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概要

この技術情報が記述し、正常に Unified Contact Center Express （UCCX）システムを見つける説
明し、エージェントデスクトップ（Cisco Finesse）にエンタープライズ 変数としてそれを渡しま
す送信 Interactive Voice Response （IVR） コールからセッション情報（セッション 情報）を収
集するために必要なステップを。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

UCCX●

Cisco 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 10.X●

Cisco Finesse 10.X●

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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明



この情報はアップロードされるダイヤル リスト（カスタマ コンタクト）を使用する送信連絡先に
イメージに示すように結ばれます。

これらがこのシナリオを作り直すために必要な条件です:

Unified Contact Center Express （前の UCCX） 10.X。●

スクリプトを書くために設定される送信 IVR キャンペーン。●

スクリプトに簡単なキュー テンプレートがあります。●

セッション 情報を得て下さい

UCCX は得セッション 情報ステップが IVR システムに入って来る送信連絡先から詳細を集める
ようにします。 （発信 IVR -進歩的か予言する）。
新しい変数は IVR ベースおよびエージェント ベースの進歩的な、予言する送信キャンペーンのた
めの Unified Contact Center Express （CCX）エディタの得セッション 情報ステップに追加され
ます。 これらの変数は IVR に転送されるアウトバウンドコールのためのセッションに含まれてい
ます。

これらは新しい追加された変数です:

BAAccountNumber -発信者の課金番号。
BACampaignName -送信キャンペーンの。
BACallResult -アウトバウンドコールの結果。

確認詳細についてはページの 5 この資料:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_10
_5/release/docs/UCCX_BK_UBDB029E_00_uccx-release-notes-105.pdf

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_10_5/release/docs/UCCX_BK_UBDB029E_00_uccx-release-notes-105.pdf
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_10_5/release/docs/UCCX_BK_UBDB029E_00_uccx-release-notes-105.pdf


注: 得セッション 情報ステップを使用する前に型セッションのオブジェクトをインスタンス
化 するのに得連絡先 情報ステップを使用して下さい。 これはセッション情報をキャプチャ
することであり、それから値だけ得セッション 情報ステップで返ります。

Setup

ステップ 1： ここでは、IVR 送信キャンペーンはダイヤル リスト（キャンペーンのための
Contact_list.txt ファイル）で課金番号が、名、パラメータとしてアップロードされる電話番号含
まれています。

呼び出します。 IVR アウトバウンドコールは外部数に-ダイヤル リストからの電話番号なされま
す。

ステップ 3 コールはコールプログレス 分析（CPA）の後で IVR スクリプトにセッション開始プ
ロトコル（SIP） ゲートウェイによってそれから接続されます。

ステップ 4 コールがスクリプトを見つければ、スクリプトはステップのコールのためのセッショ
ン 情報を得ますセッション 情報を集めます。

ステップ 5 このセッション 情報は発信者のこれらの変数を（この例のを含むアカウント 情報
）キャプチャ し、それ以上のステップにスクリプトで使用することができます。

ステップ 6.この場合、このセッション 情報 変数は Select Resource ステップの後で Finesse デ
スクトップに表示する エンタープライズ 変数であるコール変数 10 に設定 されます。

設定

ステップ 1： ダイヤル リストを設定 される 顧客 口座数としてこれを分類するために選択しても
らいます課金番号および正しいフィールドを確認して下さい。

UCCX にイメージに示すようにこの課金番号を変換し、セッション可変コール
BAAccountNumber で設定 する 内部メカニズムがあります。



ステップ 2.スクリプトのステップを定義して下さい。 スクリプトは受諾ステップがある、プロン
プトを歓迎するおよび課金番号のためのセッション 情報を集める必要があります。 イメージに示
すように BAAccountNumber と、呼ばれるセッション 変数を定義して下さい。

ステップ 3。 使用はセッション可変 BAAccountNumber、コンテキスト- BAAccountNumber およ
び変数 AccountNumber のセッション 情報ステップを、得ます。 これらのイメージに示すように
この情報を、キャプチャ するために可変 AccountNumber を設定 して下さい。

注: 構文はページの 2-29 このガイドに説明があります
: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/
express_8_5/user/guide/uccx851_step_ref.pdf

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_8_5/user/guide/uccx851_step_ref.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_8_5/user/guide/uccx851_step_ref.pdf


ステップ 4.この変数にエンタープライズ コール変数 10 を設定 して下さい（AccountNumber と
呼ばれる）。 イメージに示すようにこの例の周辺装置変数 10 を、呼出して下さい。

ステップ 5 デスクトップ レイアウトにこのコール周辺装置変数 10.の課金番号のための正しいデ
ィスプレイがあることを確認して下さい。  これはイメージに示すようにできていた on Cisco
Finesse 管理、です。



ステップ 6. Select Resource ステップをいつも通り置いて下さい。 エージェントはこのイメージ
に示すように Finesse のこのヒントを、見られます必要があります。

確認

IVR 発信キャンペーンを設定して下さい。●



課金番号 フィールドのダイヤル リストをおよび電話番号および名アップ ロードして下さい
。

●

キャンペーンを開始し、スクリプトを指して下さい。 エージェントをです正しい Contact
Service Queue （CSQ）の一部確認して下さい。

●

準備ができたでエージェントを、顧客の電話を見つけるのを見ますアウトバウンドコールが
保存して下さい。

●

顧客がコールに応答する場合、コールはスクリプトに、正しく表示する エージェントおよび
課金番号にリダイレクトされます。

●

注: また、- DB-READ （読まれるデータベース）または DB-GET は（データベースは得ま
す）一度 AccountNumber この変数を使用し、顧客の詳細をチェックするために得セッショ
ン 情報ステップから集められる彼のユニークな課金番号を使用する外部 データベースを問
い合わせるのにデータベースすくいステップを使用できます。
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