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概要

この資料は Cisco コンタクトセンター エンタープライズ（CCE）ソリューションと WxM プラッ
トフォーム間のデータフローを詳しく記述したものです。 さらに、音声コールのための閉 じた
ループによって延期される（SMS/Email）フィードバック システムを実現させるためにソリュー
ションを設定し、統合必要なステップを提供します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

CCE リリース 12.5 - Unified Contact Center Enterprise （UCCE）およびパッケージ コンタ
クトセンター エンタープライズ（PCCE）

●

Cisco Unified Customer Voice Portal （CVP）リリース 12.5 ●

Cloud 接続応答リリース 12.5 ●

WxM プラットフォーム（Cloud チェリーとして知られている旧） ●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

UCCE 12.5(1) ES_7●



CVP 12.5(1) ES_6●

VVB 12.5(1) ●

Cloud 接続応答 12.5(1) ES_1●

Finesse 12.5(1) ES_2●

WxM プラットフォーム ●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

リアルタイムのすべてのデジタル touchpoints からの顧客旅行データを集約し、分析する機能を
ビジネスに与える WxM は Cisco 次世代カスタマ エクスペリエンス 管理（CEM）ソリューショ
ンです --- コンタクトセンター 相互対話の前、の間に、およびの後で。

音声コールのためのデータフロー 

このデータフローは Cisco Unified Customer Voice Portal （CVP）広範囲のコールフローに基づ
いています。 

Cloud 接続応答 サーバは WxM アカウントが CLI コマンドによって設定 された後
Cherrypoint 容器を開始します。 チェリー ポイント コンテナーは LoginToken （）設定され
たユーザアカウントの API を呼び出します、API は等をキー入力し、認証のための WxM に
送信 します。 

1.

WxM は要求が Cloudcherry コンテナーに正常に 200 OK を送り返す LoginToken を検証しま
す。

2.



Cherrypoint コンテナーは WxM にそれから得ディスパッチ（）および得設定（） API コー
ルを呼び出します。

3.

WxM は Cherrypoint コンテナーにディスパッチ設定、アンケート、テンプレート、プレフ
ィル等を戻します。 この情報は識別するために個人の身元情報（PII）質問がある場合最初
に解析されます。 そうである場合、コール設定によって、API ハッシュ アルゴリズムは取
出されます。 12 時間アンケートはサーバーのメモリで保存されます。

4.

次にコールはコンタクトセンター（Caller-> CVP -ポスト コール アンケート（PC）機能が
有効に なる場合 > ICM）におよび、システム チェック入って来ます。 この場合、それは
ICM スクリプトの user.microapp.isPostCallSurvey 変数の Th euse によって有効に なりま
す。

5.

着信コールの Dialed Number （DN）はコール タイプと次々と WxM によって延期される
（SMS/Email）アンケート関連付けられ。 延期された調査および発信者のメール/モービル
番号を受け取ることを ICM は発信者確認が必要とするので CVP に戻って実行された Script
要求の一部として動作するために VXML アプリケーション 詳細を送信 します。

6.

VXML サーバは展開された VXML アプリケーションを動作し、延期されたアンケートを受
け取るユーザの自発性をキャプチャします。 VXML アプリケーションはまたユーザの ID お
よびメール/モービル数をキャプチャします。 CVP VXML は ExtVXML 変数の一部として
CVP に音声ブラウザによって ICM に送り返します。 この全体のコールフローでは、VXML
レグは延期されたアンケート レグの場合には WxM とユーザインプットの収集のためにちょ
うど関与し、決して相互に作用していませんでしたり/含みます。 これはユニークな違いそ
の間インラインにおよび延期された フローです。

7.

ICM は CVP VXML から届く発信者の入力を照合します（POD.ID の一部とする
FromExtVXML 0 は及び 1）コールのためのエージェント ターゲットを識別し。 ICM ルータ
は CONNECT メッセージの CVP に他のコール コンテキスト 詳細と共にそれから関連する
コール コンテキスト 情報（すなわちエージェント ID、技術グループ ID、チーム ID、およ
び発送 ID）を送り返します。 これは Expanded Call Context （ECC）によって可変
CxSurveyInfo 実現します。 CVP SIP レグ プロセスは目標とされたエージェントに
CONNECT メッセージ コールを転送し。

8.

発信者はコールを切断します。 Email/SMS がコール端の後で発信者に送信 される必要があ
るように CONNECT メッセージの一部として受け取った ID を急派して下さい CVP コール
サーバに言います。

9.

CVP コール サーバは要求のバッチを作成し、Cloud 接続応答にディスパッチ ID、カスタ
マ ID、メールおよびモービル数が含まれている送信 します（ステップで 8）はおよび
Cloud 接続応答の DispatchRequest() API を呼出します受け取った。 Cloud 接続応答がデ
ィスパッチ要求を受け取ったら、ディスパッチ テンプレートによってすべてのプレフィル
タグをアップデートし、WxM で設定される WxM SMS/Email プロバイダにそれから渡る
WxM に DispatchRequest() を転送します。

10.

WxM SMS/Email プロバイダは DispatchRequest() を受け入れ、WxM に戻って受け入れら
れる Ack 202 を送信 します。 WxM が受け取れば 202 は CVP に戻ってメッセージを、そ
れ渡ります受け入れました。

11.



WxM SMS/Email プロバイダはディスパッチ要求によって形式 SMS/Email のアンケート ヒ
ントを送信 します。 発信者はイメージに示すように Email/SMS を受け取ります。

12.

Email/SMS でリンクを使用し、アンケート質問を記入するために『Start』 をクリック すること
ができます。 すべての質問に答え、入れれば、respository WxM に戻って渡されます。

設定

Cloud 接続応答のプロビジョニングする WXM サービス



Cloud 接続応答は CherryPoint と呼ばれる新しいコンテナー サービスの使用によって WxM プラ
ットフォームによって相互に作用しています。 このサービスはクラウドの両方のノードのアクテ
ィブ-アクティブ アクティブ状態モードで接続し、可能にします WxM プラットフォームにアクセ
スすることをそれを動作します。

クラウドを統合ために WxM ポータルと、WxM ライセンス購入される必要があります接続して下
さい。 これは WXM アクティベーション チームによって onboarding プロセスを誘発します。 正
常な org 作成が登録されていた eメールアドレスにこれらの概要送信 された後。 

デスクトップ ユーザー及び API キー●

システムユーザ及び API キー●

音声 PIN プレフィクス●

Web URL プレフィクス●

配備 ID●

プロキシ 詳細●

情報の上でプライマリ クラウドで接続しますサーバをコンフィギュレーションの詳細をアップデ
ートするために実行しますコマンドによって設定 される cloudconnect cherrypoint 構成を受け取
られ、クラウドを統合ために WxM に接続して下さい。

各記号の意味は次のとおりです。 

配備 ID: これはシステム ID どのダミー番号または CCE ソリューションのどれである場合も
あります。

●

プロキシ 詳細: 使用されるプロキシをあります非保護しましたり（ポート 80 または
8080）または保護します確認して下さい（ポート 443）。 認証を用いるプロキシはサポート
されません。

●

コンフィギュレーションの詳細がアップデートに成功した後停止および start コマンドで
cherrypoint contianer の初期設定をやり直して下さい。

utils cloudconnect 停止 cherrypoint●

utils cloudconnect 開始する cherrypoint●



設定および接続を WXM にチェックするためにそれぞれこれらのコマンドを実行できます。 

cloudconnect cherrypoint 構成を示して下さい●

utils cloudconnect cherrypoint テスト接続●

  
  

注: インターネットへの接続においての問題がある場合、コード 400 のエラーを見ます。

  
  

ICM 関連するコンフィギュレーション:



1. コンポーネント データベースの Cloud 接続応答  

第一歩は Administration Workstation （AW） コンポーネント データベースに接続しますサーバ
をクラウドを追加することです。 インフラストラクチャ カードのコンポーネント小道具に CCE
管理 ページのサーバを、含めることは、クラウドを接続しますサーバ 詳細を追加します。

注: ページの「Internal Server エラー」がこれ AW であるとクラウド間のセキュアコミュニ
ケーションの欠けて当然サーバを接続しなさいことを見ることができ。

  
  

適切な証明書がサーバの間で交換されるようにこの問題を解決するために、して下さい。 詳細に
ついては CCE ソリューションのための自己署名 環境の証明書交換でこの記事を参照して下さい
: UCCE 自己署名証明書 Exchange。 CA 署名付きのためにこの技術情報を参照して下さい: CCE
CA 署名入り認証。

2. ECC 変数

これらの ECC 変数が ICM ソリューションで有効に なるようにして下さい

user.microapp.isPostCallSurvey●

user.CxSurveyInfo●

POD.ID●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215664-implement-ca-signed-certificates-in-a-cc.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215664-implement-ca-signed-certificates-in-a-cc.html


注: user.CxSurveyInfo 変数および POD.ID 変数が正しく設定 されない場合、CVP サーバは
クラウドのための API 要求を作成しません接続しますサーバを。

3. ICM コール タイプおよびアンケート アソシエーション

延期されたアンケート: アンケートのこの型では、カスタマ コール端の後で、顧客は顧客が利便
性でに応答できるメール受け入れます、か SMS でアンケート リンクを。

ビジネスの要求によっては、延期されたアンケートは ICM 主要なスクリプトと関連付けられるコ
ール タイプで有効に することができます。

 CCE 管理 ページによってコール タイプおよび調査をマップできます。 設定 > ルート設定 > コ
ール タイプ ページを呼出し、調査アソシエーションが必要選択しである、イネーブル経験管理
ボックスをナビゲートして下さい icm スクリプトのコール タイプをチェックするために。

注: ユーザが CCEAdmin によってコール タイプ ページに達するとき、AW は曇るためにポ
スト要求 https:// <cloudconnectFQDN >:8445/cherrypoint/status?details=true を接続します
cherrypoint サービスの統合ステータスをチェックするためにサーバを送信 します。 サービ
スはの上にあることを結果が示したらエクスペリエンス管理を表示されます UI で、他にオ



プション目に見えません有効に して下さい。 

エクスペリエンス管理タブで WxM ポータルで設定される望ましいアンケートが付いている
deffered アンケートを選択して下さい。 選定されたアンケート ページで読み込まれるアンケート
は WxM ポータルでもの設定しますです。 それらはクラウドによって同期化されて接続します得
ます。

4. スクリプト設定の主要なコール:

主要なスクリプトで user.microapp.isPostCallSurvey 変数が設定 されるようにして下さい。 この
スクリプトに関しては WxM ポスト コール アンケートが必要「Y」設定 して下さい、「N」フラ
グに変数をこの主要なスクリプトに入るコールのための WxM PC を無効に します。



POD.ID Value set to -->

concatenate(Call.user.microapp.FromExtVXML[0],";",Call.user.microapp.FromExtVXML[1])

注: user.microapp.isPostCallSurvey Set Variable ノードがスクリプトでデフォルトで設定さ
れなければ CVP はポスト コール アンケートのためのコールを示しますが、アンケートは
従来の PC 機能をだけ、WxM PC コール失敗します使用します。

CVP 関連するコンフィギュレーション

1. NOAMP への CloudConnect

クラウドと通信する CVP VXML サーバコンポーネントに関しては第一歩をクラウドを追加する
ことです接続します CVP 新しいオペレーション担当マネージャー（NOAMP）ポータルにサーバ
を接続して下さい。 、統合 セクションの NOAMP ページで追加するためにクラウドを接続し、
デバイス廃棄リストからの選定された CVP コール サーバ追加しますクラウドを接続しますサー
バ 詳細をクリックして下さい。

注:  クラウドの最良実施完全修飾ドメイン名 （FQDN）が接続すると同時にサーバは使用す
る必要があります。

ページおよびこれの「Internal Server エラー」が OAMP および CVP コール間のセキュアコミュ
ニケーションの欠けて当然サーバであることを見ることができます。

この問題を解決するために、適切な証明書を交換されます CVP サーバと OAMP サーバの間で確
認して下さい。 詳細については CCE ソリューションのための自己署名 環境の証明書交換でこの



記事を参照して下さい: UCCE 自己署名証明書 Exchange。 CA 署名付きのためにこの技術情報を
参照して下さい: CCE CA 署名入り認証。

OAMP サーバはすべての CVP コール サーバにクラウドを接続しますサーバ 詳細を押し、情報は
イメージに示すように sip.properties ファイルの adde です。 

#Cloud connect Publisher Address SIP.CloudConnect.publisherAddress = cloudconnecta125.grey.com #Cloud connect subscriber Address

SIP.CloudConnect.subscriberAddress = cloudconnectb125.grey.com #Cloud connect password SIP.CloudConnect.password =

2o3z18gCsJ*M2/ZWs/

#Cloud connect username

SIP.CloudConnect.username = administrator #Cloud connect HTTP request time out SIP.CloudConnect.RequestTimeout = 10000 #Cloud

connect evapoint Endpoint API SIP.ClouConnect.CreateMeetingApi = /evapoint/meeting/create SIP.ClouConnect.DeleteMeetingApi =

/evapoint/meeting/end SIP.ClouConnect.StatusApi = /evapoint/status #Cloud connect Survey Endpoint API

SIP.ClouConnect.SurveyEndPointApi = /cherrypoint/surveyendpoint SIP.ClouConnect.AuthTokenApi = /cherrypoint/authtoken

#CLoudCherry Customer ID SIP.CloudCherry.CustomerID = icm #CLoudCherry Email ID SIP.CloudCherry.CustomerEmailID = abc@cc.demo.com

SIP.CloudCherry.SurveyValidityTime = 300000 

注: NOAMP の cloudconnect を追加するとき、システムはファイルに sip.properties ファイ
ルにそれがない場合 cloudconnect ノードを、ユーザ名 および パスワード、休息させます上
のスクリーン ショットのすべてのフィールドを手動で追加する必要があります押します。

CVP コール サーバを再起動して下さい。

2. ユーザインプットを集めるためのコール スタジオ アプリケーションを作成して下さい:

External VXML 0 set to -->

cc_CustomerId={Data.Element.OptSurvey.cid};Email=username@email.com;Mobile=1234567890;cc_languag

e=en-us

External VXML 1 set to --> Optin={Data.Element.OptSurvey.value}

注: 上の例では、外部 VXML 0 変数は手動で 設定 されます。 実質配備はデータベースすく
い先祖などによって顧客のメール/モービル数で呼出されて見つける多くの方法ですること
ができます

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215664-implement-ca-signed-certificates-in-a-cc.html


3. アプリケーションを展開して下さい

アプリケーションを展開して下さい。 deployapp バッチファイルをクリックして下さい。

関連するコンフィギュレーションをうまく解決して下さい

WxM はコールセンター エージェントおよびスーパバイザのための 2 つの異なる小道具を提供し
ます。 

（a）カスタマ エクスペリエンス旅行（CEJ）小道具: カスタマ コールを受け入れるとき年代リス
トの顧客からのエージェントへのすべての過去アンケート応答を表示します。

（b）カスタマ エクスペリエンス Analytics （CEA）小道具:  CEA はうまく解決するためにログ
オンされるリソースの種類によって情報を表示します。

エージェント: NPS、CSAT および CES のような業界標準メトリックによってエージェントの全
面的なパルスを表示します。



スーパバイザ: NPS、CSAT および CES のような業界標準メトリックによってチーム\エージェン
トの全面的なパルスを表示します。

これらの小道具を有効に するためにこれらをです必要とされるステップうまく解決して下さい。

1. 証明書 Exchange

小道具は直接 WxM プラットフォームによって必要情報を得るために相互に作用しています。 小
道具からの要求を受け入れる WxM に関しては許可トークンが必要となりますクラウドからサー
バを取出す接続するうまく解決する。 技巧とクラウド間の SRC 準拠性 証明書交換が原因でサー
バを必要とされます正常な通信に接続して下さい。  自己署名 環境に関してはこの資料で既述の
とおりにステップに従って下さい。

2. Finesse Admin の Cloud 接続応答

Finesse は接続しますサーバをクラウドに気づく必要があり、技巧管理 ページにクラウドを接続
する詳細を追加するときこれは実現します。



3. 小道具 Enablement  

CEJ 小道具: 技巧の CEJ 小道具を有効に するために小道具コードを WxM からエクスポートし、
エージェント及びスーパバイザのための技巧 admin デスクトップ レイアウト ページにコピーし
て下さい。 これを実現させるステップは次の通りです:

ステップ 1.管理者アカウントの WxM へのログイン。



ステップ 2.ダウンロードして下さい領域から CEJ 小道具を-全面的なエクスペリエンス- Cisco コ
ンタクトセンター旅行小道具をエクスポートして下さい。

ステップ 3. URL をコピーして下さい。

ステップ 4  技巧 CFAdmin デスクトップ レイアウト ページでエージェント レイアウトの Home
タブの下に URL を含んで下さい。



ステップ 5 技巧 CFAdmin デスクトップ レイアウト ページでスーパバイザ レイアウトのホーム
の下に同じ URL を含んで下さい。

CEA エージェント小道具: CEJ 小道具として同じようなステップは必要技巧のエージェントのた
めのこのアプリケーションを有効に するためにです。

ステップ 1：  領域の WxM admin ポータルでエージェント ダッシュボードを選択すれば左側運行
バーでカスタマ エクスペリエンス Analytics オプションを選択して下さい。  CEA ウォールボー
ド負荷がボタンをおよび押すように廃棄メニューで Cisco 連絡先センター Gagdet オプションを
『Export』 を選択 して下さい。

ステップ 2. URL をコピーし、URL を修正して下さい: それにフィルタ &filterTags=cc_AgentId を
付けて下さい。



ステップ 3  技巧 CFAdmin デスクトップ レイアウト ページでエージェント ロールの myStatistics
タブの下に URL を含んで下さい。

CEA スーパバイザ小道具: CEJ 小道具として同じようなステップは必要技巧のスーパバイザのた
めのこのアプリケーションを有効に するためにです。

ステップ 1： 領域の WxM admin ポータルでスーパバイザ ダッシュボードを選択すれば左側運行
バーでカスタマ エクスペリエンス Analytics オプションを選択して下さい。  CEA ウォールボー
ド負荷が押すように: 廃棄メニューのボタンは Cisco 連絡先センター小道具オプションを『
Export』 を選択 し。

ステップ 2. URL をコピーし、URL を修正して下さい: それにフィルタ &filterTags=cc_TeamId を
付けて下さい。



ステップ 3  技巧 CFAdmin デスクトップ レイアウト ページでスーパバイザ ロールの teamData
タブの下に URL を含んで下さい

4. 白いリスト Finesse サーバ URL

技巧から WxM に API 要求を確認するために、技巧サーバ URL WxM サーバで whitelisted べきで
す認証されます。

WxM admin ポータルで- COR 原点タブの下でプロファイルを含まれていますポート 8445 が付い
ている技巧サーバ URL が編集して下さい。

注: URL は https://*.bora.com:8445 のような技巧サーバまたはワイルドカードの FQDN で
ある場合もあります

確認



現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在この設定をトラブルシューティングする特定のステップ availabe がありません。

関連情報

plese WxM インライン アンケートの情報に関してはこの技術情報を参照して下さい: UCCE
ソリューションと WebEx エクスペリエンス管理（WxM）インライン アンケートを統合

●

CCE ソリューションのための自己署名証明書交換の情報に関してはこの記事を参照して下さ
い: UCCE 自己署名証明書 Exchange

●

CCE ソリューションの CA 署名入り認証 実装の情報に関してはこの記事を参照して下さい
: CCE CA 署名入り認証

●

CVP GitHub WxM アプリケーション: デフォルト WxM アプリケーション CVP GitHub●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/webex-experience-management/215630-integrate-webex-experience-management-w.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/webex-experience-management/215630-integrate-webex-experience-management-w.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215664-implement-ca-signed-certificates-in-a-cc.html
https://github.com/CiscoDevNet/cvp-sample-code/blob/master/DeployableApps/WXM-IVR-App/wxm.zi
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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