
設定 UCCX Finesse デスクトップおよび FIPPA
のためのカスタム コール変数 レイアウト 
目次

ステップ 1.レイアウトのための Expanded Call Variable を定義して下さい。
ステップ 2.呼び出し情報を収集して下さい。
ステップ 3.コール変数を定義して下さい。
ステップ 4.アプリケーションを作成して下さいスクリプトを使用する。
ステップ 5.設定 Finesse レイアウト。
確認
トラブルシューティング
関連情報
はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
背景説明
設定
ステップ 1.レイアウトのための Expanded Call Variable を定義して下さい。
ステップ 2.呼び出し情報を収集して下さい。
ステップ 3.コール変数を定義して下さい。
ステップ 4.アプリケーションを作成して下さいスクリプトを使用する。
確認
トラブルシューティング
関連情報

ステップ 1.レイアウトのための Expanded Call Variable を定義して下さい。

コール キューイング機能および得コール 連絡先 情報および一定エンタープライズ コール 情報ス
テップで CCX スクリプトを作成して下さい。 スクリプト作成プロセスの一部として、スクリプ
ト変数を定義して下さい。

CCX スクリプト例。



例 CCX スクリプト変
数。

設定に > Expanded Call Context （ECC）変数を作成する拡張されたコール変数ナビゲートして
下さい。 Finesse で作成される複数のレイアウトの間で区別するため user.layout と呼ばれる
ECC 変数がある必要があります。 この変数の値は一定エンタープライズ コール 情報ステップと
設定 され、コール変数 レイアウトを表示するコール変数をうまく解決するそれは定義します。
存在 する user.layoutvariable が既定のレイアウト使用されなければ。

さらに、他のどの ECC 変数もここに規定 されます。



例 CCX
スクリプト ECC 変数。

注意： ECC user.layout 変数がユーザで代りに設定されれば。レイアウト（大文字 L）はエ
ージェントデスクトップに、Finesse デスクトップのカスタム レイアウト表示しますが、
FIPPA 電話レイアウトはデフォルト コール変数 レイアウトに戻ります。 

注意： ECC user.layoutvariable が設定されない場合、デフォルト Finesse コール変数 レイ
アウトだけが使用されます。

ステップ 2.呼び出し情報を収集して下さい。

それはよくあります得コール 連絡先 情報ステップによってコールについての情報を収集するため
に。 この例では、呼出すことおよびオリジナル呼出 し 番号は集められます。

得コール 連絡先 情報ステップを置いた後、Get コール 連絡先 情報を右クリックし、『
Properties』 を選択 して下さい。

変数にアトリビュートのマップによって集まるために属性を定義して下さい。



  

ステップ 3.コール変数を定義して下さい。

一定エンタープライズ コール 情報ステップの変数を設定 して下さい。 一定エンタープライズ コ
ール 情報を右クリックし、『Properties』 を選択 して下さい。

次のコール変数は設定 することができます:

Call.CallerEnteredDigits●

Call.PeripheralVariable1 への Call.PeripheralVariable10●

Call.AccountNumber●

Expanded Call Context （ECC）変数●

周辺装置変数は ECC 変数は 210 バイトが含まれている場合があるが 40 バイトしか含まれていな
い場合があります。 アスキー（ASCII）文字は長さが 1 バイトです。 General タブであらかじめ
定義されるそれらよりより多くのコール変数が必要、さらに ECC 変数を使用して下さい。



注: Call.PeripheralVariableX は X が 1-10 からの整数 レンジングである Cisco Finesse 管理
ページの可変「callVariableX に」対応します。

拡張されたコール変数タブでは、ECC 変数へのマップ値。 

ステップ 4.アプリケーションを作成して下さいスクリプトを使用する。

Cisco Unified CCX 管理 ページ > アプリケーション > スクリプト管理にナビゲートし、スクリプ
トをアップ ロードして下さい。

スクリプトを使用する Cisco Unified CCX 管理 ページ > アプリケーション > アプリケーションの
管理にナビゲートし、アプリケーションを作成して下さい。 必要なスクリプト パラメータを定義
することを忘れないで下さい。 この例では、CSQ はアプリケーションページで手動で入力する
必要があるパラメータです。

スクリプトとの CCX アプリケーション例。

注: アプリケーション、トリガー、呼制御制御グループ、エージェント、スキル、他



Finesse 設定、FIPPA、等の完全な設定はこの資料の範囲外にあります。 これの詳細につい
ては、UCCX 管理 ガイドを参照して下さい。

ステップ 5.設定 Finesse レイアウト。

『New』 をクリック することによって Finesse ページのカスタム レイアウトを作成して下さい
。

変数の数を規定 し、左右カラムの変数を指名して下さい。

どの変数が Finesse に表示されるべきスクリプトから渡されるか規定 して下さい。 可変
dropdowns はうまく解決するために渡すことができるすべての可変オプションが含まれています
。 

ECC 変数を規定 するために、ドロップダウンなオプションから… 『Custom』 を選択 して下さ
い:

あらゆる UCCX スクリプトで作成されるすべてのユーザが定義する ECC 変数名はユーザから開
始する必要があります。 （読まれる: user<dot> に）、従って Finesse ECC 可変設定に変数名の
最初の一部としてユーザが常にあります。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/customer-collaboration/unified-contact-center-express/products-maintenance-guides-list.html


 最終によって設定されるレイアウト例。

検証

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

テスト コールをし、望まれるように Finesse をデスクトップ外観検証して下さい。



FIPPA が使用される場合、テスト コールをし、望まれるように FIPPA 電話アプリケーション外
観を検証して下さい。

トラブルシューティング

現在この設定のために利用可能な特別なトラブルシューティング情報がありません。

関連情報

CSCvb21357 - ENH: Finesse は Call.CallerEnteredDigits および Call.AccountNumber がある
はずです

●

CSCus04310 -ブラウザ pop 作業の流れはカスタム ECC 変数のために失敗します。●

CSCvm84933 - DOCS: 周辺装置および ECC 変数の最大長は文書化されています●

送信 BA 変数●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb21357/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCus04310/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm84933/?reffering_site=dumpcr
https://supportforums.cisco.com/sites/default/files/attachments/discussion/obivr_campaign_contact_variables.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


lass= " lia メッセージ テンプレート要約ゾーン" >

概要

この資料に UCCX の Finesse および Finesse IP 電話エージェント（FIPPA）のためのカスタム
コール変数 レイアウトを設定する方法を記述されています。

  

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Unified Contact Center Express（UCCx）●

Finesse●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

UCCX バージョン 11.0(1) および それ 以上。 イメージは UCCX 11.6(1) から来ます。●

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

設定のほとんどは Finesse エージェントにコールをルーティングするのに使用されるスクリプト
でされます。 複数の呼び出し可変レイアウトは UCCX 11.0 で開始する Finesse で作成すること
ができます。 11.0 前（10.0、10.5 は、および 10.6）、1 つのただコール変数 レイアウト作成で
きます Finesse で。 FIPPA は UCCX 11.0 で導入されました。

設定

ステップ 1.レイアウトのための Expanded Call Variable を定義して下さい。

コール キューイング機能および得コール 連絡先 情報および一定エンタープライズ コール 情報ス
テップで CCX スクリプトを作成して下さい。 スクリプト作成プロセスの一部として、スクリプ
ト変数を定義して下さい。



CCX スクリプト例。

例 CCX スクリプト変
数。

設定に > Expanded Call Context （ECC）変数を作成する拡張されたコール変数ナビゲートして
下さい。 Finesse で作成される複数のレイアウトの間で区別するため user.layout と呼ばれる
ECC 変数がある必要があります。 この変数の値は一定エンタープライズ コール 情報ステップと
設定 され、コール変数 レイアウトを表示するコール変数をうまく解決するそれは定義します。
存在 する user.layoutvariable が既定のレイアウト使用されなければ。

さらに、他のどの ECC 変数もここに規定 されます。



例 CCX
スクリプト ECC 変数。

注意： ECC user.layout 変数がユーザで代りに設定されれば。レイアウト（大文字 L）はエ
ージェントデスクトップに、Finesse デスクトップのカスタム レイアウト表示しますが、
FIPPA 電話レイアウトはデフォルト コール変数 レイアウトに戻ります。 

注意： ECC user.layoutvariable が設定されない場合、デフォルト Finesse コール変数 レイ
アウトだけが使用されます。

ステップ 2.呼び出し情報を収集して下さい。

それはよくあります得コール 連絡先 情報ステップによってコールについての情報を収集するため
に。 この例では、呼出すことおよびオリジナル呼出 し 番号は集められます。

得コール 連絡先 情報ステップを置いた後、Get コール 連絡先 情報を右クリックし、『
Properties』 を選択 して下さい。

変数にアトリビュートのマップによって集まるために属性を定義して下さい。



  

ステップ 3.コール変数を定義して下さい。

一定エンタープライズ コール 情報ステップの変数を設定 して下さい。 一定エンタープライズ コ
ール 情報を右クリックし、『Properties』 を選択 して下さい。

次のコール変数は設定 することができます:

Call.CallerEnteredDigits●

Call.PeripheralVariable1 への Call.PeripheralVariable10●

Call.AccountNumber●

Expanded Call Context （ECC）変数●

周辺装置変数は ECC 変数は 210 バイトが含まれている場合があるが 40 バイトしか含まれていな
い場合があります。 アスキー（ASCII）文字は長さが 1 バイトです。 General タブであらかじめ
定義されるそれらよりより多くのコール変数が必要、さらに ECC 変数を使用して下さい。



注: Call.PeripheralVariableX は X が 1-10 からの整数 レンジングである Cisco Finesse 管理
ページの可変「callVariableX に」対応します。

拡張されたコール変数タブでは、ECC 変数へのマップ値。 

ステップ 4.アプリケーションを作成して下さいスクリプトを使用する。

Cisco Unified CCX 管理 ページ > アプリケーション > スクリプト管理にナビゲートし、スクリプ
トをアップ ロードして下さい。

スクリプトを使用する Cisco Unified CCX 管理 ページ > アプリケーション > アプリケーションの
管理にナビゲートし、アプリケーションを作成して下さい。 必要なスクリプト パラメータを定義
することを忘れないで下さい。 この例では、CSQ はアプリケーションページで手動で入力する
必要があるパラメータです。

スクリプトとの CCX アプリケーション例。

注: アプリケーション、トリガー、呼制御制御グループ、エージェント、スキル、他



Finesse 設定、FIPPA、等の完全な設定はこの資料の範囲外にあります。 これの詳細につい
ては、UCCX 管理 ガイドを参照して下さい。

 最終によって設定されるレイアウト例。

検証

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

テスト コールをし、望まれるように Finesse をデスクトップ外観検証して下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/customer-collaboration/unified-contact-center-express/products-maintenance-guides-list.html


FIPPA が使用される場合、テスト コールをし、望まれるように FIPPA 電話アプリケーション外
観を検証して下さい。

トラブルシューティング

現在この設定のために利用可能な特別なトラブルシューティング情報がありません。

関連情報

CSCvb21357 - ENH: Finesse は Call.CallerEnteredDigits および Call.AccountNumber がある
はずです

●

CSCus04310 -ブラウザ pop 作業の流れはカスタム ECC 変数のために失敗します。●

CSCvm84933 - DOCS: 周辺装置および ECC 変数の最大長は文書化されています●

送信 BA 変数●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb21357/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCus04310/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm84933/?reffering_site=dumpcr
https://supportforums.cisco.com/sites/default/files/attachments/discussion/obivr_campaign_contact_variables.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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