loadbalance vip icmp-reply active

ASR/TTS サーバ
プローブ
下記のプローブは、MRCP ASR/TTS サーバが正常に動作しているかを判断するために使用されま
す。ASR/TTS サーバが動作していることを確認するために、ACE サーバが MRCP ポートへの接
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続を確立します。次の設定では、TCP プローブが使用されます。このプローブは、サーバから情
報を受信するのに、設定されている 3 秒間待機します。ACE サーバが MRCP トラフィック用の
ポート 554 に接続できない場合、ASR/TTS サービスがダウンしていると見なされます。
次のプローブでは、パラメータが設定されます。要件に従って実際の値を設定してください。
『Cisco ACE 4700 Series Appliance Server Load-Balancing Configuration Guide』を参照してください。
次の設定例は、ACE サーバ設定の一部分です。
probe tcp PROBE_ASR_TTS
port 554
interval 5
receive 3
faildetect 1
passdetect interval 5
passdetect count 1
open 1

実サーバおよびサーバ ファームの設定
次のコードは、物理サーバを定義して ICMP プローブに関連付けます。
rserver host asrtts1
ip address 10.1.1.12
probe PROBE_SERVICE_ICMP
inservice
rserver host asrtts2
ip address 10.1.1.13
probe PROBE_SERVICE_ICMP
inservice

次のコードは、サーバ ファームを定義して PROBE_ASR_TTS プローブに関連付けます。サーバ
ファーム内のサーバは、ポート 554 での接続のみ受け入れます。
serverfarm host ASR
description ASR Farm
probe PROBE_ASR_TTS
rserver asrtts1 554
inservice
rserver asrtts2 554
inservice
serverfarm host TTS
description TTS Farm
probe PROBE_ASR_TTS
rserver asrtts1 554
inservice
rserver asrtts2 554
inservice

クラス マップの設定
ポート 554 での接続のみを受け入れるクラス マップを作成します（デフォルトで、rtsp はポート
554 にマッピングします）。
class-map match-all ASR_CLASS_L3
2 match virtual-address 10.1.1.14 tcp eq rtsp
class-map match-all TTS_CLASS_L3
2 match virtual-address 10.1.1.18 tcp eq rtsp

ポリシー マップの設定
policy-map type loadbalance first-match ASR_POLICY_L7
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class class-default
serverfarm ASR
policy-map type loadbalance first-match TTS_POLICY_L7
class class-default
serverfarm TTS
policy-map multi-match POLICY
class ASR_CLASS_L3
loadbalance vip inservice
loadbalance policy ASR_POLICY_L7
loadbalance vip icmp-reply active
class TTS_CLASS_L3
loadbalance vip inservice
loadbalance policy TTS_POLICY_L7
loadbalance vip icmp-reply active
inspect rtsp

ASR および TTS サーバのロケーション設定
TTS および ASR 処理のための外部メディア サーバを指定する方法は 2 つあります。
• ゲートウェイでの ASR および TTS サーバ ロケーションのグローバル指定, （452 ページ）
• 個々の VoiceXML ドキュメントでの ASR および TTS サーバ ロケーションの指定, （453 ペー
ジ）

ゲートウェイでの ASR および TTS サーバ ロケーションのグローバル指定
アプリケーションがメディアサーバと通信する必要があるかどうかに関係なく、メディアサーバ
セッションは IVR アプリケーションへのコールごとに作成されます。ゲートウェイで ASR および
TTS サーバ ロケーションをグローバルに指定するには、次の手順に従います。

手順
ステップ 1

ASR および TTS サーバでの IP アドレス マッピングに対するホスト名を定義します。
ip host asr-en-us 10.78.26.31
ip host tts-en-us 10.78.26.31

ステップ 2

ダイヤル ピア内の ASR サーバの SIP URI に一致する音声クラス URI を定義します。
voice class uri TTS sip
pattern tts@10.78.26.31

ステップ 3

ダイヤル ピア内の TTS サーバの SIP URI に一致する音声クラス URI を定義します。構文：voice
class uri tag sip
voice class uri ASR sip
pattern asr@10.78.26.31

ステップ 4

ASR および TTS サーバの SIP URI を定義します。構文：-sip:server-name@host-name | ip-address
ivr asr-server sip:asr@10.78.26.31
ivr tts-server sip:tts@10.78.26.31
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ステップ 5

ゲートウェイが SIP セッションを介して ASR サーバに対して MRCP を開始する際に発信ダイヤル
ピアとなる SIP VoIP ダイヤルピアを設定します。
dial-peer voice 5 voip
session protocol sipv2
destination uri ASR
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad

ステップ 6

ゲートウェイが SIP セッションを介して TTS サーバに対して MRCP を開始する際に発信ダイヤル
ピアとなる SIP VoIP ダイヤルピアを設定します。
dial-peer voice 6 voip
session protocol sipv2
destination uri TTS
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad

ステップ 7

SIP サーバ（通常なプロキシ サーバ）の名前または IP アドレスを指定します。セッション ター
ゲットの sip-server として、ダイヤル ピア セッション ターゲットを設定できます。構文：sip-server
{dns:[host-name] |ipv4: ip-addr[:port-num]}
sip-ua
sip-server ipv4:10.78.26.31

個々の VoiceXML ドキュメントでの ASR および TTS サーバ ロケーションの指定
メディアサーバセッションは、そのアプリケーションへのコールごとに発生します。少数のアプ
リケーションだけが TTS/ASR メディア セッションを必要とする場合、VoiceXML スクリプトで外
部メディア サーバ URL を定義するには、これらのアプリケーション内の <property> 拡張を使用
します。

（注）

VoiceXML ドキュメントでのメディア サーバの URL の指定は、ゲートウェイの設定よりも優
先されます。VoiceXML プロパティで同じ属性が設定されている場合、ゲートウェイで設定さ
れた値はすべて無視されます。

com.cisco.tts-server
以下に対して定義できます。
• <vxml> レベルのアプリケーションまたはドキュメント全体
• フォームまたはメニュー レベルの特定のダイアログ
• 特定のフォーム項目
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com.cisco.asr-server
VoiceXML ドキュメント プロパティの設定
手順
ステップ 1

Unified Call Studio で、AgeIdentification のプロパティを確認します。

ステップ 2

ルートまたはノード レベルで VoiceXML ドキュメントのプロパティを指定します。

ステップ 3

[プロパティ（Properties）] > [一般設定（General Settings）] > [言語（Language）] の順に選択し、
言語として「en-us」を指定します。
特定のサードパーティ製ソフトウェアおよびハードウェアは米国英語にのみ互換性があります。

フェールオーバーありの MRCPv2 のゲートウェイ設定例
-----------------Primary Server----ip host asr-en-us 10.78.26.83
ip host tts-en-us 10.78.26.83
ivr asr-server sip:asr@asr-en-us
ivr tts-server sip:tts@tts-en-us
voice class uri ASR sip
pattern asr@asr-en-us*
voice class uri TTS sip
pattern tts@tts-en-us*
dial-peer voice 5 voip
destination uri ASR
session target ipv4:10.78.26.83
session protocol sipv2
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 6 voip
destination uri TTS
session target ipv4:10.78.26.83
session protocol sipv2
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
-------Backup -------------------dial-peer voice 7 voip
destination uri ASR
session target ipv4:10.78.26.20
session protocol sipv2
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
preference 2
no vad
dial-peer voice 8 voip
destination uri TTS
session target ipv4:10.78.26.20
session protocol sipv2
dtmf-relay rtp-nte
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codec g711ulaw
preference 2
no vad

Unified CVP コール サーバ
（注）

コール サーバのロード バランシングは、IVR のみの展開でサポートされます。
プローブ
次のプローブは、コール サーバが起動していてサービス中であるかどうかを判断するために使用
されます。プローブは、コール サーバがサービス中の場合にのみ渡されます。このプローブは、
ACE サーバを使用する HTTP プローブです。
ACE サーバのコール サーバ プローブは、/cvp/VBServlet?MSG_TYPE=HEARTBEAT&TIMEOUT=0
に HTTP 要求を送信します。このプローブでは応答を返すまでに 4 秒と少しかかります。コール
サーバがサービス中の場合、HTTP 200 OK が返されます。
『Cisco ACE 4700 Series Appliance Server Load-Balancing Configuration Guide』を参照してください。
コール サーバの HTTP プローブを作成するには、ACE サーバの設定に次の行を入力します。
probe http
port 8000
interval 6
faildetect
passdetect
passdetect
receive 5
request method

PROBE_CALLSERVER_HTTP
1
interval 6
count 1
get url /cvp/VBServlet?MSG_TYPE=HEARTBEAT&TIMEOUT=0

open 1
expect status 200 200

Unified CVP コール サーバの QoS
QoS（Quality of Service）は、ネットワーク（またはインターネットワーク）の送信品質およびサー
ビス可用性の評価尺度です。

（注）

QoS 基準の定義の詳細については、『Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide』
を参照してください。
ポリシーに基づく QOS の作成方法については、ポリシーベース QoS の作成, （147 ページ）を参
照してください。

Unified CVP VXML Server
実サーバ：物理サーバの設定

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
455

Unified CVP のハイ アベイラビリティの設定
Unified CVP VXML Server

ロードバランシングするすべての物理 VXML Server に対して実サーバを作成します。次の例に示
すように、サーバ ファーム内の各 VXML Server にセクションを作成して、各サーバとプローブと
を関連付けます。
rserver host vxml1
probe PROBE_SERVICE_ICMP
ip address 10.1.1.15
inservice
rserver host vxml2
probe PROBE_SERVICE_ICMP
ip address 10.1.1.16
inservice

HTTP プローブの設定
次のプローブは、VXML Server が起動していてサービス中であるかどうかを判断するために使用
されます。プローブは、VXML Server がサービス中の場合にのみ渡されます。VXML Server の
HTTP プローブを作成するには、ACE サーバの設定に次の行を入力します。
VXML Server のプローブは、/CVP/Server?probe=true に HTTP 要求を送信します。VXML Server が
起動していてサービス中の場合、HTTP 200 OK が返されます。次の HTTP プローブでは、プロー
ブとこのプローブが関連付けられている実サーバの IP で指定されたポートに対して HTTP 要求が
行われます。
probe http PROBE_VXMLSERVER_HTTP
port 7000
interval 5
receive 3
faildetect 1
passdetect interval 5
passdetect count 1
request method get url /CVP/Server?probe=true
expect status 200 200
open 1

（注）

「?」を入力するには、疑問符を押す前に Ctrl v を押します。
サーバ ファームの設定
serverfarm host vxmlserver
probe PROBE_VXMLSERVER_HTTP
rserver vxml1 7000
inservice
rserver vxml2 7000
inservice

スティッキ サーバ ファーム
VXML Server で HTTP セッション情報を保存するためには、ACE サーバが、サーバ ファーム内の
サーバ リストから特定の VXML Server を選択した後に、同じ VXML Server にそのセッションの
すべてのトラフィックを送信し続けていることを確認する必要があります。これを実現するには、
スティッキ グループを使用します。
『Cisco ACE 4700 Series Appliance Server Load-Balancing Configuration Guide』を参照してください。
次の定義は、次に示す設定に適用されます。
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• HTTP cookie：スティッキ方式が使用されます。この方法では、ACE サーバがコンテンツ要
求を検証し、ポリシーの一致によってそのコンテンツがスティッキ状態であると判断する
と、ACE サーバはそのコンテンツ要求の cookie または URL を調べます。ACE サーバ は、
cookie または URL 内の情報を使用して、該当するサーバにコンテンツ要求を転送します。
• cookie 挿入：VXML Server の代わりに ACE サーバがリターン要求に cookie を挿入し、VXML
Server が cookie を入れるように設定されていなくても、ACE サーバが cookie スティッキを実
行できるようにします。この cookie には、ACE サーバが特定の実サーバへの固定を確実に実
行するために使用する情報が入っています。
次の ACE サーバ設定コードによりスティッキ機能が実現します。
sticky http-cookie ACE_COOKIE VXMLServer_HTTP_STICKY
cookie insert
serverfarm vxmlserver

クラス マップの設定
class-map match-all vxmlserver_HTTP_CLASS_L3
2 match virtual-address 10.1.1.17 tcp eq 7000

ポリシー マップの設定
policy-map type loadbalance first-match vxmlserver_HTTP_POLICY_L7
class L7_HTTP_CLASS
sticky-serverfarm VXMLServer_HTTP_STICKY
policy-map multi-match POLICY
class vxmlserver_HTTP_CLASS_L3
loadbalance vip inservice
loadbalance policy vxmlserver_HTTP_POLICY_L7
loadbalance vip icmp-reply active
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Unified CVP のハイ アベイラビリティの設定
Unified CVP VXML Server
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IPv6 設定（IPv6 Configuration）
• Unified CVP コール サーバでの IPv6 の設定, 459 ページ
• Unified Communications Manager での IPv6 の設定, 460 ページ
• Unified Communications Manager での共通デバイス設定プロファイルの追加, 461 ページ
• Unified Communications Manager から Unified CVP への SIP トランクの設定, 463 ページ
• ゲートウェイの設定, 464 ページ
• Unified CM と IOS ゲートウェイでのトランスコーダの設定, 465 ページ

Unified CVP コール サーバでの IPv6 の設定
IPv6 対応導入では、IPv6 アドレスをご使用の Unified CVP コール サーバの既存のネットワーク イ
ンターフェイスに追加する必要があります。

手順
ステップ 1

Unified CVP コール サーバで [コントロールパネル（Control Panel）] > [ネットワークと共有（Network
and Sharing）] を選択します。

ステップ 2

[イーサネット（Ethernet）] をクリックします。

ステップ 3

[イーサネットのステータス（Ethernet Status）] ウィンドウで [プロパティ（Properties）] を選択し
ます。

ステップ 4

[インターネットプロトコルバージョン6（TCP/IPv6）（Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)）]
チェックボックスをオンにし、[プロパティ（Properties）] を選択します。

ステップ 5

[次のIPv6アドレスを使う（Use the following IPv6 address）] オプション ボタンをオンにします。

ステップ 6

[IPv6アドレス（IPv6 address）]、[サブネット プレフィックスの長さ（Subnet prefix length）]、お
よび [デフォルトゲートウェイ（Default gateway）] の各フィールドに値を入力します。

ステップ 7

プロンプトが表示されたら、[OK] をクリックして Windows を再起動します。
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IPv6 設定（IPv6 Configuration）
Unified Communications Manager での IPv6 の設定

Unified Communications Manager での IPv6 の設定
Unified Communications Manager での IPv6 の有効化
クラスタ内のすべての Unified Communications Manager で IPv6 を有効にするには、次の手順を実
行します。

手順
ステップ 1

[Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理（Cisco Unified Communications
Operating System Administration）] ウィンドウで、[設定（Settings）] > [IP] > [イーサネット IPv6
（Ethernet IPv6）] の順に選択します。

ステップ 2

[IPv6 を有効にする（Enable IPv6）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[IPv6 アドレス（IPv6 Address）]、[プレフィックスの長さ（Prefix Length）]、および [デフォルト
ゲートウェイ（Default Gateway）] の各フィールドに値を入力します。

ステップ 4

[Save] をクリックします。

Unified CM Administration でのクラスタ全体の設定
クラスタ全体でのメディアおよびシグナリング用のアドレッシング モード設定として IPv6 を設定
するには、次の手順を実行します。
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IPv6 設定（IPv6 Configuration）
Unified Communications Manager での共通デバイス設定プロファイルの追加

手順
ステップ 1

各 Unified Communications Manager サーバでのクラスタ全体の IPv6 設定を行うため、[Cisco Unified
CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から [システム（System）] > [エンタープライズパ
ラメータ（Enterprise Parameters）] > [IPv6設定モード（IPv6 Configuration Modes）] を選択します。

ステップ 2

[IPv6の有効化（Enable IPv6）] ドロップダウン リストから [はい（True）] を選択します。

ステップ 3

[メディア用のIPアドレッシングモード設定（IP Addressing Mode Preference for Media）] ドロップ
ダウンリストから [IPv6] を選択します。

ステップ 4

[シグナリング用のIPアドレッシングモード設定（IP Addressing Mode Preference for Signaling）] ド
ロップダウンリストから [IPv6] を選択します。

ステップ 5

[電話の自動設定を許可（Allow Auto-configuration for Phones）] ドロップダウンリストから [オフ
（Off）] を選択します。

ステップ 6

変更を保存します。

Unified Communications Manager での共通デバイス設定プ
ロファイルの追加
IPv6 対応環境では、IPv4 デバイスと IPv6 デバイスの両方を使用できます。
Unified Communications Manager で IPv4、IPv6、またはデュアル スタックの共通デバイス設定プロ
ファイルを追加するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

Cisco Unified CM の管理で、[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [共通デ
バイス設定（Common Device Configuration）] を選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックして、新しい共通デバイス設定プロファイルの名前を入力し
ます。

ステップ 3

[IPアドレッシングモード（IP Addressing Mode）] ドロップダウンリストから次の操作を実行しま
す。
• Unified Communications Manager で IPv6 共通デバイス設定プロファイルを追加するには、[IPv6
のみ（IPv6 only）] を選択します。
• Unified Communications Manager で IPv4 共通デバイス設定プロファイルを追加するには、[IPv4
のみ（IPv4 only）] を選択します。
• Unified Communications Manager でデュアル スタック共通デバイス設定プロファイルを追加す
るには、[IPv4とIPv6（IPv4 and IPv6）] を選択します。[シグナリング用のIPアドレッシング
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IPv6 設定（IPv6 Configuration）
ゲートウェイ トランクへの共通デバイス設定プロファイルの関連付け

モード設定（IP Addressing Mode Preference for Signaling）] ドロップダウンリストから [IPv4]
を選択します。
ステップ 4

変更を保存します。

ゲートウェイトランクへの共通デバイス設定プロファイルの関連付け
ゲートウェイ トランクに共通デバイス設定プロファイルを関連付けるには、次の手順を実行しま
す。この手順は、イングレス ゲートウェイに適用されます。

手順
ステップ 1

Cisco Unified CM Administration から、[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] を選択します。

ステップ 2

[検索（Find）] をクリックします。
表示するトランク プロファイルを選択します。

ステップ 3

[共通デバイス設定（Common Device Configuration）] ドロップダウン リストから次の操作を実行
します。
• ゲートウェイ トランクに IPv6 共通デバイス設定プロファイルを関連付けるには、IPv6 共通
デバイス設定プロファイルを選択します。
• ゲートウェイ トランクに IPv4 共通デバイス設定プロファイルを関連付けるには、IPv4 共通
デバイス設定プロファイルを選択します。
（注）

Unified CM ゲートウェイ トランクでは IPv4 または IPv6 トランクだけがサポートされて
います。Unified CM ゲートウェイ トランクにデュアル スタック共通デバイス設定プロ
ファイルを関連付けることはできません。

ステップ 4

[接続先アドレスIPv6（Destination Address IPv6）] フィールドに IPv6 アドレスを入力します。
（注）
Unified CM からゲートウェイへのトランクでは、標準 SIP プロファイルだけがサポート
されており、ANAT 対応デュアルスタック SIP トランクはサポートされていません。

ステップ 5

変更を保存します。
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IPv4 または IPv6 電話への共通デバイス設定プロファイルの関連付け

IPv4 または IPv6 電話への共通デバイス設定プロファイルの関連付け
手順
ステップ 1

[Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）] から、[デバイス（Device）] > [電話
（Phone）]を選択します。

ステップ 2

[検索（Find）] をクリックします。
表示するトランク プロファイルを選択します。

ステップ 3

[共通デバイス設定（Common Device Configuration）] ドロップダウン リストから、IPv6 共通デバ
イス設定プロファイルを選択します。
• IPv6 電話に IPv6 共通デバイス設定プロファイルを関連付けるには、IPv6 共通デバイス設定
プロファイルを選択します。
• IPv4 電話に IPv4 共通デバイス設定プロファイルを関連付けるには、IPv4 共通デバイス設定
プロファイルを選択します。

ステップ 4

変更を保存します。

Unified Communications Manager から Unified CVP への SIP
トランクの設定
ここでは、Unified Communications Manager から Unified CVP への SIP トランクを設定する手順を
説明します。

Unified CM での SIP プロファイルの追加
このオプションにより、デュアルスタック SIP トランクが IPv4 と IPv6 の両方のメディアを提供
できるようになります。この手順は、IPv6 対応導入でのみ実行します。
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IPv6 設定（IPv6 Configuration）
SIP トランクへのデュアル スタック共通デバイス設定プロファイルの関連付け

手順
ステップ 1

Cisco Unified CM の管理で、[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [SIPプ
ロファイル（SIP Profile）] を選択します。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックして、SIP プロファイルの名前を入力します。

ステップ 3

SIP プロファイルで [ANATの有効化（Enable ANAT）] チェック ボックスをオンにします。

ステップ 4

変更を保存します。

SIP トランクへのデュアル スタック共通デバイス設定プロファイルの
関連付け
この手順は、IPv6 対応導入を使用している場合にのみ実行する必要があります。

手順
ステップ 1

Cisco Unified CM Administration から、[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] を選択します。

ステップ 2

[検索（Find）] をクリックします。表示するトランク プロファイルを選択します。

ステップ 3

[共通デバイス設定（Common Device Configuration）] ドロップダウン リストから、デュアル スタッ
ク共通デバイス設定プロファイルを選択します。
（注）
デュアル スタック共通デバイス設定プロファイルの追加方法の詳細については、Unified
Communications Manager での共通デバイス設定プロファイルの追加, （461 ページ）を参
照してください。

ステップ 4

変更を保存します。

ゲートウェイの設定
インターフェイスでの IPv6 プロトコル スタックのサポートの設定
この手順は、イングレス ゲートウェイと VXML ゲートウェイの両方に適用されます。

手順
ゲートウェイで次の設定を行います。
>Enable
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イングレス ゲートウェイでの ANAT の有効化

>configure terminal
>interface type number
>ipv6 address{ ipv6-address / prefix-length | prefix-name sub-bits / prefix-length}
>ipv6 enable

イングレス ゲートウェイでの ANAT の有効化
手順
ゲートウェイで次の設定を行います。
>conf t
>voice service voip
>SIP
>ANAT
>bind control source-interface GigabitEthernet0/2
>bind media source-interface GigabitEthernet0/2

イングレス ゲートウェイでのデュアル スタックの有効化
手順
ゲートウェイで次の設定を行います。
>conf t
>sip-ua
>protocol mode dual-stack preference ipv6

Unified CM と IOS ゲートウェイでのトランスコーダの設
定
トランスコーダは次のシナリオで必要です。
• IPv6 エンドポイントにログインしているエージェントが、IPv4 エンドポイントにログインし
ているエージェントとの間で転送を送受信する必要がある。
• IPv6 エンドポイントにログインしているエージェントが、セルフ サービスのために VXML
ゲートウェイに接続する必要がある。
• ストリームを G.711 コーデックから G.729 コーデックに変換するマルチコーデック シナリ
オ。
Unified Communications Manager とゲートウェイでのトランスコーダ設定の詳細については、http:/
/www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
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IPv6 設定（IPv6 Configuration）
イングレス ゲートウェイでの CPU コール サーバ ダイヤル ピアの設定

products-installation-and-configuration-guides-list.htmlの『System Configuration Guide for Cisco Unified
Communications Manager』の「Configure Transcoders and Media Termination Points」の項を参照して
ください。

イングレス ゲートウェイでの CPU コール サーバ ダイヤル ピアの設定
イングレス ゲートウェイから Unified CVP へのアウトバウンド ダイヤル ピアの設定では、Unified
CVP の IPv4 アドレスをセッション ターゲットとして使用します。
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ネットワークベースの録画の設定
• CUCM 設定, 467 ページ
• 録音プロファイルの作成 , 468 ページ
• CUCM から録音サーバへの SIP トランクの設定, 468 ページ
• レコーダー ルート グループの作成, 469 ページ
• ルート グループのルート リストへの追加 , 469 ページ
• レコーダーの DN に基づくルート パターンの作成, 470 ページ
• デバイス電話の録音の設定, 470 ページ
• デバイス電話の録音の有効化, 471 ページ
• 録音に関するイングレス ゲートウェイの設定, 472 ページ
• CVP から CUCM への発信トランクの設定 , 473 ページ
• ネットワークベースの録画のためのゲートウェイ設定, 473 ページ

CUCM 設定
ネットワークベースの録画は、[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified Communications Manager
Administration）] を使用して設定します。ネットワークベースの録画は、回線に割り当てられた録
音プロファイルを使用して制御されます。録画は、選択的録画またはフルタイムの音声のみの録
音にすることができます。CUBE または電話機のいずれかを分岐デバイスとして設定することが
でき、分岐デバイスはコール中に変更することができます。
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ネットワークベースの録画の設定
録音プロファイルの作成

録音プロファイルの作成
手順
ステップ 1

[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [録音プロファイル（Recording
Profile）] の順に選択します。

ステップ 2

新しい録音プロファイルを追加するには、[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3

[名前（Name）] フィールドに、録音プロファイルを識別する名前を入力します。

ステップ 4

[録音接続先アドレス（Recording Destination Address）] フィールドに、この録音プロファイルと関
連するレコーダーの電話番号（DN）または URL を入力します。このフィールドには、二重引用
符（“）、逆引用符（‘）、およびスペース（ ）以外のすべての文字を使用できます。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

CUCM から録音サーバへの SIP トランクの設定
手順
ステップ 1

[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] の順に選択します。

ステップ 2

新しい SIP トランクを追加するには、[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3

[デバイス名（Device Name）] フィールドに、トランクの固有識別子（MediaSense レコーダの IP
アドレス）を入力します。

ステップ 4

[説明（Description）] フィールドに、トランクの名前を入力します。

ステップ 5

[SIP プロファイル（SIP Profile）] ドロップダウン リストから、この SIP トランクの [標準 SIP プ
ロファイル（Standard SIP Profile）] を選択します。

ステップ 6

[レコーディング情報（Recording Information）] セクションで、[なし（None）] をクリックします。

ステップ 7

[Save] をクリックします。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
468

ネットワークベースの録画の設定
レコーダー ルート グループの作成

レコーダー ルート グループの作成
手順
ステップ 1

[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルート グループ（Route
Group）] の順に選択します。

ステップ 2

[使用可能なデバイス（Available Devices）] ドロップダウン リストで、追加するデバイスを選択
し、[ルート グループの追加（Add Route Group）] をクリックして [選択されたデバイス（Selected
Devices）] リスト ボックスに移動します。このルート グループに追加するデバイスごとに、この
手順を繰り返します。

ステップ 3

[選択されたデバイス（Selected Devices）] ドロップダウン リストで、このルート グループ内でア
クセスする必要がある新しいデバイスの順序を選択します。デバイスの順序を変更するには、デ
バイスをクリックし、リスト ボックスの右側にある [上（Up）] および [Down（下）] の矢印を使
用します。

ステップ 4

新しいデバイスを追加し、このルート グループのデバイスの順序を更新するには、[保存（Save）]
をクリックします。

ルート グループのルート リストへの追加
手順
ステップ 1

[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルート リスト（Route
List）] の順に選択します。

ステップ 2

ルート グループを追加するルート リストを検索します。

ステップ 3

ルート グループを追加するには、[ルート グループの追加（Add Route Group）] をクリックしま
す。
[ルート リスト詳細（Route List Details）] 設定ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[Save] をクリックします。
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ネットワークベースの録画の設定
レコーダーの DN に基づくルート パターンの作成

レコーダーの DN に基づくルート パターンの作成
手順
ステップ 1

[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルート パターン（Route
Pattern）] の順に選択します。

ステップ 2

追加するルート パターンに関連するルート リストを選択します。

ステップ 3

[Save] をクリックします。

デバイス電話の録音の設定
手順
ステップ 1

[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] から、[デバイス（Device）] > [電話
（Phone）] の順に選択します。[検索（Find）] をクリックして、電話機を表示します。

ステップ 2

[検索（Find）] をクリックします。
表示するトランク プロファイルを選択します。

ステップ 3

[割り当て情報（Association Information）] 領域で、電話機に関連付けられたリンクをクリックしま
す。

ステップ 4

[録音オプション（Recording Option）] ドロップダウン リストから、次のオプションのいずれかを
選択します。
• コール録音を無効（Call Recording Disabled）：エージェントがこのライン アピアランスで発
信したコールは録音されません。
• 自動コール録音を有効（Automatic Call Recording Enabled）：エージェントがこのライン アピ
アランスで発信したコールは自動的に録音されます。
• アプリケーションから呼び出されたコール録音を有効（Application Invoked Call Recording
Enabled）：エージェントがこのライン アピアランスで発信したコールは、アプリケーショ
ンがコールの録音を呼び出す場合は録音されます。
• デバイスから呼び出されたコール録音を有効（Device Invoked Call Recording Enabled）：この
オプションは、外部コール制御機能をサポートします。監察によってコールをモニタして録
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音する必要があることをポリシー サーバのポリシーが指定している場合はこのオプションを
選択します。
ステップ 5

[録音プロファイル（Recording Profile）] ドロップダウン リストで、既存の録音プロファイルを選
択します。

ステップ 6

デバイスのライン アピアランスで録音を有効にするときは、[録音メディア ソース（Recording
Media Source）] 設定を設定します（[電話を優先（Phone Preferred）] または [ゲートウェイを優先
（Gateway Preferred）]）。

ステップ 7

[Save] をクリックします。

デバイス電話の録音の有効化
手順
ステップ 1

電話ベースの録音を有効にするには、[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に選択します。

ステップ 2

[ビルトインブリッジ（Built In Bridge）] ドロップダウン リストから、[オン（On）] を選択しま
す。

ステップ 3

レコーダーがコーデック（G.722、ILIBC など）をサポートしない場合は、オーディオ コーデック
の場合に Cisco Unified CM が設定を無視するようにします。
a) [システム（System）] > [サービス パラメータ（Service Parameters）] を選択します。
b) [サーバ（Server）] ドロップダウン リストからサーバを選択します。
c) [サーバ（Server）] ドロップダウン リストから、[受信オファーのオーディオ コーデック初期
設定を承認（Accept Audio Codec Preferences in Received Offer）] パラメータを含むサービスを選
択します。
d) [受信オファーのオーディオ コーデック初期設定を承認（Accept Audio Codec Preferences in
Received Offer）] ドロップダウン リストから、[オフ（Off）] を選択します。
e) [Save] をクリックします。
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録音に関するイングレス ゲートウェイの設定
手順
ステップ 1

[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス名（Device Name）] フィールドにイングレス ゲートウェイの IP アドレスを入力します。

ステップ 3

[デバイス プール（Device Pool）] ドロップダウン リストから、[デフォルト（Default）] を選択し
ます。

ステップ 4

[コールの分類（Call Classification）] ドロップダウン リストから、[システム デフォルトの使用
（Use System Default）] を選択します。

ステップ 5

[ロケーション（Location）] ドロップダウン リストから、[Hub_None] を選択します。
ロケーション機能はこのデバイスが使用する帯域幅を追跡しません。

ステップ 6

[AAR グループ（AAR Group）] ドロップダウン リストから [なし（None）] を選択します。

ステップ 7

[トンネル化プロトコル（Tunneled Protocol）] ドロップダウン リストから [なし（None）] を選択
します。

ステップ 8

[QSIG バリアント（QSIG Variant）] ドロップダウン リストから、[変更はありません（No Changes）]
を選択します。

ステップ 9

[ASN.1 ROSE OID エンコーディング（ASN.1 ROSE OID Encoding）] ドロップダウン リストから、
[変更はありません（No Changes）] を選択します。

ステップ 10

[パケット キャプチャ モード（Packet Capture Mode）] ドロップダウン リストから [なし（None）]
を選択します。

ステップ 11

[レコーディング情報（Recording information）] 領域で、[レコーディング対応ゲートウェイに接続
する（This trunk connects to a recording-enabled gateways）] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 12

[Save] をクリックします。
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CVP から CUCM への発信トランクの設定
手順
ステップ 1

録音用の新しい SIP プロファイルを作成するには、[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device
Settings）] > [SIP プロファイル（SIP Profile）] の順に選択します。

ステップ 2

新しい SIP プロファイルを追加するには、[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3

[名前（Name）] フィールドに、SIP プロファイルを識別するための名前を入力します。

ステップ 4

[デフォルト MTP テレフォニー イベント ペイロード タイプ（Default MTP Telephony Event Payload
Type）] フィールドに、デフォルト値 101 を入力します。

ステップ 5

[G.Clear コールに対する早期オファー（Early Offer for G.Clear Calls）] ドロップダウン リストから
[無効（Disabled）] を選択して、G.Clear コールに対する早期オファーを無効にします。

ステップ 6

[ユーザ エージェントおよびサーバ ヘッダーの情報（User-Agent and Server header information）] ド
ロップダウン リストから、[Unified CM のバージョン情報をユーザ エージェント ヘッダーとして
送信（Send Unified CM Version Information as User-Agent Header）] を選択します。

ステップ 7

[ユーザ エージェントおよびサーバ ヘッダーのバージョン（Version in User Agent and Server Header）]
ドロップダウン リストから、[メジャーおよびマイナー（Major and Minor）] を選択します。

ステップ 8

[ダイヤル文字列の解釈（Dial String Interpretation）] ドロップダウン リストから、[電話番号（Phone
number）] を選択します。

ステップ 9

[機密アクセス レベル ヘッダー（Confidential Access Level Headers）] ドロップダウン リストから、
[無効（Disabled）] を選択します。

ステップ 10

[早期オファーおよび再インバイトの SDP セッション レベル帯域幅修飾子（SDP Session-level
Bandwidth Modifier for Early Offer and Re-invites）] ドロップダウン リストから、[TIAS と AS（TIAS
and AS）] を選択します。

ステップ 11

[受信オファーのオーディオ コーデック初期設定を承認（Accept Audio Codec Preferences in Received
Offer）] ドロップダウン リストから、[デフォルト（Default）] を選択します。

ステップ 12

[トランク固有の設定（Trunk Specific Configuration）] セクションで、[着信要求を新規トランクへ
と再ルーティングする基準（Reroute Incoming Request to new Trunk based on）] ドロップダウン リ
ストから、[purpose=x-cisco-origIP のコール情報ヘッダー（Call-Info Header with
purpose=x-cisco-origIP）] を選択します。

ステップ 13

[Save] をクリックします。

ネットワークベースの録画のためのゲートウェイ設定
ネットワークベースの録画のためにゲートウェイを設定するには、次の Telnet コマンドを使用し
ます。
uc wsapi
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message-exchange max-failures 100
response-timeout 300
source-address 12.34.56.78 (IP address of gateway)
probing interval negative 20
probing interval keepalive 255
provider xmf
remote-url 1 http://12.34.56787:8888/ucm_xmf ( IP address of CUCM)
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• Java Runtime Environment のマイナー アップデート, 475 ページ

Java Runtime Environment のマイナー アップデート
Unified CVP Server で JREUpdate.bat スクリプトを使用して、Java Runtime Environment（JRE）バー
ジョンのマイナー アップデートをインストールします。たとえば、JRE バージョン 1.6.0_24 から
1.6.0_81 へのマイナー アップデートをインストールできます。
次の場所から JREUpdate.zip をダウンロードします。
http://software.cisco.com/download/
release.html?mdfid=270563413&softwareid=280840592&release=10.5%281%29&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

（注）

このスクリプトは JRE バージョンのメジャー アップグレードはサポートしません。たとえば、
このスクリプトでは、JRE バージョン 1.6.0_81 から 1.7.0_45 へのメジャー アップグレードはで
きません。

手順
ステップ 1

パーソナル マシンに、任意の Java 開発キット（JDK）バージョンをダウンロードおよびインス
トールします。

ステップ 2

インストールした JDK から Unified CVP Server 上の既知の場所に JRE フォルダをコピーします。
たとえば、C:\JRE。
（注）
JRE フォルダは JDK ルート フォルダにあります。たとえば、C:\jdk1.7.0_67\jre。
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ステップ 3

JREUpdate.zip ファイルを右クリックして、Unified CVP Server の既知の場所にファイルを解凍しま
す。たとえば、C:\Cisco\CVP\bin。

ステップ 4

コマンド プロンプトからこのスクリプトを次のように実行します。C:\Cisco\CVP\bin
>JREUpdate.bat apply C:\JRE。
スクリプトが実行され、Unified CVP JRE は新しいバージョンにアップデートされます。

ステップ 5

スクリプトの出力にアップデートされた JRE バージョンが表示されていることを確認します。

JREUpdate.bat スクリプトは、C:\Cisco\CVP\jre.old フォルダ内に古い JRE のバックアップを
作成します。以前のバックアップ バージョンの JRE に戻すには、コマンド プロンプトから次のス
クリプトを実行します。C:\Cisco\CVP\bin>JREUpdate.bat revert。
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Tomcat のアップデート
次の手順を実行して、コール サーバ、Reporting Server、Operations Console、VXML Server、およ
び Web Services Manager（WSM）で Tomcat のバージョンをアップデートします。たとえば、Tomcat
7.0.24 から 7.0.47 にアップデートできます。

はじめる前に
• 次の場所から Tomcat フォルダのバックアップ コピーを保存します。
◦ コール サーバ：C:\Cisco\CVP\CallServer
◦ Reporting Server：C:\Cisco\CVP\CallServer
◦ VXML Server：C:\Cisco\CVP\VXMLServer
◦ Operations Console：C:\Cisco\CVP\OPConsoleServer
◦ WSM：C:\Cisco\CVP\wsm\Server

（注）

Tomcat フォルダのバックアップ コピーを、デフォルトの宛先フォルダ
（C:\cisco\CVP）とは異なるディレクトリ パスに保存します。

• Tomcat フォルダの名前を別の名前に変更します。例：Tomcat_backup。

Cisco Unified Customer Voice Portal 11.0(1) 構成ガイド
477

Tomcat のアップデート
Tomcat のアップデート

手順
ステップ 1

Tomcat サービスを停止します。

ステップ 2

次の場所から Tomcat フォルダを削除します。
• コール サーバ：C:\Cisco\CVP\CallServer
• Reporting Server：C:\Cisco\CVP\CallServer
• VXML Server：C:\Cisco\CVP\VXMLServer
• Operations Console：C:\Cisco\CVP\OPConsoleServer
• WSM：C:\Cisco\CVP\wsm\Server

ステップ 3

次の場所から、Tomcat バイナリ ファイル、apache-tomcat-7.0.47-windows-x86.zip をダウンロード
します。https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-7。

ステップ 4

apache-tomcat-7.0.47-windows-x86.zip ファイルを右クリックして、ローカル ドライブの既知の場所
にファイルを解凍します。

ステップ 5

apache-tomcat-7.0.47 フォルダを次の場所にコピーします。
• コール サーバ：C:\Cisco\CVP\CallServer
• Reporting Server：C:\Cisco\CVP\CallServer
• VXML Server：C:\Cisco\CVP\VXMLServer
• Operations Console：C:\Cisco\CVP\OPConsoleServer
• WSM：C:\Cisco\CVP\wsm\Server

ステップ 6

フォルダ名 apache-tomcat-7.0.47 を Tomcat に変更します。

ステップ 7

Tomcat_backup フォルダ（…\Tomcat_backup\webapps）から cvp.war ファイルをコピーし、次のフォ
ルダ内に貼り付けます。
• コール サーバ：C:\Cisco\CVP\CallServer\Tomcat\webapps
• Reporting Server：C:\Cisco\CVP\CallServer\Tomcat\webapps
• VXML Server：C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps
• Operations Console：C:\Cisco\CVP\OPConsoleServer\Tomcat\webapps
• WSM：C:\Cisco\CVP\wsm\Server\Tomcat\webapps

ステップ 8

Tomcat_backup フォルダ（..\Tomcat_backup\lib）から欠落している jar ファイルをコピーし、次の
場所に貼り付けます。
• コール サーバ：C:\Cisco\CVP\CallServer\Tomcat\lib
• Reporting Server：C:\Cisco\CVP\CallServer\Tomcat\lib
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• VXML Server：C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\lib
• Operations Console：C:\Cisco\CVP\OPConsoleServer\Tomcat\lib
• WSM：C:\Cisco\CVP\wsm\Server\Tomcat\lib
ステップ 9

次の Tomcat のサービスを再起動します。
• Cisco CVP CallServer
• Cisco CVP OPSConsoleServer
• Cisco CVP VXMLServer
• Cisco CVP WebServicesManager

ステップ 10

CVP Diag ポータルが正常に起動し、実行していることを確認します。

ステップ 11

Tomcat および CVP のログで例外を確認します。
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