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概要

この資料に Cisco Unified Customer Voice Portal （CVP） CVA 機能を解決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。

Cisco Unified Contact Center Enterprise （UCCE）リリース 12.5●

Cisco パッケージ コンタクトセンター エンタープライズ（PCCE）リリース 12.5●



CVP リリース 12.5 ●

Cisco Virtualized Voice Browser （CVVB） 12.5 ●

Google Dialogflow●

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。

Cisco パッケージ コンタクトセンター エンタープライズ（PCCE）リリース 12.5●

CVP リリース 12.5 ●

Cisco Virtualized Voice Browser （Cisco VVB） 12.5●

Google Dialogflow●

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

CVP 12.5 は（TTS）テキストを音声に変換する Google を使用できる顧客バーチャル アシスタン
ト（CVA）機能を、Austomatic （NLP）サービスを処理する音声認識（ASR）および自然言語導
入します。 この機能は自然言語処理を用いる Interactive Voice Response （IVR）の内で問題を
迅速におよびより効率的に解決することを可能にする人間のような相互対話をサポートします。
この資料はこの資料 設定 CVP 顧客バーチャル アシスタント（CVA） CVA 設定確認について詳
細を理解したいと思う場合、解決します集中します

トラブルシューティング

CVA 配備で見つけられるスピーチ サーバログによって問題のほとんどは識別することができま
す。 最初にスピーチ サーバがアクティブであることを確認する必要があります。

ステップ 1： CVVB、Cisco VVB サービサビリティへの移動。

呼び出します。 サービサビリティ ページ、ツール > ネットワーク サービスへの移動。 スピーチ
サーバが稼働中状態であることを確認して下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/contact-center/unified-customer-voice-portal/215527-configure-cvp-customer-virtual-assistant.html


2 番目にトレースを有効に し、ログを集める前に、Dialogflow バーチャル エージェントからのイ
ンテントへの Dialogflow 応答をテストし、解決できます。

たとえば、デフォルト歓迎メッセージへの応答を試みて下さい。

右側の Dialogflow バーチャル エージェントで、型 HELLO はそれから入り。 歓迎メッセージへの
応答を表示できます。

またエージェント メッセージ交換の履歴をチェックできます。

ステップ 1. Dialogflow バーチャル エージェントから履歴を選択して下さい。

呼び出します。 履歴ページで、最後のメッセージ交換を選択して下さい。 イメージに示すように
バーチャル エージェントと発信者間のすべての相互対話を、確認します。



ログ トレース レベルおよび収集

Cisco VVB スピーチ サーバ

スピーチ サーバログをイネーブルに設定するために、次の手順に従って下さい:

ステップ 1： Cisco VVB サービサビリティ ページ、移動への: Trace > Configuration。

ステップ 2.スピーチ サーバを選択して下さい。

ステップ 3 この場合、トレース セットのデフォルトレベルを見ます。



注意： スピーチ サーバ トレース レベルは Cisco VVB スピーチ サーバと Google
Dialogflow 間のメッセージ交換を見るために上がるために必要となります。 ただし、スピ
ーチ サーバ トレース レベルを上げるとき、システムはパフォーマンスが低下を経験するか
もしれません。 非実稼働時間の間にまたはラボ環境でこれをするために確認して下さい。

ステップ 4 Cisco VVB スピーチ サーバと Google Dialogflow 間のメッセージ フローを見るために
XDebuggin3 にスピーチ サーバ トレース レベルを上げて下さい。

スピーチ サーバログは Real-Time Monitor ツール（RTMT）で利用できません、従って Cisco
VVB Comman ライン インタフェース（CLI）によってログをダウンロードして下さい。

file get activelog speechserver/logs/SpeechServer

file view activelog speechserver/logs/SpeechServer/*.log

Google Dialogflow



これらは Google Dialogflow で Cisco CVA 統合を解決するのに使用できる 2 つの主要なログです:
Google Stackdriver およびアクティビティ ログ。

注: 有効 Google ログに API 使用に追加料金があります。

Google Stackdriver は発信者からバーチャル エージェントおよびそれぞれ応答に要求に続くのを
助けます。 有効に なるべきステップはここにあり、Google Stackdriver を集めるために記録 し
ます。

ステップ 1： Dialogflow バーチャル エージェントで Settings アイコンをクリックして下さい。

呼び出します。 setting ウィンドウで、右に Google Cloud 棒にログ 相互対話を滑らせて下さいそ
うすればログをイネーブルに設定します。 ログを開くために有効に なる Google Stackdriver お
よびオプションを見ます。

ステップ 3.問題を作り直し、ログを『Open』 をクリック するためにいくつかのコールを送信し
て下さい。 バーチャル エージェントおよび応答に要求を見ます。

注: Strackdriver ログで、CVP から Dialogflow バーチャル エージェントにエンドツーエンド
コールをトラッキングするのに CVP の CALLGUID がコール スタジオ アプリケーション ア
クティビティ ログの callid 記録 する同じであるセッションID を使用でき。



アクティビティ ログは基本的にすべてのアクティビティを登録します Google プロジェクトで起
こす。 CVA 機能は Dialogflow アクティビティと大抵関連しています。 従って、ただ Dialogflow
アクティビティを有効に する必要がある CVA 問題を解決するため。 

Dialogflow アクティビティ ログをイネーブルに設定し、集めるステップはここにあります

ステップ 1： Dialogflow バーチャル エージェント Settings ウィンドウで、イメージに示すように
プロジェクト ID を、クリックして下さい。

呼び出します。 Google Cloud プラットフォームで、上左側角の設定バーをクリックして下さい
。 それから、IAM への移動及び Admin > 監査ログ。



ステップ 3 監査ログ ウィンドウで、すべてをフィルタリングする型 Dialogflow は記録 します。
イメージに示すように右側の Dialogflow API ボックスおよびすべての権限をチェックして下さい
。

ステップ 4. Google Cloud プラットフォームをクリックし、アクティビティ タブを選択して下さ



い。

ステップ 5 カテゴリーの右側でアクティビティ型を区分して下さい、クリックして下さい。 すべ
てのアクティビティのチェックを外し、データアクセスだけチェックし、『OK』 をクリック し
て下さい。  

アクティビティ ウィンドウの Dialogflow に今関するアクティビティを見ます。

ほとんどのよくある 問題

これらは Cisco CVA および Google 統合で見つけられるほとんどのよくある 問題です。

Cisco VVB が選択される場合の NOAMP の詳細を表示することが不可能

この問題は Cisco VVB および CVP オペレーション担当マネージャー（OAMP）サーバ間の証明
書交換と新しい OAMP （NOAMP）設定 ユーザインターフェイス（UI）によって主に関連してい
ます。

OAMP で記録 します（C:\Cisco\CVP\Logs\OAMP\）



SPOG の CVA 機能を表示することが不可能

（SPOG） PCCE Admin Worksation （AW）単一窓ガラスではこのエラーを見ます

AW Tomcat ログ（C」\ icm \ Tomcat \ログ\ CCBU*）では、見ます:

この問題は SPOG に Cisco VVB への付加および Cisco VVB および AW 間の証明書交換と主に関
連しています。

VVB/Engine が稼働している間、スピーチ Sever ダウンしています

このシナリオでは、エラー メッセージは caller（error.wav）に再生されます。

テキストを音声に変換するの（TTS）またはオーディオプロンプトがキャッシュされる場合、最
初のプロンプトはされます。

スピーチ サーバログで見ます:



コール スタジオ アプリケーション アクティビティ ログで見ます:

VXML サーバはコールの真中でダウン状態になります

コールは廃棄されます。●

VXML サーバがダウンしていると同時に VXML アプリケーションをログオンすることを見ま
せん。

●

スピーチ サーバログは Google からの最後の応答を表示します。●

エンジンはエンジンが VXML サーバと通信することを試みるとき show connection によって
拒否されるエラーを記録 します

●

Cisco VVB （Engine/MIVR）で見ます記録 します:

できない Cisco VVB Google Dialogflow と通信すること

Cisco VVB スピーチ サーバログで見ます:

コール Studo アプリケーション アクティビティ ログで配備によって Reource かエラーを見ませ
ん。 DialogFlow 要素に関しては見ます:

DFIntent に関しては見ます:



入力 シナリオ無し

コール スタジオ アプリケーション アクティビティ ログで見ます:

Cisco VVB （Engine/MIVR）で見ます記録 します:

Json 不正確なキー

Cisco VVB スピーチ サーバログで見ます:

問題稼働中 アカウント 設定

Cisco VVB スピーチ サーバログで見ます:



CallStudio アプリケーションで設定 される間違った言語

Cisco VVB スピーチ サーバログで見ます:

DF プロジェクトにおいての単一発言問題

Cisco VVB スピーチ サーバログで見ます:



問題を解決することは単一発言に関連していました、ピクチャに示すようにエンタープライズ概
要計画が、ありましたりまたは偽にコール スタジオ アプリケーション プロパティおよび設定 さ
れた 単一発言を修正します。



単一発言を変更するためにコール スタジオ アプリケーションの設定は次の手順に従います:

ステップ 1： コール スタジオ アプリケーションで、右クリックし、『Properties』 を選択 して
下さい。



呼び出します。 Properties ウィンドウで、スタジオ > ルート DOC 設定を呼出すためにナビゲー
トすれば VoiceXML Property ウィンドウで Recognize.singleUtterance を追加し、偽に設定 して
下さい。



ステップ 3.次にそれを保存し、VXML サーバにアプリケーションを検証し、展開するために『
OK』 をクリック して下さい。

NTP 同期に関する問題

Cisco VVB スピーチ サーバログで見ます:



関連情報

シスコのドキュメント

   CVA ●

CVA  Callflows ●

OAMP  UCCE  CVA ●

PCCE Admin  PCCE  CVA ●

Dialogflow  ●

DialogflowIntent  ●

DialogflowParam  ●

 ●

Google シスコのドキュメント

 Dialogflow API●

 Cloud  API ●

 Cloud Text-to-Speech API ●

 Dialogflow ●

Dialogflow ●

  ●

Dialogflow ●

 ●

Text-to-Speech ●

Dialogflow ●

Dialogflow ●

Dialogflow ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

https://github.com/CiscoDevNet/cvp-sample-code/tree/master/CustomerVirtualAssistant
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_12_5_1/design/guide/ucce_b_soldg-for-unified-cce-12_5/ucce_b_soldg-for-unified-cce-12_5_chapter_01000.html#concept_504D901FE4FB5DA0D6F0701E4BFC4CA3
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/customer_voice_portal/cvp_12_5/administration/guide/ccvp_b_1251-administration-guide-for-cisco-unified-customer-voice-portal/ccvp_b_1251-administration-guide-for-cisco-unified-customer-voice-portal_chapter_01.html#topic_39D6199BE6CBA2F5472BC57F4DD5D465
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_12_5_1/configuration/guide/pcce_b_admin-and-config-guide_12_5/pcce_b_admin-and-config-guide_12_5_chapter_011.html#concept_F7500EC077579D73709659B08E642C69
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/customer_voice_portal/cvp_12_5/reference/guide/ccvp_b_1251-element-specification-guide-cvp/ccvp_b_1251-element-specification-guide-cvp_chapter_0111001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/customer_voice_portal/cvp_12_5/reference/guide/ccvp_b_1251-element-specification-guide-cvp/ccvp_b_1251-element-specification-guide-cvp_chapter_0111011.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/customer_voice_portal/cvp_12_5/reference/guide/ccvp_b_1251-element-specification-guide-cvp/ccvp_b_1251-element-specification-guide-cvp_chapter_0111100.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/customer_voice_portal/cvp_12_5/reference/guide/ccvp_b_1251-element-specification-guide-cvp/ccvp_b_1251-element-specification-guide-cvp_chapter_0111010.html
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/quick/setup#api
https://cloud.google.com/apis/docs/getting-started#enabling_apis
https://cloud.google.com/apis/docs/getting-started#enabling_apis
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/quick/setup#billing
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/editions#choose_an_edition_and_pricing_plan
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/data-logging#enabling_data_logging_and_using_enhanced_models
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/quick/setup#sa-create
https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/quickstart-client-libraries#before-you-begin
https://cloud.google.com/text-to-speech/docs/quickstart-client-libraries#before-you-begin
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/basics
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/quick/setup
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/quick/build-agent
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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