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対象読者
このマニュアルの対象読者は、次のとおりです。
• コンタクト センターの設定と運用、エージェントとスーパーバイザへのツールの提供、コン
タクト センターのメトリックを示すレポートの実行、動作上の問題への対処、およびコール
ルーティング スクリプトの維持を担当するコンタクト センター管理者。
• エージェント チームをリーダーとして、チーム パフォーマンスの責任を負うコンタクト セ
ンター スーパーバイザ。 スーパーバイザは、チームのエージェントに再訓練を施して属性
を変更したり、チームに属するエージェントを追加および削除したりすることができます。
また、スーパーバイザ レポートでサービス レベル契約が満たされていることを確認したり、
ログイン時間やコールに費やされた時間など、エージェントのメトリックを見直したりする
ことができます。

目的
このマニュアルでは、Packaged CCE Web 管理インターフェイスの概要を示し、そのインターフェ
イス上の各ツールについて説明します。 Packaged CCE に関連し、使用可能な機能（レポーティン
グ、スクリプティング、およびレガシー Configuration Manager）に関する追加情報もあります。
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コンテキスト
このマニュアルは、展開タイプの検証を終え、コンタクト センターでコールを送受信できるこ
と、また、コンタクト センターに機能的な仮想マシンとフルに動作可能なデータベースが用意さ
れていることを確認したパートナーまたはサービス プロバイダーによって、Packaged CCE が展開
されていることを前提として作成されています。
管理者またはスーパーバイザに、VMware における専門知識や、シスコ コンタクト センター アプ
リケーションに関する専門知識があるということは想定されていません。
Packaged CCE に関する役立つリンク：
Cisco.com サイト

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12586/tsd_products_
support_series_home.html

Doc Wiki

http://docwiki.cisco.com/wiki/Packaged_CCE

トラブルシューティングのヒント

http://docwiki.cisco.com/wiki/Troubleshooting_Tips_for_Unified_
CCE_9.0
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Cisco Packaged Contact Center Enterprise につ
いて
Cisco Packaged Contact Center Enterprise（Packaged CCE）は、事前定義され、範囲が限られた仮想
化ソリューションとして、Cisco Contact Center Enterprise アプリケーションを提供します。
コア コンポーネントは Web インターフェイスに設定され、コンタクト センターの機能（呼処
理、音声案内、高機能な VXML スクリプティング、音声応答収集、エージェントの選択、キュー
イング、およびレポーティングなど）は、適切に定義された設定と展開の境界によって制御され
た環境で実行されます。
• Packaged CCE コンポーネント, 1 ページ
• 配備, 3 ページ

Packaged CCE コンポーネント
シスコでは、A 側および B 側と呼ばれるコアのデュプレックス構成 Unified Computing System
（UCS）C260 シリーズ サーバのペアに Packaged CCE を提供します。 これらのサーバ上では、次
の 5 つのシスコ コンタクト センター コンポーネントが 17 台の仮想マシン（VM）として動作し
ます。
Cisco Unified Contact Center Enterprise（Unified CCE）
Unified CCE は、CCE コール サーバ（A 側と B 側）2 台と CCE データ サーバ（A 側と B 側）2
台、計 4 台の VM としてインストールされます。
CCE コール サーバはコールをルーティングし、2 台の Peripheral Gateway をホストし、エージェン
ト デスクトップとのインターフェイスを取る CTI オブジェクト サーバとして動作します。
CCE データ サーバは、ロガーとして機能します。ロガーとは、コンタクト センター設定データと
履歴レポーティング データをデータ サーバへの配信用に格納するデータベース サーバです。 ま
た、管理およびリアルタイム データ サーバとしても機能し、この VM のコンソールから
Configuration Manager にアクセスできます。
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Cisco Unified Customer Voice Portal（Unified CVP）：コール/VXML サーバ、OAMP サーバ、および
Reporting Server
Unified CVP は、インテリジェントな音声およびビデオ セルフサービス製品であり、これを利用
してコンタクトセンターの情報を効率的に取得できます。また、プロンプト表示、収集、キュー
イング、およびコール制御を可能にします。 CVP は次のようにインストールされます。
• Unified CVP コール/VXML サーバ 4 台（A 側に 2 台、B 側に 2 台）。コール ルーティングお
よび ACD コンポーネントを提供します。
• A 側に Unified CVP OAMP サーバ 1 台。Unified CVP クラスタを維持するための Web ベース
の操作コンソールを提供します。
• B 側にオプションの Unified CVP Reporting Server 1 台。Unified CVP の操作からレポーティン
グ データを収集し、Unified Intelligence Center レポート テンプレートを介してアクセスされ
ます。
Cisco Unified Communications Manager（Unified Communications Manager）
Unified Communications Manager は、エンタープライズクラスの IP 通信処理システムです。 従来
の電話機能に加え、モビリティやフル機能の会議サービスなど、高度な機能を提供します。
Unified Communications Manager は 3 台の VM、つまり、読み取り/書き込みデータベースを格納す
る A 側のパブリッシャと、電話機およびゲートウェイを登録する A 側および B 側のサブスクライ
バとしてインストールされます。
Cisco Unified Intelligence Center（Unified Intelligence Center）
Unified Intelligence Center は、リアルタイムおよび履歴レポーティングを提供する高度なレポーティ
ング プラットフォームです。 Unified Intelligence Center は、複数のレポーティング オブジェクト
を 1 つにまとめるためのダッシュボードベース キャンバスを提供し、コンタクト センターの統計
情報を包括した一覧表を示します。
Unified Intelligence Center は 2 台の VM、つまり、A 側のパブリッシャと B 側のサブスクライバと
してインストールされます。
Cisco Finesse（Finesse）
Finesse は、カスタマー サービス組織と対話する各種のコミュニティにコラボレーション エクス
ペリエンスをもたらすように設計された、次世代のエージェントおよびスーパーバイザ デスク
トップです。 Finesse の利用により、カスタマー エクスペリエンスおよびカスタマー ケア担当者
の満足度が向上します。
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配備

上の図に示されているインストール済みの機能やオプション機能はすべて Packaged CCE 用に完全
修飾されています。
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基本
• サインイン, 5 ページ
• ユーザ インターフェイスおよびナビゲーション, 7 ページ
• スーパーバイザ インターフェイスおよびナビゲーション, 12 ページ
• Packaged CCE での設定, 14 ページ

サインイン
Packaged CCE にサインインするには、https://<IP Address>/cceadmin にアクセスします。
ここで、<IP Address> は、CCE データ サーバ（A 側または B 側）のアドレスか、オプション
で導入した場合は追加の AW-HDS-DDS のアドレスとなります。
[サインイン（Sign-In）] ウィンドウには、次のフィールドがあります。
Role

管理者は、[Active Directory ユーザとコンピュータ（Active Directory Users and
Computers）] > [ユーザ（Users）] のグループに含まれます。
スーパーバイザは、スーパーバイザとして役割を果たすように設定されている
エージェントです。

Domain

ドメイン ドロップダウン リストには、設定されているすべてのドメインと、
定義されている代替 UPN サフィックスが表示されます。

Username

管理者は、Active Directory のユーザ名を使用してサインインします。
スーパーバイザは、Agent ツールの [一般（General）] タブに設定されている
エージェントのユーザ名を使用してサインインします。

Password

管理者は、Active Directory のパスワードを使用してサインインします。
スーパーバイザは、Agent ツールの [一般（General）] タブに設定されているパ
スワードを使用してサインインします。
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管理者が最初にサインインすると、[ホーム（Home）] メニューの [一般（General）] タブが開きま
す。
スーパーバイザが最初にサインインすると、[管理（Manage）] メニューが開きます。
言語パックがインストールされている場合、[サインイン（Sign-In）] ウィンドウには言語を選択
できるドロップダウン メニューが表示されます。
関連トピック
Packaged CCE でのユーザ アクセス, （6 ページ）
言語, （6 ページ）
ユーザ インターフェイスおよびナビゲーション, （7 ページ）
スーパーバイザ インターフェイスおよびナビゲーション, （12 ページ）
スーパーバイザの追加, （23 ページ）

Packaged CCE でのユーザ アクセス
Active Directory の Config Security グループまたは Setup Security グループに含まれる管理者は、
Unified CCE Administration ツール（ユーザ インターフェイスと API の両方）および Unified CCE
Configuration Manager へのフル アクセスが可能です。ただし、アクセスが制限されている場合を
除きます。
Packaged CCE Unified CCE Administration で新規に作成されたスーパーバイザには、エージェント
資格情報と、スーパーバイザ Active Directory 資格情報の両方がありますが、AD セキュリティ グ
ループには含まれません。 スーパーバイザは、各自のスーパーバイザ AD 資格情報を使用して、
監視するチームに関するレポートを実行する必要があります。 また、エージェント資格情報を使
用してサインインする必要があります。スーパーバイザには、[管理（Manage）] メニュー上のツー
ルに対するアクセス制限があります。
エージェントには、AD 資格情報がないので、Packaged CCE 管理ツールや Unified CCE Configuration
Manager にはアクセスできません。

言語
Packaged CCE 言語パックをインストールした後は、[サインイン（Sign-In）] ウィンドウに [言語
（Language）] ドロップダウン メニューが含まれます。 ドロップダウンには、12 個以上の言語が
用意されています。
初期のデフォルト言語は英語です。 他の言語でユーザ インターフェイスとオンライン ヘルプを
表示するには、その言語を選択します。 それ以降のサインインでも、言語を再び変更するまでは
選択した言語が保持されます。
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ユーザ インターフェイスおよびナビゲーション
正常にサインインした後に表示される項目は、ユーザ ロール（管理者またはスーパーバイザ）、
展開タイプ、および資格情報に対して機能が使用不可になっているかどうか、または表示専用に
なっているかどうかによって異なります。
管理者には、次の項目が表示されます。
• ユーザ名とサインアウト オプションを示す、メニューの上のタイトル バー。 システムは、
30 分間非アクティブであると、自動的にサインアウトします。
• [ホーム（Home）]、[管理（Manage）]、および [設定（Settings）] の 3 つのメニューを示すメ
ニュー バー。
スーパーバイザには、[管理（Manage）] メニューしか表示されず、そのメニューにあるツールへ
のアクセスも制限されます。

共通機能
Unified CCE Web Administration ウィンドウでは、次の共通アクション用に一貫性のあるインター
フェイスを共有します。
一覧ウィンドウ
どのツールでも、現在設定されているタイプのすべてのオブジェクトの行を示す一覧ウィンドウ
が開きます。 Teams ツールには、各チームの行を示す一覧があります。 Call Types ツールには、
各コール タイプの行を示す一覧があります。 その他も同様です。 一覧ウィンドウには、標準化
されたインターフェイスがあります。
一覧ウィンドウに対する権限は管理者とスーパーバイザで異なり、各ツールに関するマニュアル
に記載されています。
追加
オブジェクトを追加するには、一覧ウィンドウで [新規（New）] をクリックします。
編集
一覧ウィンドウ内のオブジェクトを編集するには、そのオブジェクトの行にあるハイパーリンク
付きの名前をクリックします。これにより、変更を行い保存できるウィンドウが開きます。各オ
ブジェクトに対する [編集（Edit）] ウィンドウには、編集可能なフィールドが示されます。
削除
オブジェクトを削除するには、その一覧ページ上で該当のオブジェクトの行にあるゴミ箱アイコ
ンをクリックします。 この結果、次のいずれかになります。
• オブジェクトを永久に削除します。
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• オブジェクトを削除とマークし、Configuration Manager で永久に削除を有効にします。
• 現在の状態にあるそのオブジェクトを削除できない理由を説明したエラーを表示します。 た
とえば、スーパーバイザとして設定され、チームに割り当てられているエージェントを削除
しようとすると、そういった理由でエラーが表示されます。
ポップアップ選択
多くの [追加（Add）] および [編集（Edit）] ウィンドウに、そのツールに該当する項目を検索し
て、選択するポップアップがあります。 虫眼鏡アイコンをクリックすると、ポップアップが表示
されます。ここで、設定された項目を見つけ、選択できます。 たとえば [スキル グループ メン
バー（Skill Group Members）] タブで、ポップアップを開いて 1 つ以上のエージェントを検索し
て、そのスキル グループにすべて追加できます。
検索
すべてのツールについて、ウィンドウの右上にある [検索（Search）] フィールドに [名前（Name）]
（もしくは [ダイヤル番号の文字列（DialedNumberString）] や [テキスト（Text）] など名前と同等
のもの）または [説明（Description）] のすべてまたは一部を入力して、一覧ウィンドウのオブジェ
クトを検索し、一致するものを見つけることができます。 [検索（Search）] フィールドからテキ
ストを削除して、検索をクリアします。
Agents ツールの [検索（Search）] フィールドは、高度で柔軟性のある検索を実現しています。
[検索（Search）] フィールドの右端にある [+] をクリックすると開かれるポップアップ ウィンドウ
で、次のことを行えます。
• エージェントのみ、スーパーバイザのみ、またはその両方を検索するように選択できます。
• ユーザ名、エージェント ID、姓または名前、あるいは説明を入力して、その文字列を検索で
きます。
• スペースで区切ると、複数のチーム名を入力できます。 （チームは OR 検索です。エージェ
ントまたはスーパーバイザはいずれかのチームのメンバーであることが必要です）。
• スペースで区切ると、複数の属性名を入力できます。 （属性は AND 検索です。エージェン
トまたはスーパーバイザはすべての属性を持つ必要があります）。
• スペースで区切ると、複数のスキル グループ名を入力できます。 （スキル グループは AND
検索です）。
ソート
一覧ウィンドウの列の列ヘッダーに矢印アイコンがある場合、その矢印をクリックして、昇順ま
たは降順にソートします。
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管理
最も頻繁に使用するツールは、[管理（Manage）] メニューにまとめられています。このメニュー
からは 3 つのサブメニュー（[エージェント（Agent）]、[コール（Call）]、および [その他（Other）]
が開きます。 各サブメニューには、コール センターの運用に不可欠な設定を作成し、維持する
ツールを開くリンクがあります。 ツールをクリックすると、そのインターフェイスが開きます。

展開タイプや、各自の資格情報に割り当てられた機能制御セットによって、一部のツールが表示
されない場合や、表示専用になる場合があります。 ツールごとに API が存在します。
エージェント
これらのツールを使用して、人員やその専門分野を設定します。
ツール

用途

参照先

エージェント（Agents） このツールを開いて、エージェントの作成と保 エージェント, （15
持、エージェントへの属性の割り当て、スキル ページ）
グループへのエージェントの追加、およびスー
パーバイザとしての設定を行います。
属性（Attributes）

このツールを開いて、エージェントに割り当て 属性, （41 ページ）
ることのできる属性を作成し、保持します。

デスク設定（Desk
Settings）

このツールを開いて、エージェントに割り当て デスク設定, （25
ることのできるデスク設定を作成し、保持しま ページ）
す。
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ツール

用途

参照先

プレシジョン キュー
（Precision Queues）

このツールを開いて、エージェントが対象にな プレシジョン キュー
り得るプレシジョン キューを作成し、保持し （Precision Queues）,
ます。 プレシジョン キュー内のエージェント （43 ページ）
の属性によってそのキューに適任と判断される
場合、コールはそのエージェントにルーティン
グされます。

理由コード（Reason
Codes）

このツールを開いて、エージェントがアイドル 理由コード, （36
状態（または「待受停止」状態）になるとき ページ）
に、エージェントがデスクトップに入力する理
由コードを作成し、保持します。

スキル グループ（Skill
Groups）

このツールを開いて、スキル グループの作成
と保持、およびスキル グループのメンバーと
してのエージェントの追加を行います。

チーム（Teams）

このツールを開いて、チームの作成、チームへ チーム, （37 ペー
のエージェントの追加、およびチームのスー ジ）
パーバイザの割り当てを行います。

スキル グループ
（Skill Groups）, （
56 ページ）

コール
これらのツールを使用して、コールの整理、送信、およびレポーティングの方法を設定します。
ツール

用途

参照先

バケット間隔（Bucket
Intervals）

このツールを開いて、コール処理アクティビ バケット間隔, （61
ティを分割する「バケット」または時間間隔を ページ）
定義します。バケット間隔は、コールタイプ、
スキル グループ、およびプレシジョン キュー
に関連付けることができ、多くの Cisco Unified
Intelligence Center レポートに使用されます。

コール タイプ（Call
Types）

このツールを開いて、コールのカテゴリ（「タ コール タイプの追加,
イプ」）を作成し、保持します。 たとえば、 （64 ページ）
スーパーバイザの支援を求めるコールのコール
タイプが必要になる場合があります。

ダイヤル番号（Dialed
Numbers）

このツールを開いて、コールをエージェントに ダイヤル番号, （65
送信するためのルーティング スクリプトの選 ページ）
択に使用する、ダイヤル番号スクリプトを作成
し、保持します。
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ホーム

ツール

用途

参照先

拡張コール変数
（Expanded Call
Variables）

このツールを開いて、コールと一緒に送信さ 拡張コール変数, （
れ、コールを受信したエージェントが使用でき 69 ページ）
るコール変数データを作成し、保持します。

ネットワーク VRU スク このツールを開いて、コールの送信で Unified
Customer Voice Portal に指示するスクリプトを
リプト（Network VRU
作成し、保持します。
Scripts）

ネットワーク VRU ス
クリプト, （74 ペー
ジ）

その他
ツール

用途

参照先

一括ジョブ（Bulk Jobs） これは、[その他（Other）] にある唯一のツー 一括ジョブの管理, （
ルです。 このツールを開いて、1 回の操作で複 87 ページ）
数のエージェントおよびダイヤル番号レコード
を作成し、編集する一括ジョブを作成します。

ホーム
[ホーム（Home）] メニューには、[一般（General）]、[容量情報（Capacity Info）]、[システム検証
（System Validation）] の 3 つのタブがあります。 サインインすると、管理者は [一般（General）]
タブに移動します。このタブには、システムの現在の展開タイプとソフトウェア バージョンが表
示されます。

[容量情報（Capacity Info）] タブと [システム検証（System Validation）] タブは、メトリックおよ
び検証ルールを追跡し、システムがそれらに一致しているか、超過しているか、または違反して
いるかどうかを示します。 これらのタブは、重要な診断とモニタリング情報を提供します。
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設定
このメニューには、[展開の設定（Configure Deployment）] と [エージェント トレース（Agent
Trace）] の 2 つの項目があります。

ツール

用途

参照先

展開の設定（Configure
Deployment）

このツールを使用して、展開タイプの変更や
コール容量の設定を行います。

展開の設定
（Configure
Deployment）, （99
ページ）

エージェント トレース
（Agent Trace）

このツールを使用して、エージェントが通過す エージェント トレー
るすべての状態を追跡し、報告します。
ス（Agent Trace）, （
102 ページ）

キーボードのショートカット
テキスト フィールド以外の場所で疑問符（?）キーを押すと、現在のツールに使用できるキーボー
ドのショートカットを示す画面が表示されます。
表示されるキーボードのショートカットは、そのツールと各自のロールに適したものになります。

スーパーバイザインターフェイスおよびナビゲーション
スーパーバイザには、[管理（Manage）] という 1 つのメニューを持つインターフェイスが表示さ
れます。
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スーパーバイザは、管理ツールに対して次のように制限されます。
ツール

権限

エージェント（Agent）

[エージェントの一覧（Agent List）] ウィンドウ
では、スーパーバイザは、監視しているチーム
に属するエージェントを表示し、編集できま
す。
[一般（General）] タブ：スーパーバイザは、[パ
スワード（Password）] フィールドと [パスワー
ドの再入力（Re-enter password）] フィールドを
編集できます。 その他のフィールドは保護され
ます。
[属性（Attributes）] タブ：スーパーバイザは、
監視しているチームに属するエージェントの属
性を追加、変更、および削除できます。
[スキル グループ（Skill Groups）] タブ：スー
パーバイザは、スキル グループ内のエージェン
トのメンバーシップを追加および削除でき、
エージェントのデフォルトのスキル グループを
変更できます。
[スーパーバイザ（Supervisor）] タブ：スーパー
バイザには使用できません。

属性（Attributes）

読み取り専用

プレシジョン キュー（Precision Queues）

読み取り専用
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ツール

権限

スキル グループ（Skill Groups）

[スキル グループの一覧（Skill Group List）] ウィ
ンドウでは、スーパーバイザはすべてのスキル
グループを表示し、編集できます。 スーパーバ
イザは、スキルグループを追加したり、削除し
たりできません
[一般（General）] タブ：フィールドは保護され
ます。
[メンバー（Members）] タブ：スーパーバイザ
は、監視しているチームに属するエージェント
のスキル グループを追加および削除できます。

チーム（Teams）

読み取り専用

Packaged CCE での設定
コンタクト センターの基本設定には Unified CCE Administration の [管理（Manage）] メニューにあ
るツールで十分ですが、一部の設定については CCE データ サーバ上の Unified CCE Configuration
Manager にあるツールにアクセスする必要があります。 Configuration Manager, （107 ページ）を参
照してください。
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章

エージェントの管理
管理者は、この章で説明するすべてのツールへのフル アクセスが可能です。
スーパーバイザは、[エージェント（Agents）] には制限付きで、[チーム（Teams）] には表示専
用でそれぞれアクセスでき、[スーパーバイザ（Supervisors）]、[デスク設定（Desk Settings）]、
または [理由コード（Reason Codes）] にはアクセスできません。
• エージェント, 15 ページ
• スーパーバイザ, 23 ページ
• デスク設定, 25 ページ
• エージェントのデスクトップ（Agent Desktops）, 30 ページ
• 理由コード, 36 ページ
• チーム, 37 ページ

エージェント
Contact Center エージェントは、カスタマーからのコンタクトに応答します。 これらのコンタクト
は多くの場合、電話のコールですが、カスタマーが Web ページの [Click to Chat] ボタンを選択し
ており、チャット ウィンドウへの入力によるエージェントと対話を必要としている場合もありま
す。 また、カスタマーが、エージェントからの返信を必要とする電子メールを送信している場合
もあります。 これらの電話応答要求、チャットへの参加要求、または電子メール返信要求は、カ
スタマーを支援するための専門知識を持つ、最初の対応可能エージェントに送信されます。
エージェントにルーティングされるコンタクトのタイプを設定できます。 たとえば、エージェン
トが Cisco_Voice ルーティング ドメインのみに設定されたスキル グループのメンバーである場合、
そのエージェントはそのスキル グループの「音声専用」エージェントとなります。 また、エー
ジェントが非音声ルーティングドメインに設定されたスキルグループのメンバーである場合、そ
のエージェントはそのスキル グループのマルチチャネル エージェントとなります。
エージェント：
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• コール センター サイトに配置するか、他の場所（おそらくはホーム オフィス）で働くモバ
イル エージェントとして指定することができます。
モバイル エージェントの設定については、http://cisco.com/en/US/products/ps12586/tsd_products_
support_series_home.html にある『Cisco Packaged Contact Center Enterprise Optional Features
Guide』に記載されています。
• スーパーバイザとしてタグを付けることができます。 スーパーバイザ ステータスのエージェ
ントは、10 チームものエージェント チームを監督でき、それらのチームのエージェントの
アクティビティをモニタするレポートを表示でき、さらにエージェント/カスタマー コール
に参加できます。 スーパーバイザは、スーパーバイザ デスクトップから作業します。
• 1 つのチームに割り当てることができます。 チームとは、コンタクト センター内のレポー
ティング構造を示す組織単位です。
• それぞれ、現在のデフォルトのデスク設定または別のデスク設定のいずれかに関連付けられ
ます。 デスク設定とは、エージェントがカスタマーとの対話中に表示し、使用できる機能を
制御する一組の権限または特徴です。
• 各自の能力（おそらくは特定の言語やテクノロジーにおける専門知識）を示す属性を割り当
てることができます。
• スキル グループに割り当てることができます。
• エージェント デスクトップから作業します。 Packaged CCE は、エージェント デスクトップ
ツールとして Finesse または CTI OS ツールキット（あるいはその両方）をサポートします。
エージェントの一覧を表示するには、[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator
Manage）] > [エージェント（Agent）] > [エージェント（Agents）] インターフェイスに移動しま
す。管理者は、すべてのエージェントを表示できます。スーパーバイザは、監視対象のチームに
属するエージェントの一覧を表示できます。
関連トピック
エージェントの追加, （17 ページ）
エージェントの編集, （21 ページ）
エージェントの削除, （22 ページ）
スーパーバイザ, （23 ページ）
チーム, （37 ページ）
デスク設定, （25 ページ）
属性, （41 ページ）
スキル グループ（Skill Groups）, （56 ページ）
エージェントのデスクトップ（Agent Desktops）, （30 ページ）
エージェント状態, （293 ページ）
エージェントのタスク処理, （302 ページ）
エージェントの稼働率：フルタイム換算および稼働率, （306 ページ）
エージェントに関するレポーティング, （22 ページ）
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エージェントの追加
管理者は、エージェントを追加できます。 スーパーバイザが追加することはできません。

ヒント

[エージェントの一覧（List of Agents）] ウィンドウから、エージェントを 1 つずつ追加できま
す。 また、一括ジョブの管理を実行して、複数のエージェント レコードを追加または編集す
ることもできます。

手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）]
> [エージェント（Agents）] に移動します。
これによって、現在設定されているすべてのエージェントを示す [エージェントの一覧（List of
Agents）] ウィンドウが開きます。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックして、[新規エージェント（New Agent）] ウィンドウを開きます。

このウィンドウには、[一般（General）]、[属性（Attributes）]、[スキル グループ（Skill Groups）]、
および [スーパーバイザ（Supervisor）] の 4 つのタブがあります。 必須フィールドのある [一般
（General）] タブを完成させる必要があります。 他のタブは、必要に応じて任意の順序で完成さ
せることができます。 [一般（General）] タブのすべての必須フィールドに入力するまでエージェ
ントは保存できません。
ステップ 3

[一般（General）] タブのフィールドに入力します。
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フィールド

必須かどうか

説明

ユーザ名（Username）

Yes

このエージェント用のユーザ名
として、最大 32 文字の英数字
を入力します。
スーパーバイザとして
指定されているエー
ジェントは、このユー
ザ名を使用し、Unified
CCE Web
Administration にサイ
ンインします。
CTI OS エージェント デスク
トップのインストール時にログ
イン オプションとしてユーザ
名が選択されている場合、この
フィールドが CTI OS エージェ
ント デスクトップのサインイ
ンに使用されます。
ヒン
ト

名（First Name）

Yes

—

姓（Last Name）

Yes

—

エージェント ID（Agent ID）

Yes

説明（Description)

No

エージェントに関する任意の
[説明（Description）] フィール
ドに入力します。

デスク設定（Desk Settings）

Yes

[デスク設定（Desk Settings）]
フィールドにはデフォルトで、
現在のシステムデフォルトが表
示されます。 変更するには、
虫眼鏡をクリックして [デスク
設定の選択（Select Desk
Settings）] リストを表示しま
す。 異なるデスク設定を選択
します。

11 桁の一意の文字列を入力し
このフィールドを空白のままに ます。
すると、Packaged CCE によっ
て 7 桁のエージェント ID が自
動生成されます。この ID は、
後で編集できます。
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フィールド

必須かどうか

説明

チーム（Team）

No

[チーム（Team）] フィールド
のデフォルトは [なし
（None）]、またはこのエー
ジェントの現在のチームです。
この設定を変更するには、虫眼
鏡をクリックして [チームの選
択（Select Team）] リストを表
示します。 チームを選択しま
す。

ログイン有効（Login Enabled） No

デフォルトはオンです。 この
エージェントがサインインでき
ないようにする場合のみ、この
フィールドをオフにします。

パスワードの設定（Set
Password）

No

デフォルトはオンです。 この
エージェントにパスワードを作
成しない場合は、このフィール
ドをオフにします。

パスワードの入力（Enter
Password）

No

最大 32 文字を入力および再入
力して、このエージェントのパ
スワードを確立し、確認しま
す。
Configuration Manager で [パス
ワード長の最小値（Minimum
Password Length）] が設定され
ていなければ、パスワードのサ
イズ制限はありません。パス
ワードでは大文字と小文字が区
別されません。
ヒン
ト

パスワードの再入力（Re-enter No
password）

スーパーバイザとして
指定されているエー
ジェントは、このパス
ワードを使用し、
Unified CCE Web
Administration にサイ
ンインします。

—
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ステップ 4

エージェント情報の入力を終えたら、[保存（Save）] をクリックして一覧ウィンドウに戻ります。
ここで、エージェントが正常に作成されたことを示すメッセージが表示されます。 その他のタブ
のフィールドに入力する場合は、そのタブをクリックします。

ステップ 5

[属性（Attributes）] タブを完成させます。
このタブには、このエージェントと現在の値に関連付けられた属性が表示されます。 エージェン
トに属性がない場合、[名前（Name）] フィールドには [項目が見つかりません（No items found）]
および [項目なし（No items）] と表示されます。
a) 虫眼鏡をクリックして、すべての属性のポップアップ一覧を開きます。それぞれの名前と現在
のデフォルト値が表示されます。 次の操作を実行できます。
b) このエージェントに追加する属性を最大 50 件までクリックします。
c) このエージェントに該当する属性値を設定します。
d) エージェント情報の入力を終えたら、[保存（Save）] をクリックして一覧ウィンドウに戻りま
す。ここで、エージェントが正常に作成されたことを示すメッセージが表示されます。 その他
のタブのフィールド値を入力または変更する場合は、そのタブをクリックします。

ステップ 6

[スキル グループ（Skill Groups）] タブを完成させます。
このタブには、このエージェントのスキル グループ メンバーが表示されます。 エージェントが
どのスキル グループのメンバーでもない場合は、[スキル グループの一覧（List of Skill Groups）]
には [項目が見つかりません（No Items Found）] および [項目なし（No Items）] と表示されます。
a) 虫眼鏡をクリックして、設定されたすべてのスキル グループのポップアップ一覧を開きます。
このエージェントまたはスーパーバイザに対して追加したいスキル グループをクリックしま
す。
b) ドロップダウンを使用して、このエージェントのデフォルトのスキル グループを選択します。
ルーティングされないすべてのコール アクティビティでは、エージェントのデフォルト スキ
ルを使用します（[システム定義済み（System Defined）]、またはユーザ定義）。
c) エージェント情報の入力を終えたら、[保存（Save）] をクリックして一覧ウィンドウに戻りま
す。ここで、エージェントが正常に作成されたことを示すメッセージが表示されます。 その他
のタブのフィールド値を入力または変更する場合は、そのタブをクリックします。

ステップ 7

[スーパーバイザ（Supervisor）] タブを完成させます。
フィールド

必須かどうか

説明

スーパーバイザ（Is Supervisor） No

このエージェントをスーパーバ
イザとして設定する場合はオン
にします。

ドメイン（Domain）

[スーパーバイザ（Is
Supervisor）] がオンの場合のみ
有効になります。 ドロップダ
ウンから、このスーパーバイザ
のドメインを選択します。

No
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フィールド

必須かどうか

説明

ユーザ名（Username）

Yes

[スーパーバイザ（Is
Supervisor）] がオンの場合のみ
有効になり、必須となります。
このスーパーバイザの Active
Directory ユーザ名を入力しま
す。

監視対象チームの一覧（List of No
Supervised Teams）

[スーパーバイザ（Is
Supervisor）] がオンの場合のみ
有効になります。このスーパー
バイザに関連付けられている
チームを表示します。 チーム
を選択するには、虫眼鏡をク
リックし、[監視対象チームの
追加（Add Supervised Teams）]
リストを表示します。 リンク
をクリックしてチームを選択
し、一覧を閉じます。

a) 別のタブに移動するか、[保存（Save）] をクリックして一覧に戻ります。ここで、エージェン
トが正常に作成されたことを示すメッセージが表示されます。

エージェントの編集
管理者には、エージェントを編集するためのフル権限があります。 スーパーバイザは、[一般
（General）] タブのパスワード フィールド、[属性（Attributes）] タブのすべてのフィールド、お
よび [スキル グループ（Skill Groups）] タブのすべてのフィールドを編集できます。
エージェントを編集するには、[エージェントの一覧（List of Agents）] ウィンドウのユーザ名をク
リックし、[エージェント <Name> の編集（Edit Agent <Name>）] ウィンドウを開きます。
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手順
ステップ 1

必要に応じて、フィールドを編集します。

ステップ 2

[パスワードの変更（Change Password）] をオンにして、[パスワード（Password）] フィールドと
[パスワードの再入力（Re-enter Password）] フィールドをクリアし、パスワードをリセットしま
す。

ステップ 3

[キャンセル（Cancel）] をクリックして既存のエージェント設定を保持するか、[保存（Save）] を
クリックして変更し、[エージェントの一覧（List of Agents）] に戻ります。

エージェントの削除
管理者はエージェントを削除できます。 スーパーバイザが削除することはできません。
スクリプトによって参照されているエージェントや、スーパーバイザとして設定され、エージェ
ント チームに割り当てられているエージェントは削除できません。

手順
ステップ 1

エージェントを削除するには、[エージェントの一覧（List of Agents）] ウィンドウを開き、その
チームに対応するゴミ箱アイコンをクリックします。

ステップ 2

確認メッセージに対処します。
この操作により、エージェントが削除対象としてマークされます。 エージェントを完全に削除す
るには、永続的な削除用の Configuration Manager ツール から削除する必要があります。

エージェントに関するレポーティング
これらは、エージェントに関する Cisco Unified Intelligence Center のレポートです。
関連トピック
エージェント チーム レポート, （312 ページ）
エージェント状態を示すレポート, （298 ページ）
スーパーバイザのアクション レポート, （312 ページ）
稼働率と FTE メトリックを示すレポート, （307 ページ）
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スーパーバイザ
エージェントは、音声コンタクトに対してスーパーバイザ ステータスを持つように設定できま
す。 スーパーバイザは、最大 20 チームまで監視でき、スーパーバイザとチームのメンバーの両
方になることができます。 スーパーバイザは、レポーティング ユーザでもあります。
スーパーバイザ ステータスを持つエージェントは、次のことを行えます。
• 監視するチームとそのチームに属するエージェントに関するレポートを生成し、データを表
示する。
• スーパーバイザ デスクトップを使用して割り込み、代行受信、サイレント モニタ、および
エージェントのログアウトを行う。Packaged CCE では、CTI OS デスクトップと Finesse デス
クトップの両方をサポートしており、いずれもスーパーバイザ デスクトップを備えていま
す。 （両方のデスクトップですべてのスーパーバイザ機能がサポートされているわけではあ
りません）。
• エージェント/カスタマー コールに参加してコンサルタティブまたは緊急ベースで支援する。
エージェントによるスーパーバイザの支援要求は、[デスク設定（Desk Settings）] で設定しま
す。
• 監視しているチームに属するエージェントに再訓練を施す。
Unified CCE Administration でスーパーバイザを設定するには、[Unified CCE 管理者による管理
（Unified CCE Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）] > [エージェント（Agents）] に
移動します。 エージェントを選択し、[スーパーバイザ（Supervisor）] タブをクリックします。
関連トピック
スーパーバイザの追加, （23 ページ）
スーパーバイザの編集, （24 ページ）
スーパーバイザの削除, （25 ページ）
エージェント, （15 ページ）
チーム, （37 ページ）
デスク設定, （25 ページ）
割り込み, （313 ページ）
代行受信, （314 ページ）
スーパーバイザに関するレポーティング, （314 ページ）

スーパーバイザの追加
Unified CCE Administration で、[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）]
> [エージェント（Agent）] > [エージェント（Agents）] に移動します。
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手順
ステップ 1

新規のエージェントを作成するか、既存のエージェントを編集します。 エージェントの追加, （
17 ページ）を参照してください。

ステップ 2

[スーパーバイザ（Supervisor）] タブをクリックします。

ステップ 3

[スーパーバイザ（Is Supervisor）] をオンにして、このエージェントをスーパーバイザとして設定
します。

ステップ 4

[スーパーバイザ ドメイン（Supervisor Domain）] ドロップダウンから、このスーパーバイザのド
メインを選択します。

ステップ 5

このスーパーバイザの一意の Active Directory ユーザ名を入力します。

ステップ 6

このスーパーバイザのチームを選択します。
a) [監視対象チームの一覧（List of Supervised Teams）] の横にある虫眼鏡をクリックして、[監視
対象チームの追加（Add Supervised Teams）] を開きます。
b) チーム名リンクをクリックして、チームを追加します。

ステップ 7

[キャンセル（Cancel）] をクリックして既存の設定を保持するか、[保存（Save）] をクリックして
スーパーバイザを作成します。
[エージェントの一覧（List of Agents）] に戻ります。

スーパーバイザの編集
スーパーバイザを編集するには、[エージェントの一覧（List of Agents）] ウィンドウでユーザ名を
クリックし、[編集（Edit）] ウィンドウを開きます。 次に、[スーパーバイザ（Supervisor）] タブ
をクリックします。
このウィンドウでは、[スーパーバイザ ドメイン（Supervisor Domain）] を除くすべてのフィール
ドが編集可能です。

手順
ステップ 1

[エージェントの一覧（List of Agents）] ウィンドウでユーザ名をクリックし、[編集（Edit）] ウィ
ンドウを開きます。

ステップ 2

次に、[スーパーバイザ（Supervisor）] タブをクリックします。
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ステップ 3

必要に応じて、フィールドを変更します。

ステップ 4

[パスワードの変更（Change Password）] をオンにして、[パスワード（Password）] フィールドと
[パスワードの再入力（Re-enter Password）] フィールドをクリアし、パスワードをリセットしま
す。

ステップ 5

[キャンセル（Cancel）] をクリックして既存のエージェント設定を保持するか、[保存（Save）] を
クリックして変更し、[エージェントの一覧（List of Agents）] に戻ります。

スーパーバイザの削除
スクリプトによって参照されているスーパーバイザや、エージェント チームに割り当てられてい
るスーパーバイザは削除できません。

手順
ステップ 1

[エージェントの一覧（List of Agents）] ウィンドウを開き、スーパーバイザのユーザ名に対応する
ゴミ箱アイコンをクリックします。

ステップ 2

確認メッセージに対処します。
この操作により、スーパーバイザが削除対象としてマークされます。 完全に削除するには、永続
的な削除用の Configuration Manager ツール から削除する必要があります。

デスク設定
すべてのエージェントに、デスク設定が設定されています。 デスク設定とは、エージェントへの
コールがいつ、どのようにリダイレクトされるか、エージェントがいつ、どのように各種の作業
状態に入るか、また、スーパーバイザへの要求がどのように処理されるかといった、エージェン
トの権限または特徴の集合です。 導入したエージェント デスクトップ アプリケーション（Finesse
または CTI エージェント デスクトップ）が、これらの設定の一部を読み込みます。
[デスク設定（Desk Settings）] を設定するには、[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE
Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）] > [デスク設定（Desk Settings）] に移動します。
管理者は、[デスク設定（Desk Settings）] の設定に無制限にアクセスできます。 スーパーバイザ
は、[デスク設定（Desk Settings）] にアクセスできません。
関連トピック
デスク設定の追加, （26 ページ）
デスク設定の編集, （29 ページ）
デスク設定の削除, （29 ページ）
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デフォルトのデスク設定の変更, （109 ページ）

デスク設定の追加
[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）]
> [デスク設定（Desk Settings）] に移動して、デスク設定を追加、編集、および削除します。

手順
ステップ 1

[新規（New）] をクリックして [新規デスク設定（New Desk Settings）] ウィンドウを開きます。

ステップ 2

次のフィールドに入力します。
フィールド

必須かどうか

説明

名前（Name）

Yes

32 文字以内の英数字で、デス
ク設定を識別する一意の名前を
入力します。
エージェントはエージェント
ID を使用して CTI OS Agent
Desktop または Finesse にサイン
インします。

説明

No

255 文字以内で、デスク設定の
説明を入力します。 入力する
文字に制限はありません。

非アクティビティによるログア No
ウト時間（Logout inactivity
time）

これは、待受停止状態の間に
エージェントが非アクティブで
いることのできる秒数です。こ
の時間を過ぎると、エージェン
トはログアウトさせられます。
有効な値の範囲は、10 ～ 7200
秒（2 時間）です。 エントリが
空白の場合、タイマーは無効に
なります。

着信時に後処理（Wrapup on
incoming）

必須（Required）

Yes
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発信時に後処理（Wrapup on
outgoing）

Yes

ドロップダウンから [オプショ
ン（Optional）]（デフォル
ト）、[必須（Required）]、ま
たは [許可しない（Not
Allowed）] を選択します。エー
ジェントがコールの発信後に後
処理データを入力することを許
可するか、またはその操作を必
須とするかを指定します。 [オ
プション（Optional）] を選択す
ると、エージェントは後処理
データを入力するか、別のコー
ルに応答することを選択できま
す。

後処理タイマー（Wrapup
timer）

No

エージェントが後処理データを
入力できる時間を、1 ～ 7200
秒までの間で入力します。この
時間が過ぎると、エージェント
はタイムアウトします。デフォ
ルトは 7200 秒です。

スーパーバイザ アシスト コー No
ル メソッド（Supervisor assist
call method）

ドロップダウンから [コンサル
ティング コール（Consultative
Call）] または [ブラインド カン
ファレンス（Blind
Conference）] を選択します。
エージェントがスーパーバイザ
の支援を要求したときにコンサ
ルティング コールを作成する
か、ブラインド カンファレン
ス コールを作成するかを指定
します。 スーパーバイザがコ
ンサルティング コールに参加
すると、発信者に通知されま
す。 この設定は、現在 CTI OS
デスクトップでのみサポートさ
れています。
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緊急通話方法（Emergency call
method）

No

ドロップダウンから [コンサル
ティング コール（Consultative
Call）] または [ブラインド カン
ファレンス（Blind
Conference）] を選択します。
エージェントがスーパーバイザ
に緊急コールを発信したときに
コンサルティング コールを作
成するか、ブラインドカンファ
レンス コールを作成するかを
指定します。 デフォルトは [コ
ンサルティング コール
（Consultative Call）] です。
スーパーバイザがコンサルティ
ング コールに参加すると、発
信者に通知されます。 この設
定は、現在 CTI OS デスクトッ
プでのみサポートされていま
す。

自動応答（Auto Answer）

No

デフォルトではオフです。 オ
ンの場合は、このエージェント
に送信されたコールは自動的に
応答されることを示します。

モバイル エージェントを有効
にする（Enable mobile agent）

No

この設定をオンにすると、エー
ジェントはモバイル エージェ
ントとして識別されます。モバ
イルエージェントとは、リモー
トからサインインでき、どの電
話からでもコールに応答できる
エージェントです。 この設定
が指定されている状態で、エー
ジェントは通常のエージェント
としてもサインインできます。
デフォルトではオフのため、
エージェントはモバイル エー
ジェントとして識別されませ
ん。 この設定は、現在 CTI OS
デスクトップでのみサポートさ
れています。
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ステップ 3

アイドル理由が必要（Idle
reason required）

No

エージェントがアイドル状態に
切り替わる前に理由を入力する
必要がある場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。
デフォルトでは、オフになりま
す。つまり、エージェントは理
由を入力する必要はありませ
ん。

ログアウトの理由が必要です
（Logout reason required）

No

エージェントがログアウトする
前に理由を入力する必要がある
場合は、このチェックボックス
をオンにします。 デフォルト
では、オフになります。つま
り、エージェントは理由を入力
する必要はありません。

[保存（Save）] をクリックしてデスク設定を保存し、一覧ウィンドウに戻ります。ここで、デス
ク設定が正常に作成されたことがメッセージで表示されます。

デスク設定の編集
デスク設定を編集するには、一覧ウィンドウでハイパーリンク付きの名前をクリックします。 こ
れによって、[デスク設定の編集（Edit Desk Settings）] ウィンドウが開きます。
すべてのフィールドが編集可能です。
変更を保存して一覧ウィンドウに戻ります。ここで、変更が正常に保存されたことを示すメッセー
ジが表示されます。

デスク設定の削除
デスク設定を削除するには、[デスク設定の一覧（list of Desk Settings）] ウィンドウを開き、削除
するデスク設定名に対応するゴミ箱アイコンをクリックします。
正常に削除されたことを示すメッセージか、削除できない理由を示すメッセージが表示されます。
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（注）

次のデスク設定は削除できません。
• エージェントに関連付けられているデスク設定
• Configuration Manager の [ツール（Tools）] > [エクスプローラ ツール（Explorer Tools）] >
[PG Explorer] に定義されているシステム デフォルトのデスク設定

エージェントのデスクトップ（Agent Desktops）
Packaged CCE は、CTI OS デスクトップおよび Cisco Finesse デスクトップをサポートします。 い
ずれか、または両方のデスクトップを使用できます。
Packaged CCE では、エージェント デスクトップにログインできるエージェントを 1000 人に制限
しています。 CTI OS デスクトップと Cisco Finesse デスクトップの両方を展開する場合に 1001 人
目のエージェントが一方のデスクトップにログインすると、両方のデスクトップに、そのログイ
ン要求は制限に達したために失敗したことを示す警告が表示されます。

エージェント デスクトップの比較
CTI OS または Finesse
次の表に、これらのデスクトップでサポートされている機能の要約と比較を示します。
機能

Cisco Finesse デス CTI OS デスクトップ
クトップ 9.0

アクセシビリティ
509 準拠

No

Yes

キーボードのショートカット

No

Yes

大きいツールバー ボタン

Yes/カスタム コー No
ド

チーム メッセージのスクロール

Yes/カスタム コー No
ド

エージェント状態
ログインおよびログアウト

Yes

Yes

アプリケーションを閉じるときの強制ログアウト

Yes

Yes
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機能

Cisco Finesse デス CTI OS デスクトップ
クトップ 9.0

エージェント ID が重複するときの強制ログアウト

No

Yes

待受中および待受停止

Yes

Yes

理由コード：ログアウト待受中および待受停止、グ
ローバル

Yes

Yes

ラップアップ コード、エージェントによる編集可能

No

Yes

ラップアップ コード、グローバル

Yes

Yes

ラップアップ コード、任意

No

Yes

発信コールのラップアップ

Yes

Yes

No

Yes

会議中のエージェントと任意のエージェントのチャッ No
ト

Yes

エージェントとスーパーバイザのチャット

No

Yes

プレディクティブ アウトバウンド キャンペーン

Yes

Yes

プログレッシブ アウトバウンド キャンペーン

Yes

Yes

スケジュールされたコールバックとパーソナル コール Yes
バック

No

アウトバウンド ラップアップ コードのサポート

No

Yes

設定可能な GUI

No

Yes

チャット メッセージおよびプレゼンス
チーム内のエージェントへのエージェント チャット

シスコ アウトバウンド オプションのサポート

デスクトップ モード：通常、オープン、手前に表示、 Yes/カスタム コー No
ステルス、およびエージェント選択可能
ド
デスクトップ モード：通常、オープン、手前に表示、 Yes/カスタム コー No
ステルス、およびエージェント選択可能
ド
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機能

Cisco Finesse デス CTI OS デスクトップ
クトップ 9.0

統合ブラウザ

Yes/カスタム コー No
ド

展開モード
標準（LAN 上の Cisco Finesse サーバ ペアおよび Cisco Yes
Unified Contact Center Enterprise（CCE）Peripheral
Gateway ペア）

Yes

WAN 上の標準（WAN で分離された A 側と B 側）

Yes

Yes

ホステッド（1 台のボックスで複数の Peripheral Gateway No
に接続する仮想マシン 1 台当たりに複数の Cisco Finesse
インスタンス）

Yes

マルチインスタンス（複数の Peripheral を実行する単 No
一の Peripheral Gateway に接続している仮想マシン 1
台当たりに複数の Cisco Finesse インスタンス）

Yes

マルチテナント（単一の Cisco Finesse インスタンスお No
よび Peripheral Gateway。カスタマーごとのデータの論
理パーティショニング）

Yes

親子

No

Yes

WAN 上でクラスタ化された親子

No

Yes

発信者情報（自動番号識別 [ANI] およびダイヤル番号 Yes
識別サービス [DNIS]）の表示

Yes

ユーザ インターフェイスでの CallVars および拡張コー Yes
ル コンテキスト（ECC）の表示

Yes

エンタープライズ データ

ユーザ インターフェイスでの CallVars および ECC の Yes/カスタム コー Yes
設定
ド
CallVars 1 ～ 10 および ECC Vars API の取得と設定

Yes

Yes

Yes

Yes

モビリティ
ホット シーティング
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機能

Cisco Finesse デス CTI OS デスクトップ
クトップ 9.0

エクステンション モビリティ

No

Yes

モバイル エージェント（PSTN）

Yes

Yes

Cisco IP Communicator のサポート

Yes

Yes

VPN サポート

Yes

Yes

VMware View VDI

Yes

Yes

Citrix XenDesktop

Yes

Yes

ローカリゼーション

英語のみ

Yes

Quality of Service（QoS）

適用外

Yes

Secure HTTP; セキュア HTTP

No

Yes

No

Yes

プラットフォーム

RECORDING
エージェントが開始するコール録音ボタン
リアルタイム表示
エージェント状態ログ

Cisco Unified
Yes
Intelligence Center
から実装されま
す。 Cisco Finesse
ソフトウェアには
現在、ネイティブ
ユーザ インター
フェイスまたは
API はありませ
ん。

エージェント統計情報

Cisco Unified
Yes
Intelligence Center
からのみ実装され
ます。
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機能

Cisco Finesse デス CTI OS デスクトップ
クトップ 9.0

コール ログ

Cisco Unified
Yes
Intelligence Center
からのみ実装され
ます。

キュー（スキル）統計情報

Yes

Yes

リアルタイム データの自動更新

Yes

Yes

Yes

Yes

割り込み、代行受信

No

Yes

エージェント状態の変更

Yes

Yes

Cisco Unified Communications Manager サイレント モニ Yes
タ

Yes

デスクトップ サイレント モニタ

No

Yes

緊急および支援

No

Yes

リアルタイム キュー情報

Yes

Yes

スイッチ ポート アナライザ（SPAN）モニタリング

No

Yes

チーム パフォーマンス：チームごとにエージェントの Yes
状態を表示

Yes

チーム パフォーマンス：各エージェントの状態の継続 Yes
時間を表示

Yes

チーム パフォーマンス：スキル グループの関連付け
を表示

No

Yes

チーム パフォーマンス：エージェントのコールの詳細 No
を表示

Yes

SDK
プロダクション SDK
スーパーバイザ

サードパーティ コール制御

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
34

0

エージェントの管理
エージェント デスクトップの比較

機能

Cisco Finesse デス CTI OS デスクトップ
クトップ 9.0

ID によるログイン

Yes

Yes

エージェント名によるログイン

No

Yes

空白パスワード

No

Yes

応答または解放

Yes

Yes

保留または取得

Yes

Yes

代行（転送中）

Yes

Yes

転送：ブラインド

No

Yes

転送：コンサルト

Yes

Yes

会議：コンサルト

Yes

Yes

参加者 4 人の会議サポート

Yes

Yes

接続時の番号の送信（DTMF）

Yes

Yes

転送または会議中のコール変数の送信

Yes

Yes

コールの発信：ダイヤル パッド

Yes

Yes

複数のコール アピアランス

Yes

Yes

マルチライン

No

Yes

最近のコール リスト

No

Yes

ブラウザベースのエージェント デスクトップ

Yes

No

ブラウザベースのスーパーバイザ デスクトップ

Yes

No

エンタープライズ マッシュアップ アーキテクチャ

Yes

No

Open Web 2.0 API

Yes

No

Web 2.0 ソフトウェア開発キット（SDK）

Yes

Yes

WEB のアーキテクチャ
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理由コード
エージェントは、アイドル状態（または「待受停止」状態）になったときに、エージェント デス
クトップに理由コードを入力します。 理由コードは、エージェントの動作を識別できるよう、レ
ポートに表示されます。エージェントが、適切な回数の休憩をとっているかどうか。エージェン
トの昼食またはミーティングの時間はどれくらいか。 エージェントが事後処理データの入力に時
間を取りすぎていないかどうか。
Unified Intelligence Center のレポートでは、エージェントの待受停止理由コードを追跡します。
「レポート」の章にあるエージェントの受信不可理由コード, （300 ページ）を参照してくださ
い。
エージェント デスクトップ ソフトウェアで理由コードを設定する場合のベスト プラクティスと
して、レポーティングの整合性が保たれるよう、Web管理と同じ理由コードを設定してください。
[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）]
> [理由コード（Reason Codes）] インターフェイスに移動し、理由コードを設定します。
管理者には、理由コードを設定するためのフル権限があります。 スーパーバイザは、Reason Codes
ツールにアクセスできません。
関連トピック
理由コードの追加, （36 ページ）
理由コードの編集, （37 ページ）
理由コードの削除, （37 ページ）
エージェントの待受停止理由コードを示すレポート, （302 ページ）

理由コードの追加
手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）]
> [理由コード（Reason Codes）] に移動します。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックして [新規理由コード（New Reason Code）] ウィンドウを開きます。

ステップ 3

次のフィールドに入力します。
フィールド

必須かどうか

説明

テキスト（Text）

Yes

40 文字以内で入力します。 入
力する文字に制限はありませ
ん。

コード（Code）

Yes

一意の正の整数（0 ～ 65,535）
を入力します。
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説明（Description）

ステップ 4

No

255 文字以内で、理由コードの
説明を入力します。 入力する
文字に制限はありません。

[保存（Save）] をクリックして理由コードを保存し、一覧ウィンドウに戻ります。ここで、理由
コードが正常に作成されたことがメッセージで表示されます。

理由コードの編集
理由コードを編集するには、[理由コードの一覧（List of Reason Codes）] の [テキスト（Text）]
フィールドをクリックして、[理由コードの編集（Edit Reason Code）] ウィンドウを開きます。
[テキスト（Text）] フィールドと [説明（Description）] フィールドを編集できます。
変更を保存して一覧ウィンドウに戻ります。ここで、変更が正常に保存されたことを示すメッセー
ジが表示されます。

理由コードの削除
手順
ステップ 1

理由コードを削除するには、[理由コードの一覧（List of Reason Codes）] ウィンドウを開き、その
理由コードに対する削除アイコンをクリックします。

ステップ 2

確認メッセージに対処します。
この操作により、理由コードが削除対象としてマークされます。 完全に削除するには、永続的な
削除用の Configuration Manager ツール から削除する必要があります。

チーム
チームを作成することで、そのチームに関してレポートを実行し、メンバーからスーパーバイザ
支援の要求を受け取ることができる特定のスーパーバイザに一連のエージェントを関連付けます。

（注）

スーパーバイザ アシストは、デスク設定で指定され、エージェント デスクトップでサポート
される必要があります。
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1 人のエージェントは 1 つのチームのメンバーになることができます。 スーパーバイザは、1 つ
のチームのメンバーになることができます。 1 つのチームを最大 10 人のスーパーバイザが管理で
きます。 1 人のスーパーバイザは、最大 20 チームを監視できます。
チームを設定するには、[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] >
[エージェント（Agent）] > [チーム（Teams）] に移動します。
管理者は、チームを設定するためのフル権限を持ちます。 スーパーバイザは、Teams ツールに表
示専用でアクセスできます。
関連トピック
チームの追加, （38 ページ）
チームの編集, （39 ページ）
チームの削除, （40 ページ）
エージェント, （15 ページ）
スーパーバイザ, （23 ページ）
デスク設定の追加, （26 ページ）
エージェントのデスクトップ（Agent Desktops）, （30 ページ）
エージェント チームに関する情報を示すレポート, （314 ページ）

チームの追加
手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）]
> [チーム（Teams）] に移動します。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックして、[新規チーム（New Team）] ウィンドウを開きます。
[新規チーム（New Team）] ウィンドウが開きます。 このウィンドウには、[一般（General）]、[メ
ンバー（Members）]、および [スーパーバイザ（Supervisors）] の 3 種類のタブがあります。 必須
フィールドのある [一般（General）] タブを完成させる必要があります。 他のタブは、必要に応じ
て任意の順序で完成させることができます。 [一般（General）] タブのすべての必須フィールドに
入力するまでチームは保存できません。

ステップ 3

[一般（General）] タブのフィールドに入力します。
フィールド

必須かどうか

説明

名前(Name)

Yes

最大 32 文字の英数字で入力し
ます。

説明(Description)

No

最大 255 文字でエージェントの
説明を入力します。
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フィールド

必須かどうか

スーパーバイザ スクリプトの No
ダイヤル番号（Supervisor Script
Dialed Number）

説明
虫眼鏡をクリックし、[スーパー
バイザ スクリプトのダイヤル
番号を選択（Select Supervisor
Script Dialed Number）] を表示
します。これらはすべて、ルー
ティングスクリプトがスーパー
バイザに支援を求めるために
コールを転送するのに使用する
ように設定されている内部ダイ
ヤル番号です。
リンクをクリックしてダイヤル
番号を選択し、一覧を閉じま
す。 1 つしか選択できません。

ステップ 4

[メンバー（Members）] タブを完成させます。
このタブには、チームのエージェントの一覧が表示されます。
a) 虫眼鏡をクリックして、エージェントをチームに追加します。 エージェントの名前の横にある
「3 人の顔」アイコンは、エージェントがすでにチームに属していることを意味します。 すで
に他のチームに属しているエージェントを選択して、このチームを保存すると、最初のチーム
からそのエージェントが削除され、このチームに追加されます。
b) 1 つまたは複数のリンクをクリックして、エージェントを選択します。 これで、そのエージェ
ントは [エージェントの一覧（List of Agents）] に表示されます。
c) 他のタブに移動して続行するか、[保存（Save）] をクリックして一覧ウィンドウに戻ります。
ここで、チームが正常に作成されたことを示すメッセージが表示されます。

ステップ 5

[スーパーバイザ（Supervisors）] タブを完成させます。
このタブにはチームのスーパーバイザが表示され、このタブでスーパーバイザを追加できます。
a) 虫眼鏡をクリックして、スーパーバイザをチームに追加します。
b) 1 つまたは複数のリンクをクリックして、スーパーバイザを選択します。 これで、そのスー
パーバイザは [スーパーバイザの一覧（List of Supervisors）] に表示されます。
c) 他のタブに移動して続行するか、[保存（Save）] をクリックして一覧ウィンドウに戻ります。
ここで、チームが正常に作成されたことを示すメッセージが表示されます。

チームの編集
チームを編集するには、[チームの一覧（List of Teams）] でチーム名をクリックして、[<Name>
チームの編集（Edit <Name> Team）] ページを開きます。 このページ上のすべてのフィールドは、
編集可能です。
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変更を保存して一覧ページに戻ります。ここで、変更が正常に保存されたことを示すメッセージ
が表示されます。

チームの削除
手順
ステップ 1

チームを削除するには、[チームの一覧（List of Teams）] ウィンドウを開き、そのチームに対応す
るゴミ箱アイコンをクリックします。

ステップ 2

確認メッセージに対処します。
正常に削除されたことを示すメッセージか、削除できない理由を示すメッセージが表示されます。
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章

キューの管理
コールは、スキル グループ内のメンバーシップまたはプレシジョン キューに設定された資格に
基づいてエージェントにキューイングされます。
管理者は、この章で説明するすべてのツールへのフル アクセスが可能です。
スーパーバイザは、[スキル グループ（Skill Groups）] へのアクセスが制限されており、[属性
（Attributes）] および [プレシジョン キュー（Precision Queues）] には表示専用でアクセスできま
す。
• 属性, 41 ページ
• プレシジョン キュー（Precision Queues）, 43 ページ
• スキル グループ（Skill Groups）, 56 ページ

属性
属性とは、言語や場所、エージェントの技能など、コール ルーティングの要件を識別するもので
す。 ブール値および能力の 2 つのタイプの属性を作成できます。
• ブール値属性を使用して、エージェントの属性値を true または false として識別します。 た
とえば、Boston という属性を作成するとします。この属性に割り当てられたエージェント
は、ボストンに配属されています。 Boston のエージェントには、属性 Boston = True が設定
されます。 Boston = True は、その属性の項です。
• 能力属性を使用して、技能レベルを 1 から 10 までのレベルで指定します。10 が最高レベル
の技能を有していることを意味します。 たとえば、スペイン語属性の場合、ネイティブ ス
ピーカーの属性は理想的には能力 = 10 となります。
プレシジョン キューを作成する際は、そのキューの一部となる属性を識別し、そのキューをスク
リプトに実装します。 新しい属性をエージェントに割り当てると、エージェントは、その属性が
識別されたプレシジョン キューに自動的に関連付けられます。
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属性を設定するには、[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [属
性（Attributes）] インターフェイスに移動します。
管理者には、属性を設定するためのフル権限があります。 スーパーバイザは、Attributes ツールに
表示専用でアクセスできます。 スーパーバイザは、Agents ツールの [属性（Attributes）] タブで、
監視対象エージェントの属性を設定できます。
関連トピック
属性の追加, （42 ページ）
属性の編集, （43 ページ）
属性の削除, （43 ページ）
プレシジョン キュー（Precision Queues）, （43 ページ）
エージェント, （15 ページ）

属性の追加
手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [属性（Attributes）] に移
動します。

ステップ 2

[属性の一覧（List of Attributes）] ウィンドウで、[新規（New）] をクリックします。

ステップ 3

[名前（Name）] フィールドに、一意の属性名を入力します。 たとえば、抵当保険（mortgage
insurance）の属性を作成するには mortgage と入力します。

ステップ 4

[説明（Description）] フィールドに、説明を入力します。

ステップ 5

[タイプ（Type）] ドロップダウン リストから、[ブール値（Boolean）] または [能力（Proficiency）]
のタイプを選択します。

ステップ 6

[デフォルト（Default）] ドロップダウン リストから、[ブール値（Boolean）] の場合はデフォルト
の True または False を選択し、[能力（Proficiency）] の場合は 1 ～ 10 の数字を選択します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。
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属性の編集
手順
ステップ 1

[属性の一覧（List of Attributes）] ウィンドウで、編集する属性名の一覧をクリックします。 これ
によって、[属性の編集（Edit Attribute）] ウィンドウが開きます。

ステップ 2

名前、説明、またはデフォルトを変更します。 注：属性のタイプは変更できません。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

属性の削除
手順
ステップ 1

[属性の一覧（List of Attributes）] ウィンドウから、削除する属性に対応するゴミ箱アイコンをク
リックします。

ステップ 2

確認メッセージで、[はい（Yes）] をクリックします。

プレシジョン キュー（Precision Queues）
プレシジョン キューは、プレシジョン ルーティングの主要コンポーネントであり、スキル グルー
プ ルーティングに代わる多次元のルーティングを実現します。
Unified CCE のスクリプティングを使用して、発信者の明確なニーズに最も適したエージェントに
コールが転送されるよう、プレシジョン キューを動的にマッピングすることができます。
プレシジョン ルーティングを設定するには、次のことを行う必要があります。
1 属性を作成する。 属性とは、True または False 値、あるいは 1 ～ 10 の能力評価を割り当てる
ことができる特徴です。
2 属性をエージェントに割り当てる。
3 プレシジョン キューを作成する。
4 ルーティング スクリプトを作成する。
エージェントをプレシジョン キューに追加する必要はありません。エージェントはそれぞれの属
性に基づいて自動的にプレシジョン キューのメンバーになります。 プレシジョン キューがボス
トンに住むエージェント、流暢なスペイン語を話すエージェント、および装置の特定の部品に関
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するトラブルシューティングにおいて熟達したエージェントを必要とする場合、Boston = True、
Spanish = True、および Repair = 10 の属性を持つエージェントが自動的にプレシジョン キューに
加えられます。 装置に関するヘルプを必要とする、ボストン在住のスペイン人の発信者は、その
エージェントにルーティングされます。
プレシジョン キューには、次のものが含まれます。
• 項：項によって属性と値が比較されます。 たとえば、Spanish == 10 という項を作成できま
す。 この属性の項は、最も高いスペイン語能力です。
• 式：式は 1 つまたは複数の項の集合です。 式の中の項は、同じ演算子を共有する必要があり
ます。つまり、すべて AND か、すべて OR の関係であることが必要です。

• 手順：プレシジョン キュー手順とは、プレシジョン キュー内の時間ベースのルーティング
ポイントです。 少なくとも 1 つの手順が必要で、最大で 10 の手順を作成できます。 手順
は、1 以上の式の集合です。

手順には、待機時間と Consider If 式が含まれる場合もあります。 待機時間を使用して、対応
可能なエージェントを待機する最大時間を割り当てます。 Consider If 式を使用して、別の
キューなど、事前に定義された基準に照らして手順を評価します。
[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）]
> [プレシジョン キュー（Precision Queues）] に移動して、プレシジョン キューを設定します。
管理者には、プレシジョン キューを設定するためのフル権限があります。 スーパーバイザは、
Precision Queues ツールに表示専用でアクセスできます。
関連トピック
プレシジョン キューの追加, （45 ページ）
プレシジョン キュー手順の作成, （46 ページ）
プレシジョン キューに対する Consider If 式, （50 ページ）
プレシジョン キューのコール フローの例, （51 ページ）
プレシジョン キューの編集, （51 ページ）
プレシジョン キューの削除, （52 ページ）
属性, （41 ページ）
スキル グループまたはプレシジョン キュー, （55 ページ）
プレシジョン キュー用のスクリプト, （52 ページ）
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プレシジョン キューに関するレポーティング, （353 ページ）
プレシジョン キュー スクリプト ノード, （166 ページ）

プレシジョン キューの追加
はじめる前に
プレシジョン キューを作成する前に、次の処理を行う必要があります。
• エージェントの作成
• 属性の作成

手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）]
> [プレシジョン キュー（Precision Queues）] に移動します。
これによって、現在設定されているすべてのプレシジョン キューを示す [プレシジョン キューの
一覧（List of Precision Queues）] ページが開きます。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックして [新規プレシジョン キュー（New Precision Queue）] 画面を開きま
す。

ステップ 3

必須の [名前（Name）] フィールドに、32 文字以内で英数字を入力します。

ステップ 4

任意の [説明（Description）] フィールドに、255 文字以内でエージェントの説明を入力します。

ステップ 5

必須の [サービス レベル タイプ（Service Level Type）] フィールドで、サービスレベル契約に関す
るレポーティングに使用されるサービス レベル タイプを選択します。
サービス レベル タイプは、サービス レベルのしきい値よりも前に放棄されたコールが、サービ
ス レベルの計算にどのように影響するかを示します。 これはドロップダウン メニューであり、
デフォルトは [放棄呼を無視する（Ignore Abandoned Calls）] です。オプションは、次のとおりで
す。
• [放棄呼を無視する（Ignore Abandoned Calls）]：サービス レベルの計算から放棄されたコー
ルを除外するには、このオプションを選択します。
• [放棄呼はマイナスの効果をもたらします（Abandoned Calls have Negative Impact）]：サービ
ス レベルのしきい値の時間内で応答されたコールのみを処理済みコールとしてカウントする
場合は、このオプションを選択します。 サービス レベルは、サービス レベルのしきい値の
時間内に放棄されたコールによって、マイナスの影響を受けます。
• [放棄呼はプラスの効果をもたらします（Abandoned Calls have Positive Impact）]：サービス レ
ベルのしきい値の時間内に放棄されたコールを応答済みコールとして考慮するには、このオ
プションを選択します。 この設定では、放棄呼はサービス レベルにプラスの効果をもたら
します。
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ステップ 6

必須の [サービス レベル タイプ（Service Level Threshold）] フィールドに、サービス レベル契約
に基づき、コールに応答するまでの秒数を入力します。
このフィールドに入力された時間は、サービス レベル契約に関するレポーティングに使用され、
プレシジョンキューにコールが留まる時間には影響しません。コールが手順内に残る時間の長さ
は、個々の手順の待機時間によって決定されます。

ステップ 7

必須の [エージェントの順序（Agent Order）] フィールドに、次のいずれかのオプションを選択し、
このキューからコールを受信するエージェントを決定します。
エージェントの順序は、プレシジョン キューの手順で選ばれるエージェントを示すものではあり
ません。 エージェントは、手順に指定された条件に基づいて包含または除外されます。
• [最長時間対応可能なエージェント（Longest Available Agent）]（デフォルト）：プレシジョ
ン キューに対してエージェントを順序付けるデフォルトの方法。 コールは、対応可能（ま
たは受信可能）状態が最も長いエージェントに送信されます。
• [最もスキルの高いエージェント（Most Skilled Agent）]：コールは、プレシジョン キューの
手順に関連するすべての属性から、合計して適格性の最も高いエージェントに送信されま
す。 エージェント豊富な環境では、この設定は、適格性のより高いエージェントの使用率が
高まることを意味します。
• [最もスキルの低いエージェント（Least Skilled Agent）]：コールは、プレシジョン キューの
手順に関連するすべての属性から、合計して適格性の最も低いエージェントに送信されま
す。

ステップ 8

任意の [バケット間隔（Bucket Intervals）] フィールドで、バケット間隔を選択します。この上限
を使用し、コールに応答するタイムスロットが測定されます。 このフィールドのデフォルト値
は、[システム デフォルトの使用（Use System Default）] です。 異なるバケット間隔を選択するに
は、次の操作を行います。
a) 虫眼鏡をクリックし、[バケット間隔の選択（Select Bucket Intervals）] を表示します。
b) リンクをクリックしてバケット間隔を選択し、一覧を閉じます。
c) [x] をクリックして選択をクリアし、[システム デフォルトの使用（Use System Default）] を再
適用します。

ステップ 9

番号付きの Step Builder リンクをクリックし（[手順 1（Step 1）]、[手順 2（Step 2）] など）、[Step
Builder] ポップアップを開きます。

ステップ 10

手順が追加されたら、[保存（Save）] をクリックします。

プレシジョン キュー手順の作成
どのプレシジョン キューにも手順が存在する必要があります。
どの手順にも式が存在する必要があります。 式とは、属性の項の集合です。
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手順
ステップ 1

新規のプレシジョン キューに必要なフィールドをすべて入力します。

ステップ 2

[手順（Steps）] パネルで番号付きの手順リンクをクリックします（[手順 1（Step 1）]、[手順 2
（Step 2）] など）
これによって、[手順 #（Step #）] 画面が開きます。

ステップ 3

最初の手順を次のように作成します。
a) [Consider If] フィールドと [待機（Wait for）] フィールドは省略します。 これらは、プレシジョ
ン キューの最初と最後の手順にある表示専用フィールドです。 2 番目の手順を作成した時点
で、最初の手順に戻り、[Consider If] と [待機（Wait for）] の値を入力できるようになります。
b) [式 1（Expression 1）] パネルの [属性の選択（Select Attribute）] フィールドの右側にある虫眼
鏡をクリックします。
c) リストから属性を選択します。
d) 2 つの [選択（Select）] フィールドを使用して、属性の項を確立します。 最初の [選択...
（Select...）] フィールドをクリックして、演算子を選択します。
ブール値属性について、等しいおよび等しくないの演算子を選択します。
能力属性について選択できる演算子は、True、False、より少ない、以下、より大きい、および
以上です。
e) 2 つめの [選択（Select）] フィールドをクリックして値を選択します。
ブール値属性の値は True および False です。
能力属性の値は、1 ～ 10 の値になります。
選択すると、式に対する属性の項が作成されます。 この時点で、項は [(Spanish == 10)] のよう
にプレシジョン キューに表示されます。 この場合、エージェントはスペイン語が流暢でなけ
ればならないという要件が項となります。
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ステップ 4

2 つめの属性を最初の式に追加するには、[式 1（Expression 1）] 列の [属性の追加（Add Attribute）]
をクリックします。
a) [および（AND）] か [または（OR）] を選択して、最初の属性と 2 つめの属性の関係を確立し
ます。

b) 手順 3b、3c、および 3d を繰り返します。
ステップ 5

引き続き、属性を式 1 に追加します。
式内のすべての属性を同じ論理演算子で結び付ける必要があります。 すべて [および（AND）]
か、すべての [または（OR）] であることが必要です。

ステップ 6

2 つめの式を追加するには、[式 1（Expression 1）] 列の [属性の追加（Add Attribute）] ドロップダ
ウンをクリックして、[式の追加（Add Expression）] を選択します。

ステップ 7

[および（AND）] か [または（OR）] を選択して、最初の式と 2 つめの式の関係を確立します。

ステップ 8

属性を式 2 に追加します。

ステップ 9

必要に応じて、式の追加を続行します。
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この例では、ボストン領域に住むスペイン人の発信者が、ServerXYZ を修理するために技術者の
オンサイト サービスを必要としています。 理想的なエージェントはスペイン語が流暢であり、
ServerXYZ に関して最も高い能力を持っている必要があります。 これは、式 1 で確認できます。
式 2 を使用すると、選択したエージェントがボストン領域かニューイングランド領域のいずれか
から出向く必要があることを指定できます。
ステップ 10

手順が完成したら、[OK] をクリックしてプレシジョン キューに追加します。

ステップ 11

次の手順を作成するには、[手順（Steps）] パネルで番号付きの手順リンクをクリックします（[手
順 1（Step 1）]）。
後続の各手順には、先行の式と属性によって事前にデータが入力されます。 おそらくは、属性の
資格と適格性を低下させることになります。これは、受け入れ可能なエージェントのプールが拡
大するように基準を下げるためです。

ステップ 12

すべての手順を作成したら、最後を除く任意の手順を開き、[Consider If] フィールドと [待機（Wait
for）] フィールドに値を入力できます。
• [Consider If] は、追加の基準に対してコールを手順内で評価する式です。
• [待機（Wait for）] は、対応可能なエージェントを待機する秒単位の値です。 コールは、特
定の手順でキューに入り、指定された秒数が過ぎるまで、その手順の条件に一致する対応可
能エージェントを待ちます。 待機時間が空白であると、手順の条件に一致する対応可能エー
ジェントが存在しない場合に、コールはただちに次の手順に進みます。 待機時間はデフォル
トで 0 に設定され、最大 2147483647 の値を取ることができます。

関連トピック
プレシジョン キューに対する Consider If 式, （50 ページ）
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プレシジョン キュー ノードのキューイング動作, （55 ページ）

プレシジョン キューに対する Consider If 式
プレシジョン キューの最終手順でなければ、その手順に対して Consider If 式を入力できます。
Consider If 式は、追加の基準に対してコールを（手順内で）評価します。 コールが Consider If 式
のある手順に到達するたびに、式が評価されます。 式の値が true として返された場合、コールは
その手順の対象となります。 値が false を戻した場合は、コールは次の手順に移ります。 手順に
対して式が指定されていない場合は、その手順は常にコールに対して考慮されます。
Consider If 式を追加するには、[Consider If] ボックスに式を入力します。 または、スクリプト エ
ディタを使用して式を構築し、それをコピーして [Consider If] ボックスに貼り付けます。 Consider
If 式で使用されるオブジェクトは、大文字と小文字を区別します。 プレシジョン キューに追加す
るすべての Consider If 式は、有効でなくてはなりません。 無効な式を追加すると、プレシジョン
キューを保存できません。 式が有効であることを確認するには、Script Editor を使用して式を作成
し、評価します。
Consider If 式では、次のスクリプト オブジェクトのみが有効です。
• Call
• PQ
• スキルグループ（Skillgroup）
• ECC
• PQ 手順（PQ Step）
• Call Type
• カスタム関数（カスタム関数はスクリプト エディタで作成できます）
有効な Consider If 式が無効になる可能性もあります。 たとえば、プレシジョン キューを作成、ま
たは更新した後に、式で使用されたオブジェクトを削除すると、その式は有効ではなくなります。
Consider If 式の例
• PQ.PQ1.LoggedOn > 1：このキューにログインしているエージェントが 1 人以上いるかどう
かを評価します。
• CallType.CallType1.CallsRoutedToday > 100：今日、このタイプのコールが 100 以上ルーティ
ングされたかどうかを評価します。
• PQStep.PQ1.1.RouterAgentsLoggedIn > 1：手順 1 に対し、このキューにログインしている
ルータ エージェントが 1 人以上いるかどうかを評価します。
• CustomFunction(Call.PeripheralVariable1) > 10：カスタム関数を使用するこの式が、10 より
も大きい値を戻すかどうかを評価します。
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プレシジョン キューのコール フローの例
高度な例として、5 つの手順があるプレシジョン キューで、手順 1 に Consider If 式として [発信者
はプレミアム メンバー（Caller is Premium Member）] が付加されている場合について考えます。
• 手順 1 - 属性：Skill > 8 - Consider If: [発信者はプレミアム メンバー（Caller is Premium Member）]
• 手順 2 - 属性：Skill > 6
• 手順 3 - 属性：Skill > 4
• 手順 4 - 属性：Skill > 3
• 手順 5 - 属性：Skill >= 1
プレミアム カスタマーではない発信者 John が、1-800-repairs にコールしたとします。 John のコー
ルはこのプレシジョン キューにルーティングされます。
• John はプレミアム カスタマーではないので、（手順 1 の Consider If により）ただちに手順 1
から手順 2 にルーティングされ、そこで応答を待ちます。
• 手順 2 の待機時間が過ぎると、John のコールは手順 3 に移行してエージェントを待ちます。
• 手順 3 の待機時間が過ぎると、John のコールは手順 4 に移行してエージェントを待ちます。
• 手順 5 に到達すると、John のコールは対応可能なエージェントを無期限に待ちます。 この手
順以降のルーティング論理が存在しないため、コールがこの手順を回避することはできませ
ん。
全体としてみると、カスタマーは連続する各手順を使用して、対応可能なエージェントのプール
を広げていくことになります。 最終的に、「最後の」手順（最も大きい番号の手順）に到達する
と、コールは潜在的に非常に大きなエージェントプールで待機しています。手順が進むごとに、
コールが処理される機会が増加します。 また、これにより、最も価値があり、スキルの高いエー
ジェントを早めにプレシジョンキューの手順に入れることができます。コールは、後の手順であ
まり適切でないエージェントに回される前に、まず、そのような最適なエージェントに到達しま
す。

プレシジョン キューの編集
手順
ステップ 1

一覧ページで、編集するプレシジョン キューのハイパーリンク名に移動するか、この名前を検索
します。

ステップ 2

[名前（Name）] をクリックして [編集（Edit）] ページを開きます。

ステップ 3

変更して保存します。
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プレシジョン キューの削除
保存されたスクリプトのバージョンで静的に参照されているプレシジョン キューは、削除できま
せん。スクリプトで静的に参照されているプレシジョンキューを削除するには、まず、保存され
ているすべてのスクリプトバージョンからそのプレシジョンキューを削除する必要があります。
プレシジョン キューをスクリプトで動的に参照しているときに、プレシジョン キューに対して
キューイングされたコールが存在する場合、プレシジョンキューを削除できます。ただし、ルー
タは、すべてのコールがキューからなくなるまでプレシジョン キューを使用可能なままにしま
す。 プレシジョン キューがいったん削除されると、そのプレシジョン キューに対して新規コー
ルはキューイングされません。

手順
ステップ 1

[プレシジョン キューの一覧（List of Precision Queues）] ページで、削除するプレシジョン キュー
を選択します。

ステップ 2

[X] アイコンをクリックします。 プレシジョン キューを削除するかどうかを確認するプロンプト
が表示されます。

ステップ 3

キューを削除するには、[OK] をクリックします。

プレシジョン キュー用のスクリプト
コンタクトセンターにプレシジョンルーティングを実装するには、スクリプトを作成する必要が
あります。
スクリプトでは、設定済み（静的）および動的なプレシジョンキューノードを作成し、使用でき
ます。
• 静的なプレシジョン キュー ノードは、設定済みの 1 つのプレシジョン キューをターゲット
とします。 スクリプトで 1 つのプレシジョン キューを使用する場合には、静的なプレシジョ
ン キューを使用してください。
• 動的なプレシジョン キュー ノードは、以前に設定された 1 つまたは複数のプレシジョン
キューをターゲットとするために使用します。 複数のプレシジョン キューに対してルーティ
ング スクリプトが 1 つだけでよい場合は、動的なプレシジョン キューを使用します（たと
えば、全体的なコール処理がキューごとに変化しない場合）。 動的なプレシジョン キュー
を使用すると、システム内のルーティング スクリプトを簡素化し、その総数を削減できま
す。
関連トピック
静的なプレシジョン キューの設定, （54 ページ）
動的なプレシジョン キューの設定, （54 ページ）

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
52

0

キューの管理
プレシジョン キュー用のスクリプト

プレシジョン キュー スクリプト ノード
プレシジョン キュー スクリプト ノードを使用して、必要な能力を持つエージェントが対応可能
になるまで、発信者の要件に基づいてコールをキューイングします。 このノードには複数のエー
ジェント選択基準が含まれ、各手順に分けられています。
1 つのコールを複数のプレシジョン キューにキューイングできます。 いずれかのプレシジョン
キューでエージェントが対応可能になると、コールはそのリソースにルーティングされます。 1
つのプレシジョン キュー ノードで複数のプレシジョン キューを参照することはできません。 た
だし、複数のプレシジョン キュー ノードを順次実行して参照することは可能です。
プレシジョン キュー ノードには [優先度（Priority）] フィールドがあります。このフィールドで
は、初期のキューイング優先度を設定して、別のノードを使用する他のターゲットにキューイン
グされた他のコールに対し、このノードで処理されるコールをどの程度優先させるかを指定しま
す。 優先度は、1（最高）から 10（最低）までの整数で指定します。 デフォルト値は 5 です。
エージェントが応対可能になったときに、複数のコールがプレシジョン キューにキューイングさ
れていた場合は、優先度の値が最も小さいコールが最初にターゲットへルーティングされます。
たとえば、2 つのコールがキューイングされているプレシジョン キューのエージェントが対応可
能になったとします。 一方のコールが優先度 3 で、もう一方のコールが優先度 5 の場合は、値の
小さい優先度 3 のコールがプレシジョン キューにルーティングされ、もう一方のコールはキュー
に残ります。 2 つのコールの優先度が同じ場合は、先にキューイングされたコールが先にルーティ
ングされます。
VRU（音声応答装置）スクリプトの指示は、VRU に送信されません。 コールがプレシジョン
キューノードに入ったときに、使用可能なリソースがない場合、コールはプレシジョンキューに
キューイングされます。そのコールがまだ VRU にない場合、コールはそのノードからデフォルト
VRU に転送されます。 その後、スクリプト フローはただちに成功分岐を通過します。 スクリプ
トは引き続き外部スクリプト実行ノードを使用して、エージェントが対応可能になるまでコール
を保留にしている間の動作を VRU に指示します。 このノードでは、保留音楽を再生するネット
ワーク VRU スクリプトを呼び出すのが一般的です。アナウンスを一定間隔で挿入する場合もあり
ます。 また、スクリプト フローでは、他のキューイング ノードを使用して他のターゲット（ス
キル グループ キューイングやエージェント キューイングなど）に同じコールをキューイングす
ることもできます。
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静的なプレシジョン キューの設定
手順
ステップ 1

[プレシジョン キューのプロパティ（Precision Queue Properties）] ダイアログボックスで、[静的
（Statically）] オプションを選択します。

ステップ 2

リストから、このノードに入るすべてのコールのルーティング先となるプレシジョン キューを選
択します。

ステップ 3

[プロパティの選択（Priority selection）] ボックスで、このノードを介して処理されるコールに対
して最初のキューイング プロパティを選択します。 1 ～ 10 を選択できます。 デフォルトは 5 で
す。

ステップ 4

[ターゲットの再クエリーを有効にする（Enable target requery）] チェックボックスをオンにして、
このノードを介して処理されるコールに対して再クエリー機能を有効にします。 プレシジョン
キュー ノードに対する再クエリー動作が決定されます。

ステップ 5

プレシジョン キューを編集するには、リストからプレシジョン キューを選択し、[プレシジョン
キューの編集（Edit Precision Queue）] をクリックします。

動的なプレシジョン キューの設定
手順
ステップ 1

[プレシジョン キューのプロパティ（Precision Queue Properties）] ダイアログボックスで、[動的
（Dynamically）] オプションを選択します。

ステップ 2

[優先度の選択（Priority selection）] セクションで、このノードを介して処理されるコールに対し
て初期のキューイング優先順位を選択します。 1 ～ 10 を選択できます。 デフォルトは 5 です。

ステップ 3

[ターゲットの再クエリーを有効にする（Enable target requery）] チェックボックスをオンにして、
このノードを介して処理されるコールに対して再クエリー機能を有効にします。 プレシジョン
キュー ノードに対する再クエリー動作が決定されます。

ステップ 4

次のキュー オプションを選択します。
• このノードに入るコールをプレシジョン キュー名に動的にルーティングするには、[プレシ
ジョン キュー名（Precision Queue Name）] オプションを選択します。
• このノードに入るコールをプレシジョン キュー ID に動的にルーティングするには、[プレシ
ジョン キュー ID（Precision Queue ID）] オプションを選択します。

ステップ 5

[数式エディタ（Formula Editor）] をクリックして、コールをルーティングするプレシジョン キュー
名またはプレシジョン キュー ID を決定する式を作成します。
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プレシジョン キュー ノードのキューイング動作
プレシジョン キューは、それぞれ待機時間が設定された 1 つまたは複数の時間ベースのステップ
を使用して、内部で設定されます。 コールがキューイングされると、最初のステップが開始さ
れ、タイマーが始動します。 これは、スクリプトの実行パスが成功ノードから抜け出て、新しい
ノード（スクリプト実行など）がターゲットされても起こります。
最初のステップのタイマーが終了すると、制御は 2 番目のステップに移ります（そのステップが
存在する場合）。同様にして以降のステップにも制御が移っていきます。 コールがキューに留ま
り、実行を待つステップが存在する限り、コールは、プレシジョンキューノードを離れた後にた
どるパスに関係なく、内部的にステップ間を移動し続けます。 2 つ以上のプレシジョン キューに
キューイングされたコールは、内部的に並行して各プレシジョン キューのステップを通過しま
す。プレシジョンキューの最後のステップに到達したコールは、ルーティング、放棄、または終
了させられるまで、そのステップ上にキューイングされ続けます。

スキル グループまたはプレシジョン キュー
組織のルーティング ニーズに合わせてスキル グループまたはプレシジョン キューを使用する場
合について考えます。 まず、2 つの方法を区別することが重要です。
スキル グループの使用
スキルグループとは、能力の属性定義の集合です。たとえば、英国での販売を担当する営業担当
者など、事前に定義された特徴の集合などがあります。 このスキル グループは「English sales」
と呼ぶことができます。このグループ内のエージェントを（おそらくは経験に基づき）2 つのタ
イプの能力に分ける場合、English Sales 1 と English Sales 2 のように 2 つの別個のスキル グループ
を設定する必要があります。 次に、エージェントの能力に基づいて、そのエージェントを一方の
グループに関連付けます。これには、スキルグループにアクセスし、そこに追加するエージェン
トを特定します（またはそのスキルグループをそのエージェントに追加します）。要するに、ス
キル グループを作成するには、まず、English Sales 2 など、各エージェントに求める属性の組み合
わせに関する概念を築きます。
プレシジョン キューの使用
スキルグループとは対照的に、プレシジョンキューは属性定義を分類し、エージェントの集合を
属性レベルで形成します。プレシジョンキューの属性レベルに一致するエージェントは、そのプ
レシジョン キューに関連付けられます。
プレシジョン キューを使用する場合、前述の English sales の例では、English と Sales の属性の定
義と、それらの特徴を持つエージェントをその属性に関連付ける作業を伴います。 プレシジョン
キュー English Sales は、それらの特徴を持つすべてのエージェントをプレシジョン キューに動的
にマップします。 また、さらに複雑な能力属性を定義して、エージェントに関連付けることもで
きます。 それによって、1 つのプレシジョン キューで、英語能力 10、販売能力 5 のように複数の
能力検索を組むことができます。
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このプレシジョン キューの例をスキル グループに分けるには、英語能力 10 と販売能力 5 という
2 つの別個のスキル グループを設定する必要があります。 プレシジョン キューを使用すると、
エージェントを属性別に振り分けることができます。 スキル グループを使用する場合は、1 つの
スキルグループを混合として定義し、そのスキルグループを関連するエージェントに結び付ける
必要があります。
スキル グループまたはプレシジョン キューの決定
プレシジョン ルーティングは、従来のルーティングを拡張するものであり、これに置き換わるも
のです。従来のルーティングでは、エージェントが属するすべてのスキルグループを調べ、ビジ
ネス ニーズに対応するスキルの階層を定義します。 ただし、従来のルーティングには 1 次元の性
質による制限があります。
プレシジョン ルーティングは、簡単な設定、スクリプティング、およびレポートを使用した多次
元のルーティングを提供します。 エージェントは、能力を示す複数の属性で表されます。これに
より、各エージェントの能力が正確に公開され、ビジネス価値が向上します。
ルーティング ニーズがあまり複雑でない場合、1 つまたは 2 つのスキル グループを使用すること
を検討してください。 ただし、管理の容易な 1 つのキューに 10 もの能力レベルを含む検索を実
施する場合は、プレシジョン キューを使用してください。
関連トピック
スキル グループ（Skill Groups）, （56 ページ）
プレシジョン キュー（Precision Queues）, （43 ページ）

スキル グループ（Skill Groups）
スキル グループとは、同じタイプの要求を処理するための、同じ能力セットを共有するエージェ
ントの集まりです。 たとえば、同じ言語を話すエージェントや、請求に関する問い合わせに対応
できるエージェントの集まりなどです。
エージェントは、最大で 15 個のスキル グループのメンバーになることができます。 各スキル グ
ループは、音声、チャット、または電子メールなどの特定のメディア ルーティング ドメイン
（MRD）に関連付けられます。
Cisco Unified Intelligence Center（CUIC）レポートを使用し、スキル グループ内のエージェント ア
クティビティを表示したり、スキルグループ間のコール分配をモニタしたり、スキルグループ間
でパフォーマンスを比較したりできます。
[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）]
> [スキル グループ（Skill Groups）] インターフェイスに移動し、スキル グループを設定します。
管理者には、スキルグループを設定するためのフル権限があります。スーパーバイザは、すべて
のスキル グループを表示できますが、スキル グループの追加や削除はできません。 スーパーバ
イザには、[スキル グループ メンバー（Skill Groups Members）] タブで監視対象のエージェントを
追加および削除する権限があります。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
56

0

キューの管理
スキル グループの追加

関連トピック
スキル グループの追加, （57 ページ）
スキル グループの編集, （59 ページ）
スキル グループの削除, （59 ページ）
デフォルトのスキルグループ（Default Skill Group）, （309 ページ）
スキル グループまたはプレシジョン キュー, （55 ページ）
スキル グループに関するレポーティング, （353 ページ）

スキル グループの追加
手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [エージェント（Agent）]
> [スキル グループ（Skill Groups）] に移動します。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックして、[新規スキル グループ（New Skill Group）] を開きます。
このウィンドウには、[一般（General）] および [メンバー（Members）] タブがあります。 タブは
任意の順序で入力できますが、[一般（General）] タブのすべての必須フィールドに入力しなけれ
ば、スキル グループは保存できません。

ステップ 3

[一般（General）] タブのフィールドに入力します。
a) 必須の [名前（Name）] フィールドに、32 文字以内で英数字を入力します。
b) 任意の [説明（Description）] フィールドに、255 文字以内でエージェントの説明を入力します。

ステップ 4

必須の [ルーティング ドメイン（Media Routing Domain）] フィールドで、このスキル グループに
ついて必要に応じてデフォルトを変更します。
メディア ルーティング ドメイン（MRD）は、Unified CCE のエンティティで、メディアに対する
要求がどのようにルーティングされるかを計画します。 システムは、特定の通信メディア（音声
や電子メールなど）に関連付けられたスキルグループにコールをルーティングします。このフィー
ルドのデフォルト値は、Cisco_Voice です。
別のメディア ルーティング ドメインを選択するには、次の手順を実行します。
a) 虫眼鏡をクリックし、[メディア ルーティング ドメインを選択（Select Media Routing Domain）]
を表示します。 選択肢は、Unified CCE Configuration Manager で作成されたすべての MRD で
す。
b) リンクをクリックして選択し、一覧を閉じます。
c) 選択をクリアするには、[x] をクリックします。

ステップ 5

任意の [バケット間隔（Bucket Intervals）] フィールドで、バケット間隔を選択します。この上限
を使用して、コールに応答するタイムスロットが測定されます。 このフィールドのデフォルト値
は、システム デフォルトです。 異なるバケット間隔を選択するには、次の操作を行います。
a) 虫眼鏡をクリックし、[バケット間隔の選択（Select Bucket Intervals）] を表示します。
b) リンクをクリックしてバケット間隔を選択し、一覧を閉じます。
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c) 選択をクリアするには、[x] をクリックします。
ステップ 6

任意の [サービス レベルのしきい値（Service Level Threshold）] フィールドに、コールをエージェ
ントに接続する目標として設定された秒単位の値を入力します。 このフィールドのデフォルト
は、このメディア ルーティング ドメイン用に Unified CCE Configuration Manager で設定されたし
きい値です。
たとえば、コールの 80% を 2 分以内に応答するという目標を立てたとします。 この場合、サービ
ス レベルのしきい値を 120 秒に設定します。 レポートには、しきい値の時間内に応答されたコー
ルのパーセンテージが表示されるため、スキル グループのエージェントが目標を達成しているか
どうかが確認できます。
メディア ルーティング ドメインのサービス レベルしきい値を使用するには、このフィールドは
空白のままにしておきます。
コールに対してサービス レベル イベントを設定しない場合は、値を 0 秒にしておきます。 サー
ビス レベル コールとしては処理されません。

ステップ 7

任意の [サービス レベル タイプ（Service Level Type）] フィールドで、ドロップダウン メニュー
からオプションを選択します。
サービス レベル タイプは、サービス レベルのしきい値よりも前に放棄されたコールが、サービ
ス レベルの計算にどのように影響するかを示します。 このドロップダウン メニューは、デフォ
ルトでメディア ルーティング ドメインを使用する設定になっており、次のオプションを含みま
す。
• [メディア ルーティング ドメイン値を使用（Use Media Routing Domain Value）]：MRD に対
して現在定義されている値を使用するには、このオプションを選択します。
• [放棄呼を無視する（Ignore Abandoned Calls）]：サービス レベルの計算から放棄されたコー
ルを除外するには、このオプションを選択します。
• [放棄呼はマイナスの効果をもたらします（Abandoned Calls have Negative Impact）]：サービ
ス レベルしきい値の時間内で応答されたコールのみを、処理済みコールとしてカウントする
場合は、この設定を選択します。 サービス レベルは、サービス レベル時間内に放棄された
コールによって、マイナスの影響を受けます。
• [放棄呼はプラスの効果をもたらします（Abandoned Calls have Positive Impact）]：サービス レ
ベルのしきい値の時間内に放棄されたコールを応答済みコールとして考慮するには、このオ
プションを選択します。 この設定では、放棄呼はサービス レベルにプラスの効果をもたら
します。

ステップ 8

[メンバー（Members）] タブを完成させます。
このタブには、このスキル グループのエージェントの一覧が表示されます。 スキル グループに
エージェントがない場合は、[エージェント（Agent）] フィールドに [項目が見つかりません（No
items found）] および [項目なし（No items）] と表示されます。
a) 虫眼鏡をクリックし、[エージェントの追加（Add Agents）] を開きます。
b) このスキル グループに追加するエージェントをクリックします。 スキル グループに追加でき
るエージェント数には、制限はありません。
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c) [エージェントの追加（Add Agents）] を閉じます。 選択したエージェントと、このスキル グ
ループのエージェントの合計数（エントリ数）が [エージェントの一覧（List of Agents）] に表
示されます。
d) [保存（Save）] をクリックしてこのタブを保存し、一覧ウィンドウに戻ります。エージェント
が正常に作成されたことがメッセージで表示されます。

スキル グループの編集
手順
ステップ 1

スキル グループを編集するには、[スキル グループの一覧（List of Skill Groups）] でスキル グルー
プ名をクリックして、[スキル グループの編集（Edit Skill Group）] を開きます。
このウィンドウには、[スキル グループの追加（Add Skill Group）] ページからのすべてのフィー
ルドと、新規のスキル グループを追加して保存すると自動生成される追加の [Peripheral 番号
（Peripheral Number）] フィールドが表示されます。 このフィールドには、スキル グループ（別
名 Peripheral）の番号が表示されます。
[メディア ルーティング ドメイン（Media Routing Domain）] および [Peripheral 番号（Peripheral
Number）] は保護されています。 その他すべてのフィールドは編集できます。

ステップ 2

変更を保存して一覧ウィンドウに戻ります。ここで、変更が正常に保存されたことを示すメッセー
ジが表示されます。

スキル グループの削除
管理者はエージェントを削除できます。 スーパーバイザが削除することはできません。

手順
ステップ 1

[スキル グループの一覧（List of Skill Groups）] を表示します。

ステップ 2

削除するスキル グループの名前の横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

ステップ 3

削除するメッセージに対して、[はい（Yes）] と応答します。 削除されるスキル グループがマー
クされます。 完全に削除するには、永続的な削除用の Configuration Manager ツール から削除する
必要があります。
正常に削除されたことを示すメッセージか、削除できない理由を示すメッセージが表示されます。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
0

59

キューの管理
スキル グループの削除

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
60

0

第

5

章

コールの管理
この章では、コールに関連する Unified CCE Administration ツールについて説明します。
管理者は、この章で説明するすべてのツールへのフル アクセスが可能です。 スーパーバイザは、
これらのツールにアクセスできません。
• バケット間隔, 61 ページ
• コール タイプ, 63 ページ
• ダイヤル番号, 65 ページ
• 拡張コール変数, 69 ページ
• ネットワーク VRU スクリプト, 74 ページ

バケット間隔
特定の増分タイムスロット中に処理または放棄されたコール数について報告するためのバケット
間隔を設定します。 各バケット間隔には、上限と呼ばれる最大 9 個の設定可能なタイムスロット
があります。 上限は、コール処理アクティビティを分割して取得するために、秒単位で測定され
る範囲です。 これらの間隔の間に応答されたコールと放棄されたコールを表示するレポートを実
行できます。
たとえば、1分以内にコールを処理することが目標である場合、間隔の上限を設定して、1分より
も短い、または長い時間で処理されるコール数を示すことができます。 間隔には、30 秒、60 秒、
80 秒、120 秒、150 秒、180 秒、および 240 秒を設定できます。 これらの間隔を使用すると、コー
ルが 1 分以内に応答されたかどうか、または発信者がもっと長く待たされているかどうかを確認
できます。 この間隔は、発信者がコールを放棄するまでにどれぐらい待とうという意志があるか
についての洞察も得られます。 多くの発信者は、2 分経つまではコールを放棄しないなどがわか
ります。 このことから、目標を変更できることがわかります。
バケット間隔は、コールタイプ、スキルグループ、およびプレシジョンキューと関連付けられま
す。
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レポートの不一致を回避するには、特定の時間境界（つまり、1 日、週、または月の終わり）で
のみバケット間隔設定を変更します。 時間境界を変更するときには、変更するインターバルに対
してレポートを実行しているユーザがいないことを確認してください。
Unified CCE には、1 つのシステム デフォルト バケット インターバルがあります。このインター
バルの境界（増分）は、8、30、60、90、120、180、300、600、および 1200（秒）です。 [システ
ム情報（System Information）] で、デフォルトのバケット間隔を変更できます。
関連トピック
バケット間隔の追加, （62 ページ）
バケット間隔の編集, （63 ページ）
バケット間隔の削除, （63 ページ）
システム情報（System Information）, （112 ページ）
コール タイプ, （63 ページ）
スキル グループ（Skill Groups）, （56 ページ）
プレシジョン キュー（Precision Queues）, （43 ページ）
バケット間隔レポート, （326 ページ）

バケット間隔の追加
手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [コール（Call）] > [バケッ
ト間隔（Bucket Intervals）] に移動します。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックして、[新規バケット間隔（New Bucket Interval）] ウィンドウを開きま
す。

ステップ 3

[名前（Name）]（必須）：32 文字以内でコール タイプの名前を入力します。

ステップ 4

[上限 1（Upper Bound 1）]（必須）：0 より大きく 2147483647 より小さい数値を使用して、[上限
1（Upper Bound 1）] フィールドに値を入力します。 この値は、秒数であると解釈され、[上限 1
（Upper Bound 1）] の開始値は 0 です。 たとえば、このフィールドに 10 と入力すると、0 〜 10
秒の [上限 1（Upper Bound 1）] の間隔が作成されます。

ステップ 5

[上限 2（Upper Bound 2）] ～ [上限 9（Upper Bound 9）]（任意）：このフィールドを使用する場
合、上限の開始値を前の上限の終了値よりも大きくすることが必要です。 [上限（Upper Bound）]
フィールドを空白のままにする場合は、残りのすべてのフィールドが空白でなければなりません。
例：

例：それぞれの間が 10 秒である 3 つの間隔を設定し、他のすべてのコールを 3 番目に定義した間
隔から外れた間隔の中にグループ化するには、次の値を入力します。
• 上限 1（Upper Bound 1）、間隔：10 このタイムスロットは 0 ～ 10 秒です。 レポートには、
0 秒から 10 秒までの間に応答されたコールと放棄されたコールの合計数が表示されます。
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• 上限 2（Upper Bound 2）、間隔：20 このタイムスロットは 10 秒より後で 20 秒より前の任意
の時間です。 レポートには、10 秒から 20 秒の間に応答されたコールと放棄されたコールの
合計数が表示されます。
• 上限 3（Upper Bound 3）、間隔：30 このタイムスロットは 20 秒より後で 30 秒より前の任意
の時間です。 レポートには、20 秒から 30 秒の間に応答されたコールと放棄されたコールの
合計数が表示されます。
• その他はすべて空白（上限 4 ～ 9 の間隔は設定しない）。 レポートには、30 秒経過して応
答されたコールと放棄されたコールの合計数が表示されます。
ステップ 6

バケット間隔を保存し、一覧画面に戻ります。ここで、バケット間隔が正常に作成されたことを
示すメッセージが表示されます。

バケット間隔の編集
一覧ウィンドウでバケット間隔のハイパーリンク付きの名前をクリックして、[バケット間隔の編
集（Edit Bucket Interval）] ウィンドウを開きます。 [名前（Name）] のフィールドのみ編集可能で
す。

バケット間隔の削除
[バケット間隔の一覧（List of Bucket Intervals）] から、削除するバケット間隔に対応するゴミ箱ア
イコンをクリックします。削除を実行することを確認します。これにより、バケット間隔が削除
対象としてマークされます。 完全に削除するには、永続的な削除用の Configuration Manager ツー
ル から削除する必要があります。

コール タイプ
コール タイプは、コールを分類します。 システムは、コール タイプに基づき、最終的に適切な
接続先にコールを送信するルーティングスクリプトにダイヤル番号をマッピングします。レポー
トのニーズを満たすために作成する必要があるコール タイプを考慮し、提供するコール処理のタ
イプごとに個別のコール タイプを設定します。
たとえば、次の用途にコール タイプを作成できます。
• エージェントが応答したコール
• VRU で放棄されたコール
• エージェントが応答しない場合に再ルーティングするコール
• 転送されるコールおよび電話会議になるコール
• Outbound Option のコール
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• スーパーバイザの支援を必要とするコール
関連トピック
コール タイプの追加, （64 ページ）
コール タイプの編集, （65 ページ）
コール タイプの削除, （65 ページ）
ダイヤル番号, （65 ページ）
コール タイプ レポーティング, （322 ページ）
コール タイプ レポート, （325 ページ）
分類とコール タイプ, （138 ページ）
コール タイプとスクリプトの関係, （136 ページ）
システム情報（System Information）, （112 ページ）

コール タイプの追加
手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [コール（Call）] > [コール
タイプ（Call Types）] に移動します。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックして [新規コール タイプ（New Call Type）] ウィンドウを開きます。

ステップ 3

[名前（Name）]（必須）：32 文字以内でコール タイプの名前を入力します。 この名前はシステ
ム内のコール タイプの間で一意である必要があります。

ステップ 4

[説明（Description）]（任意）：255 文字以内で、理由コードの説明を入力します。 入力する文字
に制限はありません。

ステップ 5

[サービス レベルのしきい値（Service Level Threshold）]（任意）：この値は、レポートの中で使
用され、しきい値の時間内に応答されたコールのパーセンテージを表示し、エージェントが目標
を達成しているかどうかを確認できます。このフィールドのデフォルト値は、システムデフォル
トです。 異なるサービス レベルのしきい値を選択するには、次の手順を実行します。
• 秒単位で 1 より大きく、86,400 より小さい値を入力します。
• コールにサービス レベルのしきい値を設定したくない場合は、0 秒の値を入力します。

ステップ 6

[サービス レベル タイプ（Service Level Type）]（任意）：システム ソフトウェアがサービス レベ
ルを計算する方法を指定します。このフィールドのデフォルト値は、システムデフォルトです。
このコール タイプのシステム デフォルトを無効にするには、ドロップ ダウン リストから他のオ
プションのいずれかを選択します。
• [放棄呼を無視する（Ignore Abandoned Calls）]：これを選択すると、サービス レベルの計算
から放棄呼が除外されます。
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• [放棄呼はマイナスの効果をもたらします（Abandoned Calls have Negative Impact）]：サービ
ス レベルのしきい値の時間内に応答されたコールのみを処理されたコールとしてカウントす
るには、このオプションを選択します。 サービス レベルは、サービス レベル時間内に放棄
されたコールによって、マイナスの影響を受けます。
• [放棄呼はプラスの効果をもたらします（Abandoned Calls have Positive Impact）]：サービス レ
ベルのしきい値の時間内に放棄されたコールを応答済みコールとして考慮するには、このオ
プションを選択します。 放棄呼は、サービス レベルにプラスの効果をもたらします。
ステップ 7

[バケット間隔（Bucket Interval）]（任意）：このコール タイプに関連付けられているバケット間
隔を示します。 バケット間隔は、コール タイプ レポートに表示され、異なる時間間隔で応答さ
れたコールと放棄されたコールの数を表示します。 このフィールドのデフォルト値は、システム
デフォルトです。 異なるバケット間隔を選択するには、次の操作を行います。
• 虫眼鏡をクリックし、[バケット間隔の選択（Select Bucket Interval）] を表示します。
• リンクをクリックしてバケット間隔を選択し、一覧を閉じます。
• 保存します。

ステップ 8

コール タイプを保存し、一覧ウィンドウに戻ります。ここで、スクリプトが正常に作成されたこ
とを示すメッセージが表示されます。

コール タイプの編集
コール タイプを編集するには、[コール タイプの一覧（Call Type List）] でハイパーリンク付きの
コール タイプ名をクリックします。 バケット間隔は表示専用です。 その他のフィールドはすべ
て編集可能です。

コール タイプの削除
コールタイプの列に移動し、ゴミ箱アイコンをクリックします。削除を実行することを確認しま
す。 これにより、コール タイプが削除対象としてマークされます。 完全に削除するには、永続
的な削除用の Configuration Manager ツール から削除する必要があります。

ダイヤル番号
ダイヤル番号とは、音声コールまたは非音声のタスク（電子メールや Web チャットのリクエスト
など）をエージェントに配信できるように適切なルーティング スクリプトを選択するために使用
する文字列値のことです。 各ダイヤル番号文字列は、ルーティング タイプとメディア ルーティ
ング ドメインを使用して設定され、コール タイプにマッピングできます。
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一般的なコール センターは、複数のダイヤル番号文字列を必要とします。 ダイヤル番号文字列
は、顧客がエージェントに連絡するのに使用できる電話番号ごとに作成するだけでなく、次の目
的で設定する必要があります。
• エージェントが別のエージェントに転送したり、会議に参加したりする
• 無応答（RONA）時
• スーパーバイザ コール/緊急アシスト コール
関連トピック
ダイヤル番号の追加, （66 ページ）
ダイヤル番号の編集, （69 ページ）
ダイヤル番号の削除, （69 ページ）
コール タイプ, （63 ページ）
コール タイプ修飾子による分類, （143 ページ）

ダイヤル番号の追加
手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [コール（Call）] > [ダイヤ
ル番号（Dialed Numbers）] に移動します。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックして、[新規ダイヤル番号（New Dialed Numbers）] ウィンドウを開きま
す。

ステップ 3

次のフィールドに入力します。
フィールド

必須かどう 説明
か

Yes
ダイヤル番号の文字列
（Dialed Number String）

これは、コールのルーティングに使用される値です。 最
大 25 文字を使用して、ルーティング タイプ用に一意の
文字列値を入力します。

説明（Description）

255 文字以内で、ダイヤル番号文字列に関する説明を入
力します。

No
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フィールド

必須かどう 説明
か

ルーティング タイプ
（Routing Type）

Yes

ドロップダウン メニューから、次のいずれかを選択しま
す。
• [外部音声（External Voice）]：これは、Cisco
Customer Voice Portal（CVP）からの音声コールに適
用されるダイヤル番号文字列用に選択します。 これ
らのコールは、通常、ゲートウェイ経由で会社の外
部からかかってくるため、外部と呼ばれています。
[外部音声（External Voice）] とは、顧客からかか
り、エージェントが応答するか、IVR に送信する必
要があるコール向けの選択肢です。
• [内部音声（Internal Voice）]：これは、Cisco Unified
Communications Manager 電話からかけられるダイヤ
ル番号文字列用に選択します。 これらのコールに
は、内部のダイヤル番号に対応するルート ポイント
が Unified Communications Manager 上に必要です。
これらのコールにアクセスできるのは、Unified
Communications Manager のみなので、内部と呼ばれ
ます。 内部のダイヤル番号ごとに、Unified
Communications Manager のルーティング クライアン
トに関連付けられたダイヤル番号レコードを 1 つ作
成します。 [内部音声（Internal Voice）]は、エージェ
ントが応答しないときにシステムが内部的にコール
をリダイレクトできるように、さらにはエージェン
トからスーパーバイザにコールを転送して支援して
もらえるように、エージェントが他のエージェント
にコールを転送するために使用するダイヤル番号向
けに使用されます。
• [アウトバウンド音声（Outbound Voice）]：これは、
Cisco Outbound Option Dialer で使用されるダイヤル
番号文字列用に選択します。 これらのダイヤル番号
文字列は、エージェントに、またはキャンペーンの
スキル グループ選択で IVR スクリプトにコールを
ルーティングするのに使用されます。
• [マルチチャネル（Multichannel）]：これは、電子
メールや Web チャットでカスタマーと対話する必
要があるエージェントにルーティングされるダイヤ
ル番号文字列用に選択します。
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フィールド

必須かどう 説明
か

メディア ルーティング ド Yes
メイン（Media Routing
Domain）

ダイヤル番号に関連付けられるメディア ルーティング ド
メイン。 メディア ルーティング ドメイン（MRD）は、
Unified CCE のエンティティで、メディアのリクエストが
どのようにルーティングされるかを計画します。 システ
ムは、たとえば音声または電子メールのように、特定の
通信メディアに関連付けられているエージェントにコー
ルをルーティングします。 [ルーティング タイプ（Routing
Type）] の選択によって、このフィールドに表示される
内容が決まります。
• [ルーティング タイプ（Routing Type）] が [外部音声
（External Voice）]、[内部音声（Internal Voice）]、
または [アウトバウンド音声（Outbound Voice）] の
場合、[メディア ルーティング ドメイン（Media
Routing Domain）] は Cisco_Voice で、これは変更で
きません。
• [ルーティング タイプ（Routing Type）] が [マルチ
チャネル（Multichannel）] の場合、[メディア ルー
ティング ドメイン（Media Routing Domain）] フィー
ルドには [なし（None）] と表示されます。 虫眼鏡
をクリックし、[メディア ルーティング ドメインを
選択（Select Media Routing Domain）] を表示します。
Unified CCE Configuration Manager で作成されたすべ
ての MRD が表示されます。 リンクをクリックして
選択し、一覧を閉じます。 [x] をクリックして選択
をクリアし、[なし（None）] を再適用します。

コール タイプ（Call
Type）

No

ドロップダウン メニューを使用し、このダイヤル番号文
字列にマップする有効なコール タイプを選択します。 ダ
イヤル番号をコール タイプに関連付けると、適切なルー
ティングが確保され、レポーティングに影響があります。
デフォルトは [なし（None）] で、デフォルトのルートを
返します。
異なるコール タイプを選択するには、虫眼鏡をクリック
し、[コール タイプを選択（Select Call Type）] を表示し
ます。 リンクをクリックして選択し、一覧を閉じます。
選択をクリアして、[なし（None）] を再適用するには、
[x] をクリックします。
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ステップ 4

ダイヤル番号を保存し、一覧画面に戻ります。ここで、スクリプトが正常に作成されたことを示
すメッセージが表示されます。

ダイヤル番号の編集
一覧上のダイヤル番号を編集するには、[ダイヤル番号の文字列（Dialed Number String）] をクリッ
クします。
[ダイヤル番号の文字列（Dialed Number String）]、[説明（Description）]、および [コール タイプ
（Call Type）] フィールドは編集可能です。 [ルーティング タイプ（Routing Type）] と [メディア
ルーティング ドメイン（Media Routing Domain）] は表示専用です。

ダイヤル番号の削除
[ダイヤル番号の一覧（List of Dialed Numbers）] ウィンドウから、削除するダイヤル番号文字列に
対応するゴミ箱アイコンをクリックします。削除を実行することを確認します。これにより、ダ
イヤル番号が削除対象としてマークされます。完全に削除するには、永続的な削除用のConfiguration
Manager ツール から削除する必要があります。

拡張コール変数
コールはシステムを移動する際に、データを運ぶことができます。 この拡張コール変数データと
呼ばれるデータは、コールに組み込まれ、Finesse および CTI OS エージェント デスクトップ上で
エージェントから確認できます。 拡張コール変数のデータを見ることで、エージェントと発信者
とのやりとりを支援できます。
拡張コール変数の中に保存されているコール コンテキスト データは、Customer Voice Portal
（CVP）、Unified CCE スクリプト、またはコールを転送しているエージェントが設定または更新
できます。
• コールが IVR 処理のために Unified CVP にあるときは、コール コンテキストは Unified CVP
と Unified CCE との間で交換されます。
• コールがエージェント側にあるときは、コール コンテキストはデスクトップ（CTI OS また
は Finesse）と Unified CCE との間で交換されます。
これは 2 種類の交換であることに注意してください。ある状況では拡張コール変数データは Unified
CVP またはエージェント デスクトップから Unified CCE に送信され、別の状況では、データは
Unified CCE によってスクリプト設定に基づいて Unified CVP またはエージェント デスクトップに
送信されます。
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シスコが定義する拡張コール変数は、[拡張コール変数の編集（Edit Expanded Call Variable）] 画面
上の [シスコ提供（Cisco Provided）] チェックボックスにより識別されます。 特定のサイジング制
約に従う新しい拡張コール変数を作成できます。
関連トピック
拡張コール変数の追加, （70 ページ）
拡張コール変数の編集, （73 ページ）
拡張コール変数の削除, （74 ページ）
拡張コール変数のサイジング, （73 ページ）
Packaged CCE スクリプティング, （208 ページ）
Packaged CCE と Unified CVP との間の情報交換, （215 ページ）
CVP 用のスクリプト アプリケーション データの取り込み

拡張コール変数の追加
手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [コール（Call）] > [拡張
コール変数（Expanded Call Variables）] に移動し、[拡張コール変数の一覧（List of Expanded Call
Variables）] を開きます。
[拡張コール変数の一覧（List of Expanded Call Variables）] には、シスコが提供する拡張コール変
数が入力され、連絡先のアカウント番号や発信者のタイム ゾーンなどのデータが保持されます。
それは次のとおりです。
• user.microapp.app_media_lib
• user.microapp.error_code
• user.microapp.FromExtVXML
• user.microapp.ToExtVXML
• user.microapp.metadata
• user.microapp.input_type
• user.microapp.play_data
• user.microapp.sys_media_lib
• user.microapp.UseVXMLParams
ウィンドウの上部は、拡張コール変数の現在のリストが使用するバイト数を追跡します。この数
は、システム合計および CTI サーバ合計に対して測定されます。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックして、[新規拡張コール変数（New Expanded Call Variable）] ウィンドウ
を開きます。

ステップ 3

次のフィールドに入力します。
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フィールド

必須かどうか

説明

名前（Name）

Yes

拡張コール変数の名前で、ユーザにより付
加されます。 フィールドには 32 文字まで
入力できます。 （この最大値には、user の
4 文字が含まれます）。名前は一意でなけ
ればなりません。 これには、
user.company.name などの一貫性のある命名
構文を使用します。ここで、company は会
社、name は拡張コール変数を示します。

説明（Description)

No

255 文字以下で拡張コール変数の説明を入
力します。 入力する文字に制限はありませ
ん。

最大長（Maximum Length）

Yes

値で使用できる文字の最大数を指定しま
す。これは、拡張コール変数の値（文字列
変数のサイズ）に保存されます。 範囲は 1
～ 210 文字です。

配列（Array）

No

このフィールドは、拡張コール変数がスカ
ラであることを示すために、デフォルトで
はオフになっています。 スカラではなく、
配列として拡張コール変数を設定するに
は、このオプションを選択します。

最大アレイ サイズ（Maximum No
Array Size）

このフィールドは、[配列（Array）] がオン
になっている場合に表示されます。 これを
使用して、配列の要素の最大数（1 〜 255）
を示します。

イネーブル（Enabled）

[配列（Array）] がオフになっている場合に
のみ表示されます。これをオンにすると、
スカラ拡張コール変数が現在有効になって
いることが示されます。これはスクリプト
内で使用でき、エージェント デスクトップ
に表示されます。

No
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フィールド

必須かどうか

説明

永久的（Persistent）

No

[配列（Array）] がオフになっている場合に
のみ表示されます。これをオンにすると、
このスカラ拡張コール変数のデータが履歴
データベースの具体的には Termination Call
Detail（TCD）および Route Call Detail
（RCD）テーブルに書き込まれます。 コー
ル変数データの格納数が多すぎると、履歴
データベースのパフォーマンスが低下する
可能性があることに注意してください。 固
定コール変数だけが履歴データに書き込ま
れます。 非固定変数は、ルーティング ス
クリプトで使用できますが、データベース
には書き込まれません。

シスコ提供（Cisco Provided）

—

このチェック ボックスは表示専用で、シス
テムに組み込まれている拡張コール変数の
みに対して表示されます。 このため、[新
規拡張コール変数（New Expanded Call
Variable）] ウィンドウには、このフィール
ドは含まれません。

必要なバイト数（有効な場合） —
（Bytes Required (if enabled)）

この表示専用フィールドには、システムに
拡張コール変数を保存するのに必要なバイ
ト数が表示されます。

—
CTI サーバで必要なバイト数
（有効な場合）（Bytes Required
in CTI Server (if enabled)）

この表示専用フィールドは、上記の [必要
なバイト数（Bytes Required）] に似ていま
すが、CTI サーバに適用されます。 CTI
サーバでは、必要なバイト数に拡張コール
変数名の長さが含まれています。

有効な変数に必要な合計バイト —
数：#/2000 バイト使用済み(残
り # バイト）（Total Bytes
Required for Enabled Variables: #
of maximum 2000 bytes (# bytes
remaining)）

この表示専用フィールドには、許可されて
いる最大 2000 バイトに関して、すべての
拡張コール変数で使用されるバイト数の累
計が示されます。
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フィールド

必須かどうか

CTI サーバ内の有効な変数に必 —
要な合計バイト数：#/2500 バイ
ト使用済み(残り # バイト）
（Total Bytes Required for
Enabled Variables: # of maximum
2000 bytes (# bytes remaining)）

ステップ 4

説明
この表示専用フィールドには、CTI サーバ
で許可されている最大 2500 バイトに関し
て、すべての拡張コール変数で使用される
バイト数の累計が示されます。

拡張コール変数を保存し、一覧ウィンドウに戻ります。ここで、スクリプトが正常に作成された
ことを示すメッセージが表示されます。

拡張コール変数のサイジング
拡張コール変数名は最大 32 文字まで指定できます。 拡張コール変数の [最大長（Maximum Length）]
は 210 文字です。 変数が配列の場合、[最大配列サイズ（Maximum Array Size）] は 255 です。 文
字数または桁数はバイト数を示すものではありません。たとえば、10文字のスカラ拡張コール変
数は、15 バイトの領域を占有する可能性があります。
拡張コール変数を使用すると、PG、ルーター、およびロガーの帯域幅に影響を与えます。 ベスト
プラクティスとして、さらには容量への影響を制御するために、[拡張コール変数の一覧（Expanded
Call Variables List）]、[追加（Add）]、および [編集（Edit）] ウィンドウは、システムの最大値と
比較して拡張コール変数が消費している領域を追跡します。
すべての拡張コール変数が Unified Contact Center で占有できる領域の最大量は、2000 バイトを
超えられません。 Unified CCE 内の各拡張コール変数は、次の式を用いて計算されます。
• スカラの場合：5 + Maximum_Length
• 配列の場合：5 + (1 + Maximum_Length) * (Maximum_Array_Size)
すべての拡張コール変数が CTI サーバで占有できる領域の最大量は、2500 バイトを超えられませ
ん。 CTI サーバ内の各拡張コール変数は、次の式を用いて計算されます。
• スカラ変数の場合、サイズは、名前（Name）の長さ + 最大長（Maximum Length）+ 4 です。
• 配列変数の場合、サイズは、（名前（Name）の長さ + 最大長（Maximum Length）+ 5）X 最
大配列サイズ（Maximum Array Size）です。

拡張コール変数の編集
一覧上の拡張コール変数を編集するには：拡張コール変数の [名前（Name）] をクリックし、[拡
張コール変数の編集（Edit Expanded Call Variable）] ウィンドウを開きます。
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• シスコが提供する拡張コール変数の場合、[有効（Enabled）] と [永続（Persistent）] のみが編
集可能なフィールドです。
• ユーザ定義の配列およびスカラ拡張コール変数の場合、[名前（Name）]、[説明
（Description）]、[最大長（Maximum Length）]、[有効（Enabled）]、[永続（Persistent）] を
編集できます。

拡張コール変数の削除
拡張コール変数を削除するには、[拡張コール変数の一覧（List of Expanded Call Variables）] で削
除する拡張コール変数に対応するゴミ箱アイコンをクリックします。 削除を実行することを確認
します。拡張コール変数が削除対象としてマークされます。完全に削除するには、永続的な削除
用の Configuration Manager ツール から削除する必要があります。

ネットワーク VRU スクリプト
すべてのコールがエージェントに直接送信されるわけではありません。 その一部は、エージェン
トに送信される代わりに、または前に、音声応答装置（VRU）に送信されます。 Packaged CCE の
導入の中では、VRU は Customer Voice Portal（Unified CVP）です。 個々のコールの処理を行う方
法について Unified CVP に指示を与えるには、ネットワーク VRU スクリプトを設定する必要があ
ります。
これらの指示は、CVP マイクロアプリケーション機能と呼ばれています。 Unified CVP マイクロ
アプリケーションには、次の 6 つのタイプがあります。
• Play Media（PM）：welcome.wav やエージェントの挨拶などのメディア ファイルを取得し、
再生します。
• Play Data（PD）：数字、文字、時刻、通貨などの各種のデータを取得し、再生します。
• Get Digits（GD）：メディア ファイルを再生し、発信者から番号を取得します。
• Menu（M）：メディア メニュー ファイルを再生し、発信者から 1 つの電話キーパッド入力
を取得します。
• Get Speech（GS）：Packaged CCE に「GS,Server,V」スクリプトが提供され、[ネットワーク
VRU スクリプトの一覧（List of Network VRU Scripts）] に表示されます。
• Capture：さまざまなポイントで、現在のコールのデータの保存をトリガーできます。
関連トピック
ネットワーク VRU スクリプトの追加, （75 ページ）
ネットワーク VRU スクリプトの編集, （85 ページ）
ネットワーク VRU スクリプトの削除, （85 ページ）
Unified CVP マイクロアプリケーションにアクセスする外部スクリプト実行ノードの実行, （
223 ページ）
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ネットワーク VRU スクリプトの追加
手順
ステップ 1

[Unified CCE 管理者による管理（Unified CCE Administrator Manage）] > [コール（Call）] > [ネット
ワーク VRU スクリプト（Network VRU Scripts）] に移動して、[ネットワーク VRU スクリプトの
一覧（List of Network VRU Scripts）] を開きます。
デフォルトのネットワーク VRU スクリプト（GS,Server,V）が 1 つあります。これは、コールを
VXML Server IVR アプリケーションにルーティングするのに使用されます。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックして、[新規ネットワーク VRU スクリプト（New Network VRU Script）]
ウィンドウを開きます。

ステップ 3

[名前（Name）]（必須）：最大 32 文字の英数字を使用して、スクリプトを識別する一意の名前を
入力します。 例：Play Welcome。

ステップ 4

[VRU スクリプト名（VRU Script Name）]（必須）：Unified CVP で認識されるスクリプトの名前
を入力します。

ステップ 5

[構成パラメータ（Configuration Param）]（任意）：IVR サービスに追加のパラメータを渡すため
に Unified CVP が使用する文字列。 文字列の内容は、アクセスされるマイクロアプリケーション
によって異なります。 形式は、parameter,parameter,parameter です。

ステップ 6

[タイムアウト（Timeout）]（必須）：スクリプトを実行するように指示した後に、システムがルー
ティング クライアントからの応答を待機する秒数を示す数字を入力します。 デフォルト値は 180
秒です。 有効な値は 1 ～ 2147483647 です。

ステップ 7

[割り込み可能（Interruptible）]（任意）：デフォルトでオンになります。このチェックボックス
は、たとえば、エージェントがコールを処理できるようになったときなどにスクリプトを中断で
きるかどうかを示します。

ステップ 8

[説明（Description）]（任意）：スクリプトに関する追加情報を入力します。

ステップ 9

ネットワーク VRU スクリプトを保存し、一覧ウィンドウに戻ります。ここで、スクリプトが正常
に作成されたことを示すメッセージが表示されます。
ネットワーク VRU スクリプトの追加が終了すると、それが Script Editor の外部スクリプト実行
ノードに表示されます。 このスクリプト ノードを処理すると、Unified CVP にネットワーク VRU
スクリプト パラメータが送信されます。 コールが正常に配信されたとシステムが決定すると、
Run VRU Script ノードが実行され、Unified CVP にネットワーク VRU スクリプトを実行し、コー
ル処理を適用するように指示します。

関連トピック
VRU スクリプト名のパラメータ, （76 ページ）
サンプルの VRU スクリプト名, （78 ページ）
設定パラメータ, （79 ページ）
サンプルの設定値, （84 ページ）
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VRU スクリプト名のパラメータ
VRU スクリプト名パラメータの位置は決まっており、Micro_app acronym,parameter,parameter とい
う形式を取ります。
• マイクロアプリケーションの略語は、大文字と小文字を区別しません（PM または pm と入力
します）。
• パラメータをスキップするには、ダブル カンマ（,,）を使用します。Unified CVP がデフォル
ト値を指定します。
Play Media の位置の順序は、PM,media file name,media library type,Uniqueness value です。
Play Data の位置の順序は、PD,Data Playback Type,Uniqueness value です。
Get Digits の位置の順序は、GD,media file name,media library type,Uniqueness value
Menu の位置の順序は、M,media file name,media library type,Uniqueness value です。
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パラメータ名

用途

メディア ファイル名（Media File Name）のオ Play Media
プションは次のとおりです。
Get Digits
• ファイル名：（たとえば、.wav ファイ

（注）
「a」は PlayMedia にのみ使用
されます

Menu

ル）
• （番号 1 ～ 10）：Unified CVP は、対応
する Call.PeripheralVariable ファイルに含
まれるファイルを再生します。
たとえば、2 という値は、Unified CVP に
Call.PeripheralVariable2 を調べるように指
示します。
（番号 1 ～ 10）オプションを使用して、
[メディア ライブラリ タイプ（Media
Library Type）] を「V」に設定すると、
Unified CVP は corresponding
Call.PeripheralVariable で指定されている
外部の VoiceXML ファイルを再生しま
す。
値を（値なし）に設定し、[メディア ラ
イブラリ タイプ（Media Library Type）]
を「A」または「S」に設定すると、IVR
サービスがメディア プロンプトなしで
VoiceXML を作成します。
• a - このオプションが指定されると、
Unified CVP がエージェントの挨拶用の
メディア ファイルの名前を自動生成しま
す。 ファイル名は、Unified ICM から受
信した GED-125 パラメータに基づいてい
ます。 このオプションは、[メディア ラ
イブラリ タイプ（Media Library Type）]
が V に設定されている場合のみ有効で
す。
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パラメータ名

用途

（注）

データ再生タイプ（Data Playback Type）のオ Play Data
プションは次のとおりです。
• 番号（Number）
• 文字（Char）
• 日付（Date）
• 経過時間（Etime）
• 時刻（TOD）
• 24 時間表示の時刻（24TOD）
• 曜日（DOW）
• 通貨（Currency）（米国ドルのみ）
再生されるメディア ファイルの場所を示すメ Play Media
ディア ライブラリ タイプのフラグ（Media
Get Digits
Library Type Flag）。 オプションは次のとお Menu
りです。

V は、PlayMedia のみのオプ
ションです。

• A：（デフォルト）アプリケーション
• S：システム
• V：外部 VoiceXML
一意性の値（Uniqueness value）、任意です。 Play Media
VRU スクリプト名を一意に識別する文字列。 Play Data
Get Digits
Menu

サンプルの VRU スクリプト名
VRU スクリプト名

Unified CVP に指示する内容

PM,July,S

システム（S）メディア ライブラリを使用して
「July.wav」を再生するように Play Media (PM)
マイクロアプリケーションを使う。
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VRU スクリプト名

Unified CVP に指示する内容

PM,WebSite,,1

デフォルトのメディア タイプ（アプリケーショ
ン ライブラリ）と、一意性の値として設定 1 を
使用して「Website.wav」を再生するように Play
Media (PM) マイクロアプリケーションを使う。

GD,Password,A,O

アプリケーション（A）メディア ライブラリ
と、一意性の値として設定 0 を使用して
「password.wav」という名前のメディア ファイ
ルを再生するように Get Digits マイクロアプリ
ケーションを使う。

M,Main_Menu

「Main_Menu.wav」という名前のメディア ファ
イルを再生するようにMenuマイクロアプリケー
ションを使うように指示します。

設定パラメータ
設定パラメータの位置は決まっており、parameter,parameter,parameter という形式を取ります。
パラメータをスキップするには、ダブル カンマ（,,）を使用します。Unified CVP がデフォルト値
を指定します。
Play Media の位置の順序は、Barge-in allowed,RTSP Timeout,Type-ahead Buffer Flush です。
Play Data の位置の順序は、Location of files to be played,Barge-in allowed,Time Format,Type-ahead Buffer
Flush です。
Get Digits の位置の順序は、Minimum Field Length,Minimum Field Length,Barge-in allowed,Inter-digit
Timeout,No Entry Timeout,Number of Invalid Tries,Timeout Message Override,Invalid Entry Message
Override,Dtmf Termination Key,Incomplete Timeout です。
Menu の位置の順序は、List of Menu Choices,Barge-in allowed,No Entry Timeout,Number of No Entry
Tries,Number of Invalid Tries,Timeout Message Override,Invalid Entry Message Override です。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
0

79

コールの管理
設定パラメータ

パラメータ名

用途

（注）

割り込み許可（Barge-in Allowed）：有効
なオプションは次のとおりです。

Play Media
Play Data

Unified CVP は、割り込みを次
のように処理します。

Get Digits

• 割り込みが許可されない場

• Y - 割り込みが許可されます。

DTMF 割り込みがサポートされている Menu
ことに注意してください。 音声の割
り込みはサポートされていません。
• N：（デフォルト）割り込みは許可さ
れません。

合、発信者が番号の入力を
開始しても、SIP/H.323
サービス/ゲートウェイは
音声案内の再生を続行し、
入力された番号は破棄され
ます。
• 割り込みが許可されている
場合は、発信者が番号の入
力を開始すると、
SIP/H.323 サービス/ゲート
ウェイが音声案内の再生を
中断します。

Get Digits
DTMF 終了キー（DTMF Termination
Key）：発信者が入力するときに、番号の
入力が完了したことを示す 1 文字です。 有
効なオプションは次のとおりです。
•0～9
• *（アスタリスク）
• #シャープ記号（デフォルト）
• N（終了キーなし）
Get Digits
未完了のタイムアウト（Incomplete
Timeout）：発信者が話すのを止めてから
の時間。これは、発信者による入力が定義
された文法に一致しないため、無効な入力
エラーを生成するためのオプションです。
有効なオプションは 0 ～ 99 です デフォル
トは 3 です。

V は、PlayMedia のみのオプ
ションです。
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パラメータ名

用途

（注）

桁間タイムアウト（Inter-digit Timeout）： Get Digits
発信者が番号を入力してから次の番号を入
力するまでに許容される秒数。 この秒数を
超えると、システムはタイムアウトになり
ます。
有効なオプションは 1 ～ 99 です。 デフォ
ルトは 3 です。
Get Digits
無効な入力メッセージのオーバーライド
（Invalid Entry Message Override）：有効 Menu
なオプションは次のとおりです。
• [Y]：システム デフォルトをあらかじ
め録音されたアプリケーションメディ
ア ライブラリ ファイルでオーバーラ
イドする
• [N]：（デフォルト）システム デフォ
ルトをオーバーライドしない
Menu
[メニューの選択肢の一覧（List of Menu
Choices）] 有効なオプションは次のとおり
です。

使用可能な形式には、次のもの
が含まれます。
• /（スラッシュ）で区切ら
れた個別のオプション

•0～9

• スペースなしの -（ハイフ

• *（アスタリスク）

ン）で区切られた範囲

• # シャープ記号
再生されるデータの場所（Location of the Play Data
data to be played）：有効なオプションは次
のとおりです。
• ヌル（デフォルト）：このオプション
を空のままにすると、
user.microapp.play_data という拡張コー
ル変数が使用されます。
• コール Peripheral 変数番号を表す数字
（たとえば、1 は
Call.PeripheralVariable1 を表します）。
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パラメータ名

用途

最大フィールド長（Maximum Field
Length）：発信者から予想される最大桁
数。 有効なオプションは 1 ～ 32 です デ
フォルトは 1 です。

Get Digits

最小フィールド長（Minimum Field
Length）：発信者から予想される最小桁
数。 有効なオプションは 1 ～ 32 です デ
フォルトは 1 です。

Get Digits

（注）

Get Digits
入力なしタイムアウト（No Entry
Timeout）：発信者が番号の入力を開始で Menu
きる秒数。 超過した場合、システムはタイ
ムアウトします。 有効なオプションは 0 ～
99 です デフォルトは 5 です。
Get Digits
無効な試行回数（Number of Invalid
Tries）：Unified CVP は、発信者が無効な Menu
データを入力した場合、「Get digits」のサ
イクルを繰り返します。 （合計には初回の
サイクルも含まれます）。有効なオプショ
ンは 1 ～ 9 です デフォルトは 3 です。
入力なしの試行回数（Number of No Entry Get Digits
Tries）：Unified CVP は、音声案内が再生 Menu
された後に発信者がデータを入力しない場
合に、「Get Digits」サイクルを繰り返しま
す。 （合計には初回のサイクルも含まれま
す）。有効なオプションは 1 ～ 9 です （デ
フォルトは 3 です）。
Play Media
RTSP タイムアウト（RTSP Timeout）：
Real-time Streaming Protocol（RTSP）を使用
する場合に、RTSP タイムアウトを秒で指
定します。 有効な値の範囲は 0 ～ 43200 秒
です。 デフォルトは 10 秒です。 値が 0 に
設定されているか、タイムアウト値が指定
されていない場合、ストリームが終了しま
せん。
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パラメータ名

用途

（注）

時間フォーマット（Time format）：データ Play Data
再生タイプが Etime、TOD、および 24TOD
の時間にのみ有効です。
使用できる形式は次のとおりです。
• 空値 - 非時間フォーマットでは、この
オプションを空白のままにします。
• HHMM - 時間フォーマットのデフォル
ト。
• HHMMSS
• HHMMAP - am または pm を含みま
す。TOD でのみ有効です。
タイムアウト メッセージのオーバーライド Get Digits
（Timeout Message Override）： 有効なオ Menu
プションは次のとおりです。
• [Y]：システム デフォルトをあらかじ
め録音されたアプリケーションメディ
ア ライブラリ ファイルでオーバーラ
イドする
• [N]：（デフォルト）システム デフォ
ルトをオーバーライドしない
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用途

（注）

Play Media
先行入力バッファのフラッシュ
（Type-ahead buffer flush）：Cisco
Play Data
VoiceXML の実装には、発信者から収集し
た DTMF 番号を保持する先行入力バッファ
が含まれています。 VoiceXML フォームの
解釈アルゴリズムがユーザの DTMF 入力を
収集する際には、さらなる入力を待つ前
に、このバッファからの番号を使用しま
す。 このパラメータは、先行入力バッファ
が、音声案内の再生後にフラッシュされる
かどうかを制御します。 false の値（デフォ
ルト）は、先行入力バッファが、音声案内
の再生後にフラッシュされないことを意味
します。 音声案内が割り込みを許可してい
る場合、割り込んだ番号はフラッシュされ
ません。 有効なオプションは次のとおりで
す。
• Y：先行入力バッファをフラッシュし
ます。
• N：（デフォルト）先行入力バッファ
をフラッシュしません。

サンプルの設定値
設定順序

Unified CVP に指示する内容

（Menu マイクロアプリケーションの場合）

0、1、2、および 9 の番号を受け入れる

0-2/9,,4,2,2

（スキップされたパラメータ）デフォルトの割
り込み設定（Y）を受け入れる
入力なしタイムアウトの値を 4 秒に設定する
入力なしを 2 回許可する
無効な試行を 2 回許可する
他のすべてのデフォルトを受け入れる
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設定順序

Unified CVP に指示する内容

（Get Digits マイクロアプリケーションの場合） アプリケーション（A）メディア ライブラリ
と、一意性の値として設定 0 を使用して
GD,Password,A,O
「password.wav」という名前のメディア ファイ
ルを再生するように Get Digits マイクロアプリ
ケーションを使います。
（Menu マイクロアプリケーションの場合）
M,Main_Menu

「Main-Menu.wav」という名前のメディア ファ
イルを再生するようにMenuマイクロアプリケー
ションを使うように指示します。

ネットワーク VRU スクリプトの編集
ネットワーク VRU スクリプトを編集するには、[ネットワーク VRU スクリプトの一覧（List of
Network VRU Scripts）] ウィンドウでハイパー付きの名前をクリックします。 そうすると、[ネッ
トワーク VRU スクリプトの編集（Edit Network VRU Script）] ウィンドウが開きます。 すべての
フィールドが編集可能です。

ネットワーク VRU スクリプトの削除
一覧からネットワーク VRU スクリプトを削除するには、削除するネットワーク VRU スクリプト
の行に移動し、ゴミ箱アイコンをクリックします。 削除を実行することを確認します。
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一括ジョブの管理
一括ジョブを使用して、コンテンツファイルで指定されたデータに基づき、1回の操作で複数の
個別エージェントおよびダイヤル番号レコードを作成したり、編集したりします。
一括ジョブは、初期セットアップ時にデータを入力したり、シフト間でエージェントのスキル
グループを変更や、複数の新しいエージェントが属する新しいコンタクト センターを組み込み
など、大規模な変更を組み込んだりするための迅速かつ効率的な方法です。
結婚したエージェントの姓を更新したり、1 つまたは 2 つのダイヤル番号のコール タイプを更新
したりするなど、個々の変更は Agents ツールまたは Dialed Numbers ツールでの処理が最適です。

重
要

一括ジョブはシステムの負荷が低いときにのみ実行してください。 コール負荷が大きな時間
帯は、一括ジョブを実行しないでください。
管理者は、一括ジョブ設定へのフル アクセスが可能です。 スーパーバイザは、このツールに
アクセスできません。

• 一括ジョブ, 87 ページ

一括ジョブ
一括ジョブを使用して、コンテンツ ファイルで指定されたデータに基づき、1 回の操作で複数の
個別エージェントおよびダイヤル番号レコードを作成したり、編集したりします。
一括ジョブは、初期セットアップ時にデータを入力したり、シフト間でエージェントのスキル グ
ループを変更や、複数の新しいエージェントが属する新しいコンタクト センターを組み込みな
ど、大規模な変更を組み込んだりするための迅速かつ効率的な方法です。
結婚したエージェントの姓を更新したり、1 つまたは 2 つのダイヤル番号のコール タイプを更新
したりするなど、個々の変更は Agents ツールまたは Dialed Numbers ツールでの処理が最適です。
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重要

一括ジョブはシステムの負荷が低いときにのみ実行してください。 コール負荷が大きな時間
帯は、一括ジョブを実行しないでください。
管理者は、一括ジョブ設定へのフル アクセスが可能です。 スーパーバイザは、このツールに
アクセスできません。

一括ジョブのコンテンツ ファイル
一括ジョブはコンテンツ ファイルのテンプレートに入力された変更を適用します。 コンテンツ
ファイル テンプレートは、.csv 形式です。
一括ジョブのコンテンツ ファイルを実装するには、次の操作を行います。
1 [一括ジョブの一覧（List of Bulk Jobs）] ページの [ダウンロード（Download）] をクリックしま
す。
2 Microsoft Excel で、必要なテンプレート（エージェント テンプレートまたはダイヤル番号テン
プレート）を開きます。
3 ファイルに入力します。
4 入力したファイルをローカルに保存します。
一括ジョブが作成される前にコンテンツファイルの構文が確認されます。データベース関連のエ
ラーや競合がジョブの実行中に報告されます。

一括エージェント コンテンツ計画
エージェントの一括ジョブのコンテンツ ファイルには、次のフィールドが含まれます。
フィールド

説明

operation（必須）

CREATE または UPDATE（大文字と小文字は区
別されない）

agentID（任意）

最大 11 桁の一意の文字列を入力します。 この
フィールドを空白のままにすると、AgentID は
自動生成されます。
UPDATE 操作では、
• agentID を変更できません
• このフィールドを空白のままにする場合
は、loginName が既存のエージェントを参
照する必要があります
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フィールド

説明

userName（必須）

このエージェント用のユーザ名として、最大 32
文字の英数字を入力します。
UPDATE 操作では、
• このフィールドを空白のままにする場合
は、agentID が既存のエージェントを参照
する必要があります
• agentId が既存のエージェントを参照する
場合は、userName を変更できます。

firstName（必須）

32 文字以内で入力します。

lastName（必須）

32 文字以内で入力します。

password（任意）

32 文字以内で入力します。 パスワードでは大
文字と小文字が区別されます。 Configuration
Manager で [パスワード長の最小値（Minimum
Password Length）] が設定されていなければ、
サイズの制限はありません。

loginEnabled（任意）

エージェントがエージェント デスクトップにロ
グインできるかどうかを示します。 指定されて
いない場合、デフォルトの true に設定されま
す。

description（任意）

最大 255 文字でエージェントの説明を入力しま
す。 作成時に説明を空白のままにすると、
「BulkJob ID ####」に設定されます。ここで、
#### は作成を実行している一括ジョブの ID で
す。

agentStateTrace（任意）

このエージェントに対してエージェント状態ト
レースが有効かどうかを示します。 デフォルト
は false です。

agentDeskSettingsName（任意）

このエージェントに関連付けられたデスクの設
定を入力します。
CREATE 操作における agentDeskSettingsName
のエントリは、その名前のデスク設定がないと
エラーを生成します。
このフィールドを空白のままにすると、システ
ム デフォルトのデスク設定が適用されます。
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フィールド

説明

agentTeamName（任意）

このエージェントがメンバーとなっているチー
ムを入力します。
CREATE 操作における agentTeamName のエン
トリは、チームがまだ存在しない場合はそれを
作成します。 これは、[チームの一覧（List of
Teams）] に BulkJob ID #### という記述ととも
に表示されます。ここで #### は一括ジョブの
番号です。

skillgroup（任意）

このエージェントが関連付けられているスキル
グループを「;」文字で区切って入力します。
例：sales;billing;support
CREATE 操作における skillgroup のエントリは、
スキル グループがまだ存在しない場合はそれを
作成します。 これは、[スキルグループの一覧
（List of Skill Groups）] に BulkJob ID #### とい
う記述とともに表示されます。ここで #### は
一括ジョブの番号です。
UPDATE 操作でこのブランクを残しておくと、
そのエージェントに関するすべてのスキル グ
ループ アソシエーションが削除されます。

defaultSkillGroup（任意）

このエージェントに関連付けられているデフォ
ルトのスキル グループを入力します。 この
フィールドを指定する場合は、エージェントに
対して定義されたスキル グループを参照する必
要があります。
UPDATE 操作で、値がエージェントのスキル
グループのいずれでもない場合はエラーが生成
されます。
このフィールドを空白のままにすると、システ
ムのデフォルトのスキル グループが適用されま
す。
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フィールド

説明

attributes（任意）

これらのフィールドは、「;」文字で区切られた
名前 = 値ペアです。ここで、= 値は既存の属性
に対して任意となります。 たとえば、
english=true;sales=7 などです。
属性ツールに直接、または一括ジョブを使用し
てデータ型（Boolean または Proficiency）と値
（true または 9）を持つ属性を追加すると、デー
タ型が定義および保護され、その値がデフォル
トとして設定されます。
属性はまだ属性ツールに存在しない場合、値の
ない属性名を入力するとエラーが生成されま
す。 たとえば、english がまだ属性でない場合、
english はエラーを返します。
データ型を変更することはできませんが、値を
変更することはできます。 english が true とし
て作成された場合、english を入力すると一括更
新では true の値が保持されます。 english=false
と入力することもできます。これは、エージェ
ントの属性値を false に設定し、属性のデフォ
ルト値を true のままにします。 english=10 と入
力することはできません。
エージェントの属性値をクリアして、一括更新
で属性のデフォルト値を再設定するには、english
などの属性名を指定します。
CREATE 操作における attribute のエントリは、
属性がまだ存在しない場合はそれを作成しま
す。 これは、[属性の一覧（List of Attributes）]
に BulkJob ID #### という記述とともに表示さ
れます。ここで #### は一括ジョブの番号です。

supervisorUsername（任意）

既存の Active Directory のユーザ名を入力しま
す。 このフィールドが有効な場合、エージェン
トのスーパーバイザ フラグが true に設定されま
す。 無効なエントリまたは空白のフィールド
は、エージェントのスーパーバイザ フラグを
false に設定します。

domainName（任意）

supervisorUsername が存在する Active Directory
ドメイン名を入力します。 このフィールドが空
白の場合、システムによってデフォルトのドメ
イン名が入力されます。
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フィールド

説明

supervisorTeams（任意）

このスーパーバイザによって監視されるチーム
の名前を「;」文字で区切って入力します。例：
team1;team2;team3 このフィールドに入力して
も、supervisorUserName を空白のままにすると
エラーが生成されます。
CREATE 操作における supervisorTeams のエン
トリは、チームがまだ存在しない場合はそれを
作成します。 これは、[チームの一覧（List of
Teams）] に Bulk Job ID: #### という記述ととも
に表示されます。これは一括ジョブの番号で
す。
UPDATE 操作で、このフィールドを空白のまま
にすると、エージェントは、いずれのチームに
対してもスーパーバイザから除外されます。

コンテンツ ファイル作成操作
コンテンツ ファイルのスプレッドシートは、次の CREATE ルールに従います。
• スプレッドシートのすべての列が存在する必要がありますが、任意のフィールド用のセルは
空白のままにしてもかまいません。
• ファイル内の行は順番に処理されます。 いずれかのポイント（いずれかの行）でコンテンツ
ファイルに障害が発生する可能性があり、その場合は、その行まで（ただし、その行は含ま
ない）が追加または更新されます。
• エージェント コンテンツ ファイル内のエントリである agentTeamName、supervisorTeams、
Skill Group、および Attribute は、オブジェクトがまだ存在しない場合にオブジェクトを作成
します。 たとえば、エージェント コンテンツ ファイルの agentTeamName フィールドのエン
トリは、該当するチームがチームの一覧にまだ存在していない場合にそのチームを作成しま
す。 このように作成されたオブジェクトは、[...の一覧（List Of...）] ページに、「一括エー
ジェントによる自動生成（Auto generated by bulk agent）」という説明付きで表示されます。
• agentDeskSettingsName のエントリは、その名前のデスク設定がない場合にエラーを生成しま
す。
• その行よりも前のすべての追加または更新は正常に行われますが、後続の作成および更新操
作は失敗します。
コンテンツ ファイルの更新操作
コンテンツ ファイルのスプレッドシートは、次の UPDATE ルールに従います。
• 既存のレコードを変更するには、フィールドに値を入力します。
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• 既存のレコードをクリアするには、フィールドを空白のままにします。
• ダイヤル番号コンテンツ ファイル内の dialedNumberString または routingType は更新できませ
ん。

一括ダイヤル番号コンテンツ計画
ダイヤル番号の一括ジョブのコンテンツ ファイルには、次のフィールドが含まれます。
フィールド

説明

operation（必須）

CREATE または UPDATE（大文字と小文字は区
別されない）

dialedNumberString（必須）

このダイヤル番号の dialedNumberString。 最大
25 文字を使用して、ルーティング タイプ用に
一意の文字列値を入力します。 有効な値は、英
数字、+、および @ です。 UPDATE 操作では、
dialedNumberString を編集できません。
dialedNumberString は更新できません。

routingType（必須）

このダイヤル番号のルーティング タイプ。 値
は次のとおりです。
• 1（外部音声）：これは、Cisco Customer
Voice Portal（CVP）からの音声コールに適
用されるダイヤル番号文字列用に選択しま
す。
• 2（内部音声）：これは、Cisco Unified
Communications Manager（CUCM）電話か
らかけられるダイヤル番号文字列用に選択
します。
• 3（アウトバウンド音声）：これは、Cisco
Outbound Option Dialer で使用されるダイヤ
ル番号文字列用に選択します。
• 4（マルチチャネル）：これは、電子メー
ルや Web チャットで顧客と対話しなけれ
ばならないエージェントにルーティングさ
れたダイヤル番号文字列用に選択します。
routingType は更新できません。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
0

93

一括ジョブの管理
一括ジョブのコンテンツ ファイル

フィールド

説明

description（任意）

この dialedNumberString の説明です。 255 文字
以内で入力します。 入力する文字に制限はあり
ません。 作成時に説明フィールドを空白のまま
にすると、「BulkJob ID ####」に設定されま
す。ここで、#### は作成を実行している一括
ジョブの ID です。

callTypeName（任意）

最大 32 文字を使用して、コール タイプの名前
を入力します。 有効な文字はピリオド（.）、
アンダースコア（_）、および英数字です。 最
初の文字は英数字にする必要があります。
CREATE 操作における callTypeName のエント
リは、コール タイプがまだ存在しない場合はそ
れを作成します。 これは、[コールタイプの一
覧（List of Call Types）] に BulkJob ID #### とい
う記述とともに表示されます。ここで #### は
一括ジョブの番号です。

mediaRoutingDomainName

routingTypes 1、2、および 3 のオプション。 指
定する場合は、Cisco_Voice にする必要があり
ます。
routingType 4 に必要です（マルチチャネル）。
Configuration Manager ツールで定義する必要が
あります（メディア ルーティング ドメインの
一覧）。
CREATE 操作において、
mediaRoutingDomainName のエントリは、その
名前のメディア ルーティング ドメインがない
とエラーを生成します。

コンテンツ ファイル作成操作
コンテンツ ファイルのスプレッドシートは、次の CREATE ルールに従います。
• スプレッドシートのすべての列が存在する必要がありますが、任意のフィールド用のセルは
空白のままにしてもかまいません。
• ファイル内の行は順番に処理されます。 いずれかのポイント（いずれかの行）でコンテンツ
ファイルに障害が発生する可能性があり、その場合は、その行まで（ただし、その行は含ま
ない）が追加または更新されます。
• Dialednumber コンテンツ ファイル内の callTypeName のエントリは、オブジェクトがまだ存
在していない場合にオブジェクトを作成します。 このように作成されたオブジェクトは、[...
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の一覧（List Of...）] ページに、[一括 DN による自動生成（Auto generated by bulk DN）] とい
う説明とともに表示されます。
• その行よりも前のすべての追加または更新は正常に行われますが、後続の作成および更新操
作は失敗します。
コンテンツ ファイルの更新操作
コンテンツ ファイルのスプレッドシートは、次の UPDATE ルールに従います。
• 既存のレコードを変更するには、フィールドに値を入力します。
• 既存のレコードをクリアするには、フィールドを空白のままにします。
• ダイヤル番号コンテンツ ファイル内の dialedNumberString または routingType は更新できませ
ん。

一括ジョブの追加
一括ジョブ（追加、確認、および削除）を保持するには、[Unified CCE 管理者による管理（Unified
CCE Administrator Manage）] > [その他（Other）] > [一括ジョブ（Bulk Jobs）] インターフェイスに
移動します。
これによって、[一括ジョブの一覧（List of Bulk Jobs）] ウィンドウが開きます。

手順
ステップ 1

[新規（New）] をクリックして、[新規一括ジョブ（New Bulk Job）] ウィンドウを開きます。

ステップ 2

任意の [説明（Description）] フィールドに、255 文字以内で一括ジョブの説明を入力します。

ステップ 3

必須の [コンテンツ ファイル（Content File）] フィールドで、この一括ジョブ用に完成させたコン
テンツ ファイルを参照します。 一括ジョブが作成される前にコンテンツ ファイルが確認されま
す。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

関連トピック
エージェント, （15 ページ）
ダイヤル番号, （65 ページ）

一括ジョブの詳細の確認
一括ジョブの詳細を確認するには、[一括ジョブの一覧（List of Bulk Jobs）] ページで一括ジョブ
の ID のリンクをクリックします。 [コンテンツ ファイルのダウンロード（Content File Download）]
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と [ログ ファイルのダウンロード（Log File Download）] を除いて、ページ内のフィールドは表示
専用です。
フィールド

説明

ID、説明、およびタイプ（ID, Description, and
Type）

一括ジョブが作成されたときに入力された一括
ジョブの ID と説明、および選択されたタイプ
を示します。

状態（State）

次のいずれかを示します。
• [キューに登録済み（Queued）]：一括ジョ
ブがキューに登録され、それより前に送信
されたジョブが完了したら処理されます。
複数の一括ジョブが実行された場合、それ
らは作成順に実行されます。
• [処理中（Processing）]：一括ジョブが処理
中です。 進捗状況を確認するには、[ログ
ファイルのダウンロード（Log File
Download）] をクリックしてログ ファイル
を監視します。
• [成功（Succeeded）]：一括ジョブの中の
All CREATE および UPDATE 操作が正常に
終了しました。
• [一部成功（Partially Succeeded）]：一部の
CREATE または UPDATE 操作が正常に終
了し、その他は失敗しました。
• [失敗（Failed）]：すべての CREATE およ
び UPDATE 操作が失敗しました。
• [キャンセル（Cancelled）]：一括ジョブが
キューに入った状態のときに別の一括ジョ
ブが失敗した場合、この一括ジョブはキャ
ンセルされます。

ホスト（Host）

一括ジョブが開始された管理およびデータ サー
バのホスト名が保存されます。 一括ジョブが削
除されると、一括ジョブのコンテンツ ファイル
とログ ファイルは、このホストから削除されま
す。

作成日（Created）

一括ジョブが送信された時間。

開始（Started）

一括ジョブが処理状態に入った時間。
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フィールド

説明

完了（Finished）

一括ジョブが完了または失敗した時間（処理状
態から抜け出した時間）。

合計時間（Total Time）

一括ジョブが処理状態であった時間。 この時間
は、[完了（Finished）] - [開始（Started）] から
計算されます。

コンテンツ ファイル（Content File）

この一括ジョブのために送信されたコンテンツ
csv ファイルを開くには、[ダウンロード
（Download）] をクリックします。 このファイ
ルを開いたり保存したりするには、認証が必要
です。 導入方式に 2 つの管理とデータ サーバ
ホストが含まれている場合、一括ジョブが表示
されているホストとは異なるホスト上の Unified
CCE Web 管理を使用してジョブを作成したので
あれば、このボタンは無効です。

ログ ファイル（Log File）

この一括ジョブのログ ファイルを開くには、
[ダウンロード（Download）] をクリックしま
す。 ジョブがまだ処理中の場合は、再度 [ダウ
ンロード（Download）] をクリックし、ジョブ
の進捗が更新されるのを確認します。 このファ
イルを開いたり保存したりするには、認証が必
要です。 導入方式に 2 つの管理とデータ サー
バ ホストが含まれている場合、一括ジョブが表
示されているホストとは異なるホスト上の
Unified CCE Web 管理を使用してジョブを作成
したのであれば、このボタンは無効です。
ログ ファイルは、一括ジョブごとに生成されま
す。 ログ ファイルは一括ジョブが削除される
まで保持され、実行された各操作の詳細だけで
なく、一括ジョブが正常に完了したか、障害が
発生したかどうかを示す要約が含まれていま
す。
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一括ジョブの削除
手順
ステップ 1

一覧ウィンドウを開き、該当の一括ジョブ ID に対応する [削除（Delete）] アイコンをクリックし
ます。

ステップ 2

確認メッセージに対処します。 これにより一括ジョブ、そのコンテンツ ファイル、ログ ファイ
ルがそれを作成したホスト コンピュータから削除されます。
キューにある一括ジョブ、完了した一括ジョブ、または失敗した一括ジョブを削除できます。
処理中の一括ジョブは削除できません。
導入方式に 2 つの管理とデータ サーバ ホストが含まれている場合、一括ジョブが作成された
Unified CCE の Web 管理ホストから一括ジョブを削除する必要があります。
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章

設定
• 展開の設定（Configure Deployment）, 99 ページ
• 容量情報（CapacityInfo）, 100 ページ
• システム検証（System Validation）, 102 ページ
• エージェント トレース（Agent Trace）, 102 ページ
• Packaged CCE ログ, 103 ページ

展開の設定（Configure Deployment）
[展開の設定（Configure Deployment）] は、[設定（Settings）] メニューのオプションです。

Packaged CCE 管理者は、次の理由で [展開の設定（Configure Deployment）] にアクセスする場合が
あります。
• 展開タイプの確認と変更
• 輻輳処理モードとコール容量の確認
このウィンドウに表示されるフィールドは、展開タイプによって異なります。 Packaged CCE の場
合、このウィンドウには次のフィールドが表示されます。
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展開タイプ
このフィールドは、現在システムで認識されている展開タイプを示します。 アイコンをクリック
して、ドロップダウンから別の展開タイプを選択します。
13 個の展開タイプから選択できます。 それぞれ独自の機能、容量、設定の制限値があります。
システム展開タイプは最初に、サインインした 1 人目の管理者によって設定されます。 管理者は
その後も、このツールで展開タイプを変更できます。

重要

展開タイプを変更すると、呼処理キャパシティ、設定の制限値、アクセスできる機能とコン
フィギュレーション ツールに著しく影響を与える場合があります。 変更する前に、展開タイ
プの変更について十分に理解しておく必要があります。
[輻輳処理モード（Congestion Treatment Mode）]：展開タイプが Packaged CCE: CCE-PAC-M1 の場
合、このフィールドには [ダイアログ エラー/ルートエンドにより終了（Terminate with Dialog
Fail/RouteEnd）] が示されます。
[システムのデフォルト ラベル（System Default Label）]：展開タイプが Packaged CCE: CCE-PAC-M1
の場合、このフィールドは空白になります。
[容量（Capacity）]：このフィールドは、展開の 1 秒当たりの最大コール数の現在値を示します。
展開タイプが Packaged CCE: CCE-PAC-M1 の場合、このフィールドは 8 に設定され、変更できま
せん。

容量情報（CapacityInfo）
このタブを開くと、次の情報を示すテーブルが表示されます。
• [最大（At Most）]：Packaged CCE で許可されている、各設定可能オブジェクトの最大容量。
• [実際値（Actual）]：システムで現在設定されているオブジェクト数。
• [% 使用済み（% Used）]：設定によって示される最大値のパーセンテージ。
• カラー アイコン インジケータ：容量の上限に対する、システムの状態を示します。 容量の
0 ～ 75% の場合は緑。 容量の 76 ～ 95% の場合は黄色。 容量の 96 ～ 99% の場合はオレン
ジ。 容量の 100% の場合は赤になります。
各列の右側にある矢印アイコンから開くページで、オブジェクトを表示、追加、編集、および削
除して容量を維持できます。
Packaged CCE の容量制限
機能/コンポーネント

設定可能な最大容量

エージェント

6000
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機能/コンポーネント

設定可能な最大容量

エージェントとエージェント トレース

100

属性

10,000

エージェントごとの属性

50

バケット間隔

1000

一括ジョブ

200

コール タイプ

1000

デスク設定

1000

ダイヤル番号（内部音声）

1000

ダイヤル番号（外部音声）

1000

ダイヤル番号（マルチチャネル）

500

拡張コール変数：配列

0

拡張コール変数：固定

20

ネットワーク VRU スクリプト

1000

プレシジョン キュー

2000

プレシジョン キュー手順

5000

理由コード

100

レポーティング ユーザ

600

スキル グループ

3000

エージェントごとのスキル グループおよびプレ 15
シジョン キュー
スーパーバイザ

600

チーム当たりのスーパーバイザ数

10

チーム

600
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機能/コンポーネント

設定可能な最大容量

チーム メンバーシップ

エージェントまたはスーパーバイザ当たり 1 つ

スーパーバイザが監視できるチーム

20

システム検証（System Validation）
Packaged CCE は、特定のソフトウェア仕様内で動作するよう制限されています。
この表示専用のタブには、仕様ルールや、システム上の実際の値、ルールに対するシステムの妥
当性が示されます。 すべての行を昇順/降順で並べ替えることができます。
システムが無効な場合（いずれかのルールを超過しているか、ルールを満たせるよう設定されて
いない場合）、基礎となるソフトウェア仕様を修正しなければ、Packaged CCE で作業を行った
り、ツールにアクセスしたりすることはできません。 既存のシステムを Packaged CCE システム
として再導入することを目標としている場合は、パートナーやシスコテクニカルサポート担当者
は、このページを使用してシステムを有効な状態にできます。

エージェント トレース（Agent Trace）
エージェント トレースを有効にすると、エージェントが通過するあらゆる状態を追跡して、報告
できます。 1 つ以上のエージェントの生産性またはパフォーマンスに懸念がある場合に、これを
実施することがあります。

重要

トレースを有効にすると、ネットワーク帯域幅とデータベース領域が余分に必要になるため、
システム パフォーマンスに影響を与えることがあります。 通常、この機能は特定のエージェ
ントを短期間追跡する場合に使用します。 システムにより、トレースを有効にできるエージェ
ント数に設定上の制限が課せられます。
[エージェント トレース（Agent Trace）] は、[設定（Settings）] メニューのオプションです。
このツールを開き、エージェント トレースが有効化されているエージェントの表示、追加、およ
び削除を行います。
トレースをエージェントに追加するには、次の手順を実行します。
1 [追加（Add）] 虫眼鏡をクリックし、[トレースを有効にしたエージェントの追加（Add Agents
with Trace Enabled）] を表示します。 ソート機能と検索機能を使用して、一覧をナビゲートし
ます。
2 1 つ以上のエージェントのユーザ名をクリックし、トレースが有効な状態にします。
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3 [トレースを有効にしたエージェントの追加（Add Agents with Trace Enabled）] を閉じて、一覧
に戻ります。
4 [一覧（List）] ウィンドウの [保存（Save）] をクリックして、追加したエージェントのトレー
ス状態を確定します。 [トレース有効（Trace Enabled）] 一覧からエージェントを削除するに
は、保存前に [復帰（Rever）] をクリックします。
エージェントからトレースを削除するには、次の手順を実行します。
1 [トレースを有効にしたエージェントの一覧（List of Agents with Trace Enabled）] ウィンドウで、
トレース状態を削除するエージェントを見つけます。
2 [x] をクリックして、そのエージェントのトレース状態をクリアします。
3 [一覧（List）] ウィンドウの [保存（Save）] をクリックして、削除を確定します。 キャンセル
するには、[復帰（Revert）] をクリックします。

Packaged CCE ログ
Unified CCE Administration インターフェイスから 2 つのタイプの Packaged CCE ログ ファイルをダ
ウンロードできます。
システム検証ログ
展開を設定する際に、サーバまたは VM のいずれかが要件を満たしていない場合、接続問題を示
すメッセージが表示されます。 このメッセージには、ログ ファイルへのリンクがあります。 こ
のファイルを開くと、サーバが有効かどうか、およびすべての VM が展開プロファイルに一致し
ているかどうかを確認できます。
無効な結果の要約を示すサンプル ログ ファイル
VM Validation Results: Wed Aug 20 08:05:36 EDT 2012
Overall: false
Valid Systems: 0 of 1
Summary:
ESX Server: sideB
ESX Server Properties Valid: true
VM Layout Valid: false.

ログの最上部の情報は、結果の要約です。 このログは、サーバが有効であるものの、VM レイア
ウトが無効であることを示しています。
無効なサーバを示すサンプル ログ
このログは、サーバの CPU コア数が不足していることを示しています。
Server Result:
Required Version: 5.0.0
Required Min CPU Cores: 20
Required Min Memory (MB): 95000
Required HD(s) (GB): [1392, 1949, 273]
Required Bios <Major version>: C260
Required Vendor: Cisco Systems Inc
Found Version: 5.0.0
Found CPU Cores: 10
Found Memory (MB): 98185
Found HD(s) (GB): [1392, 273, 1949]
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Found Bios: C260.1.4.2b.0.102620111637
Found Vendor: Cisco Systems Inc

無効な VM に関しては、次の 3 つのログ エントリがあります。
• Required Profiles without Matching Virtual Machines
このエントリは、要件に一致する VM がシステムに存在しないことを意味します。
• Optional Profiles without Matching Virtual Machines
このエントリは、オプションとして定義されている CVP レポーティング プロファイルがシ
ステムに存在しないことを意味します。 これによって、検証が停止されることはありませ
ん。
• Virtual Machines without Matching Profiles
このエントリは、要件に一致しない VM がシステムに存在することを意味します。 これらは
余分な VM または誤って設定された VM である可能性があります。
無効な VM を示すサンプル ログ
Virtual Machines Matching Defined Profiles:
VM: BB-CCE-DataSvr-A
Profile: Unified CCE Data Server
OS: Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
CPU Cores: 4
Reservation: 5100
RAM (MB): 8192
HD(s) (GB): [80, 750]
VMWare Tools Version: 8384

一括ジョブのログ
ログ ファイルは、一括ジョブごとに生成されます。 ログ ファイルは一括ジョブが削除されるま
で保持され、実行された各操作の詳細だけでなく、一括ジョブが正常に完了したか、障害が発生
したかどうかを示す要約が含まれています。
ログを開くには、次の手順を実行します。
1 Bulk Jobs ツールを開きます。
2 [一括ジョブの一覧（List of Bulk Jobs）] から ID をクリックして、[一括ジョブの表示（View
Bulk Job）] ページに移動します。
3 [ログ ファイル（Log File）] > [ダウンロード（Download）] をクリックします。 ジョブがまだ
処理中の場合は、再度 [ダウンロード（Download）] をクリックし、ジョブの進捗が更新され
るのを確認します。
このファイルを開いたり保存したりするには、認証が必要です。
展開に 2 つの管理およびデータ サーバ ホストが含まれている場合、一括ジョブが表示されて
いるホストとは異なるホスト上の Unified CCE Web 管理を使用して一括ジョブを作成したので
あれば、[ダウンロード（Download）] は無効になります。
サンプル ログ ファイル：
2012-08-03T14:31:05-04:00
2012-08-03T14:31:05-04:00
2012-08-03T14:31:05-04:00
2012-08-03T14:31:05-04:00

-

Job created
Job started
Processing line 1: Header
Processing line 2: operation=CREATE,
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agentId=1000, userName=asmith, firstName=Agent, lastName=Smith,
password=secret, loginEnabled=true, description=Agent Smith,
agentStateTrace=false,agentDeskSettingsName=Default_Agent_Desk_Settings,
agentTeamName=robots, skillGroups=sg1;sg2, defaultSkillGroup=sg1,
attributes=, supervisorUserName=, domainName=, supervisorTeams=
2012-08-03T14:31:06-04:00 - Created /unifiedconfig/config/agentteam/5097
2012-08-03T14:31:08-04:00 - Created /unifiedconfig/config/skillgroup/12867
2012-08-03T14:31:09-04:00 - Created /unifiedconfig/config/skillgroup/12868
2012-08-03T14:31:11-04:00 - Created /unifiedconfig/config/agent/12869
2012-08-03T14:31:11-04:00 - Processing line 3: operation=UPDATE, agentId=,
userName=neo, firstName=Mister, lastName=Anderson, password=passw0rd,
loginEnabled=true, description=Neo, agentStateTrace=true,
agentDeskSettingsName=~, agentTeamName=~, skillGroups=, defaultSkillGroup=~,
attributes=kungFu=9;actuallyKnowsKungFu=false, supervisorUserName=neo,
domainName=foo.com, supervisorTeams=team1;team2
2012-08-03T14:31:11-04:00 - Error processing line 3: agentUserName: The
specified agent userName does not exist neo.
2012-08-03T14:31:11-04:00 - Processing line 4: operation=UPDATE,
agentId=1001, userName=, firstName=, lastName=, password=, loginEnabled=,
description=, agentStateTrace=,agentDeskSettingsName=, agentTeamName=,
skillGroups=, defaultSkillGroup=, attributes=, supervisorUserName=,
domainName=, supervisorTeams=
2012-08-03T14:31:11-04:00 - Error processing line 4: agentId:
The specified agent Id does not exist 1001.
2012-08-03T14:31:11-04:00 - Job partially completed due to errors
2012-08-03T14:31:11-04:00 - 3 lines processed, 1 succeeded, 2 failed
2012-08-03T14:31:11-04:00 - 1 agents created, 2 skill groups created,
1 agent teams created
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Configuration Manager
ほとんどの Packaged CCE 設定は、Unified CCE Web Administration ガジェットで実行します。 レ
ガシー Configuration Manager ツールセットで実行される設定は限られています。 この項では、
Configuration Manager の Explorer ツール、一覧ツール、およびその他のツールと、それらにアク
セスする方法、および Packaged CCE にそれらのツールが必要である理由を説明します。
• Configuration Manager へのアクセス, 107 ページ
• コール フローに関する Configuration Manager ツール, 108 ページ
• グローバル値およびアクションに対する Configuration Manager のツール, 112 ページ
• マルチチャネル対応の Configuration Manager のツール, 115 ページ
• スクリプティング対応の Configuration Manager のツール, 118 ページ
• ユーザ アクセスを制御するための Configuration Manager のツール, 119 ページ

Configuration Manager へのアクセス
Configuration Manager は、CCE Data Server 仮想マシンにインストールされ、それらの VM コンソー
ルのデスクトップ アイコンから開くツールのスイートです。
設定のほとんどは、Packaged CCE の管理ツールから行われますが、一部の設定には Configuration
Manager を使用する必要があります。
Configuration Manager へのアクセス方法
1 Packaged CCE の VM コンソールを開きます。 Packaged CCE の展開でインストールされたいず
れかの CCE データ サーバの仮想マシンを選択します。
2 [コンソール（Console）] タブをクリックします。
3 必要に応じて、データ サーバにログインします。
4 [すべてのプログラム（All Programs）] > [Cisco Unified CCE ツール（Cisco Unified CCE Tools）]
> [Configuration Manager] を選択します。
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5 実施する必要がある手順に示されたツールのタイプを選択します。 次の例は、メディア クラ
ス リストの選択を示しています。

コール フローに関する Configuration Manager ツール
Configuration Manager でこれらのツールにアクセスして、コール フローの円滑化またはトラブル
シューティングを行います。
関連トピック
PG Explorer, （108 ページ）
エージェント ターゲティング ルール, （111 ページ）

PG Explorer
PG Explorer は、Unified CCE Configuration Manager で [エクスプローラ ツール（Explorer Tools）]
の下に表示されます。
ツールを開き、[取得（Retrieve）] をクリックして、Packaged CCE に設定される 2 つの Peripheral
Gateway、Generic_PG および MR_PG を表示します。 Generic_PG には、5 つの Peripheral インター
フェイス マネージャ（PIM）があります。このうち、1 つが Unified Communications Manager 用
で、4 つが音声応答装置（VRU）用です。
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（注）

Packaged CCE: CCE-PAC-M1 展開タイプを保持するには、いずれかの PG を削除したり、他の
PG を追加したりしないでください。 コンタクト センターでマルチチャネル（電子メールおよ
び Web）を使用しない場合でも、MR-PG が必要です。
Peripheral Gateway Explorer にアクセスする理由としては、デフォルトのデスク設定を識別および
変更するため、プライマリおよびセカンダリ CTI アドレスを設定するため、および外部 HDS に対
するエージェント レポーティングを有効にするためなどがあります。
関連トピック
デフォルトのデスク設定の変更, （109 ページ）
エージェント レポーティングの有効化, （110 ページ）

デフォルトのデスク設定の変更
次の手順を実行して、Unified CCE Web Administration ツールに表示されるデフォルトのデスク設
定を見つけ、変更してください。
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手順
ステップ 1

Configuration Manager から、[ツール（Tools）] > [エクスプローラ ツール（Explorer Tools）] > [PG
Explorer] を選択します。

ステップ 2

[GenericPG] を選択します。

ステップ 3

[CUCM_PG_1] を選択します。

ステップ 4

[Peripheral（Peripheral）] タブで、[デフォルトのデスク設定（Default desk settings）] フィールドを
見つけます。 ドロップダウンの最初の選択肢は、現在のデフォルトのエージェントデスク設定に
対するオプションです。

ステップ 5

ドロップダウンから異なるエージェントのデスク設定を選択します。 選択した項目がドロップダ
ウンの先頭に移動し、新しいデフォルトのデスク設定になります。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連トピック
デスク設定, （25 ページ）

エージェント レポーティングの有効化
1 つまたは複数の外部履歴データベース管理およびデータ サーバ（HDS）を使用する場合のみ、
この設定を行います。

手順
ステップ 1

Configuration Manager から、[ツール（Tools）] > [エクスプローラ ツール（Explorer Tools）] > [PG
Explorer] を選択します。

ステップ 2

[取得（Retrieve）] をクリックします。 次に、[GenericPG] を選択します。

ステップ 3

[CUCM_PG_1] を選択します。

ステップ 4

[エージェントの配信（Agent Distribution）] タブをクリックします。 A 側と B 側にデフォルトで
作成された 2 つのディストリビュータが表示されます。

ステップ 5

[エージェント レポーティングを有効にする（Enable agent reporting）] をオンにします。

ステップ 6

[新規（New）] をクリックします。

ステップ 7

エージェント待受停止理由コードを報告する場合は、[エージェントのイベント詳細（Agent event
detail）] をオンにします。

ステップ 8

[エージェントの履歴データ（Agent historical data）] をオンにして、CUCM Peripheral から外部 HDS
への履歴データのフローを有効にします。

ステップ 9

2 つめの外部 HDS がある場合は、[新規（New）] をクリックし、手順 7 と手順 8 を繰り返します。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。
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エージェント ターゲティング ルール
Packaged CCE でコール ルーティングを設定するには、1 つまたは複数のエージェント ターゲティ
ングルールを作成して、エージェントの内線番号範囲を指定する必要があります。エージェント
ターゲティング ルールに基づき、ルータがコールをターゲティングできない内線番号にエージェ
ントがログインしようとすると、Peripheral Gateway によってログイン要求が拒否され、ログイン
要求が失敗した理由を含むエラーが返されます。
Peripheral に対して 1 つまたは複数のルールを定義できます。 ただし、各ルールで、同じルーティ
ングクライアントに対して異なるエージェントの内線番号範囲を扱う必要があります。言い換え
れば、ルーティング クライアントが Peripheral のターゲティングに使用できる複数のルールが存
在する場合、それらのルールに重複する内線番号範囲があってはなりません。

手順
ステップ 1

いずれかの CCE データ サーバから [Unified CCE Administration Manager] > [Configuration Manager]
に移動します。

ステップ 2

[ツール（Tools）] > [一覧ツール（List Tools）] > [エージェント ターゲティング ルール（Agent
Targeting Rule）] を選択します。

ステップ 3

[取得（Retrieve）] をクリックします。 次に、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[属性（Attributes）] ダイアログボックスで次の内容を入力します。
a) ルールに名前を付けます。
b) Peripheral として [CUCM_PG_1] を選択します。
c) ルール タイプとして [エージェントの内線番号（Agent Extension）] を選択します。
d) [ルーティング クライアント（Routing client）] パネルで、4 つの CVP クライアント（A 側の 2
つの CVP_PG と B 側の 2 つの CVP_PG）をすべて選択します。
e) [内線番号範囲（Extension Ranges）] パネルで [追加（Add）] をクリックし、エージェントの内
線番号範囲を入力します。 [OK] をクリックします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

次の作業
CCE コール サーバは、PG Explorer（[詳細設定（Advanced）] タブ）で CUCM_PG_1 に対して [エー
ジェント ターゲティング モード：ルール優先（Agent targeting mode: Rule Preferred）] が設定され
ている場合のみ、エージェント ターゲティング ルールを使用できます。 これはデフォルトの設
定です。 エージェント ターゲティング ルールが作用しない場合、この設定が [ルール優先（Rule
Preferred）] であることを確認してください。
関連トピック
PG Explorer, （108 ページ）
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グローバル値およびアクションに対する Configuration
Manager のツール
この項では、システム全体のアクションに使用できる Configuration Manager のツールについて説
明します。
システム情報（System Information）, （112 ページ）
永続的な削除用の Configuration Manager ツール, （114 ページ）

システム情報（System Information）
Configuration Manager の System Information ツールを使用すると、グローバル値を定義できます。

パスワード長の最小値（Minimum Password Length）
エージェントのパスワード長の最小値を設定するには、次の手順を実行します。
1 Configuration Manager を起動します。
2 [その他のツール（Miscellaneous Tools）] > [システム情報（System Information）] を選択しま
す。
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3 [個人のセキュリティ（Person Security）] パネルで [パスワード長の最小値（Minimum password
length）] フィールドを見つけます。 0 ～ 32 の範囲の数を入力してください。
4 [保存（Save）] をクリックします。 設定した長さは、エージェントの必須パスワード長になり
ます。
サービスしきい値の長さ（Service Threshold Length）
Call Types ツール内のこのフィールドは、[システム情報（System Information）] で現在設定されて
いる値にデフォルト設定されます。 この値は、発信者がエージェントに接続されるまでキューに
留まる秒数です。 この値を変更するには、次の手順を実行します。
1 Configuration Manager を起動します。
2 [その他のツール（Miscellaneous Tools）] > [システム情報（System Information）] を選択しま
す。
3 [Call Type（コール タイプ）] パネルで [サービス レベルのしきい値（Service level threshold）]
フィールドを見つけます。 この値は数字です。 変更するには、異なる数字を入力します。
4 [保存（Save）]をクリックします。入力する値は、エージェントに接続する前に発信者がキュー
で待機する、デフォルトの目標秒数になります。
サービス レベル タイプ（Service Level Type）
Call Types ツール内のこのフィールドは、[システム情報（System Information）] で現在設定されて
いる値にデフォルト設定されます。 ここで 3 つのオプションのいずれかを設定して、システム ソ
フトウェアが放棄呼に対するサービスのサービス レベルを計算する方法を決定します。
• 無視する。つまり、サービス レベルの計算には影響しません。
• マイナスの影響を与える。つまり、サービス レベルしきい値の時間内に回答されたコールだ
けが、処理済コールとしてカウントされます。
• プラスの影響を与える。つまり、放棄呼はサービス レベルにプラスの影響を与えます。
1 Configuration Manager を起動します。
2 [その他のツール（Miscellaneous Tools）] > [システム情報（System Information）] を選択しま
す。
3 [コール タイプ（Call Type）] パネル内の [サービス レベル タイプ（Service level type）] ドロッ
プダウンを見つけます。 ドロップダウンにはオプションが 3 つあり、最上部に表示されるオプ
ションが現在のデフォルトです。 それを変更するには、別のオプションを選択します。
4 [保存（Save）] をクリックします。 選択したオプションが、新しいシステム デフォルトのサー
ビス レベル タイプになります。
システム バケット間隔（System Bucket Interval）
[コール タイプ（Call Type）] パネル内のこのフィールドは、コール処理アクティビティの取得に
使用される時間範囲のセット（「バケット」）を設定します。
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ソフトウェアは、1 つのシステム バケット間隔が設定された状態でインストールされますが、カ
スタム バケット間隔を作成した後は、そのいずれかをデフォルトにすることができます。
次の手順を実行します。
1 Configuration Manager を起動します。
2 [その他のツール（Miscellaneous Tools）] > [システム情報（System Information）] を選択しま
す。
3 [コール タイプ（Call Type）] パネル内の [バケット間隔（Bucket intervals）] ドロップダウンを
見つけます。 一覧の最初のオプションが、現在のデフォルトです。 このオプションは、Unified
CCE Web 管理の [バケット間隔（Bucket Intervals）] ガジェットにも表示され、ここで変更する
まではシステム デフォルトとなります。
4 変更するには、ドロップダウンを使用して、異なるバケット間隔を選択します。
5 [保存（Save）] をクリックします。 選択したバケット間隔は、ドロップダウンの最初のオプ
ションになり、現在では、新しいシステム デフォルトのバケット間隔になっています。
関連トピック
バケット間隔, （61 ページ）
エージェントの追加, （17 ページ）
コール タイプの追加, （64 ページ）

永続的な削除用の Configuration Manager ツール
一部のオブジェクトは、Unified CCE Administration で「削除済みにマーク」のみされています。
それらのオブジェクトは、報告およびレコード保持の目的で、システムに残っています。 オブ
ジェクトを永続的に削除するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

Configuration Manager を起動します。

ステップ 2

[Configuration Manager の使用（Using the Configuration Manager）] > [削除するオブジェクト（Deleted
Objects）] を選択します。

ステップ 3

削除するオブジェクトのテーブル名をクリックします。 これによって、そのテーブルで削除の
マークが付けられたすべてのレコードを表示するパネルが開きます。

ステップ 4

1 つ、数個、またはすべてのレコードを選択します。

ステップ 5

[完全に削除（Delete Permanently）] をクリックします。
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マルチチャネル対応の Configuration Manager のツール
この項では、マルチチャネルに適用可能な Configuration Manager のツールについて説明します。
マルチチャネルは、Email Interaction Manager（EIM）や Web Interaction Manager（WIM）としても
知られる、電子メールや Web チャットのような非音声アプリケーションへのコールのルーティン
グを指します。
メディア クラスの一覧（Media Class List）, （115 ページ）
アプリケーション インスタンス リスト, （117 ページ）
アプリケーション パス リスト, （118 ページ）
メディア ルーティング ドメインの一覧（Media Routing Domain List）, （116 ページ）
関連トピック
マルチチャネル サービスの概要, （172 ページ）

メディア クラスの一覧（Media Class List）
[メディア クラスの一覧（Media Class List）] には、次のメディア クラスが表示されます。 最初の
4 つは、Packaged CCE ではサポートされません。
• Cisco_Blended_Collaboration
• Cisco_Email
• Cisco_Multi_Session_Chat
• Cisco_Single_Session_Chat
• Cisco_Voice
• CIM_BC
• CIM_EIM
• CIM_OUTBOUND
• CIM_WIM
Cisco_Voice の属性を削除したり、編集したりすることはできません。
CIM_BC、CIM_EIM、CIM_OUTBOUND、および CIM_WIM の属性は削除および編集できます。
メディア クラスを追加できます。
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手順
ステップ 1

Configuration Manager を起動し、[ツール（Tools）] > [一覧ツール（List Tools）] > [メディア クラ
スの一覧（Media Class List）] に移動します。

ステップ 2

[取得（Retrieve）] をクリックします。

ステップ 3

メディア クラスを選択し、その属性を確認または編集します。

ステップ 4

必要に応じてメディア クラスを追加または削除します。

ステップ 5

設定を保存します。

メディア ルーティング ドメインの一覧（Media Routing Domain List）
マルチチャネル ルーティングを使用する場合は、それらに 1 つまたは複数のメディア ルーティン
グ ドメイン（MRD）を設定する必要があります。 システムでは MRD を使用して、異なるメディ
アからの要求がどのようにエージェントにルーティングされるかが整理されます。 Configuration
Manager で MRD を追加した後は、それらの MRD が Dialed Number ツールの [メディア ルーティ
ング ドメインを選択（Select Media Routing Domain）] ポップアップ ウィンドウに入力されます。
MRD がすでに設定されている場合、このツールにアクセスして [キュー内の最大時間（Max time
in queue）] や [サービス レベルのしきい値（Service Level Threshold）] などの設定を変更すること
も必要です。

手順
ステップ 1

Configuration Manager を起動し、[ツール（Tools）] > [一覧ツール（List Tools）] > [メディア ルー
ティング ドメインの一覧（Media Routing Domain List）] に移動します。

ステップ 2

[取得（Retrieve）] をクリックします。 デフォルトでは、[Cisco_Voice] が設定されます。

ステップ 3

[追加] をクリックします。

ステップ 4

MRD の名前を入力します。

ステップ 5

[メディア クラス（Media Class）] ドロップダウン メニューから、MRD の目的に応じて [CIM_BC]、
[CIM_WIM]、または [CIM_EIM] のいずれかのメディア クラス（または、追加されている場合は
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カスタム メディア クラス）を選択します。 通常は、メディア クラスごとに 1 つ以上の MRD を
設定します。
ステップ 6

MRDomainID は、必須の読み取り専用フィールドです。 （エントリを保存すると、ID 番号が自動
的に作成されます）。

ステップ 7

[サービス レベルのしきい値（Service Level Threshold）] の値は、スキル グループの追加によって
使用されるシステムデフォルトです。

ステップ 8

必須フィールドに入力します。フィールドの説明については、オンラインヘルプを参照してくだ
さい。

ステップ 9

設定を保存します。

アプリケーション インスタンス リスト
マルチチャネル ルーティングを使用する場合は、電子メールおよび Web アプリケーションから
Unified CCE にアクセスできるよう、Configuration Manager でアプリケーション インスタンスを設
定する必要があります。アプリケーションインスタンスのほか、アプリケーションを識別するア
プリケーション ID とアプリケーション キー（パスワード）を定義します。 電子メール アプリ
ケーションと Web アプリケーションで同じ情報を入力を入力する必要があります。

手順
ステップ 1

Configuration Manager を起動し、[ツール（Tools）] > [一覧ツール（List Tools）] > [アプリケーショ
ン インスタンスの一覧（Application Instance List）] に移動します。

ステップ 2

[取得（Retrieve）] をクリックします。 次に、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

アプリケーション インスタンスの名前を入力します。

ステップ 4

アプリケーション キーを入力して確認します。

ステップ 5

[アプリケーション タイプ（Application type）] ドロップダウン メニューから [その他（Other）] を
選択します。

ステップ 6

[権限レベル（Permission level）] ドロップダウン メニューから [フル読み取り/書き込み（Full
read/write）] を選択します。

ステップ 7

設定を保存します。

次の作業
アプリケーション インスタンスに対するアプリケーション パスを設定します。
関連トピック
アプリケーション パス リスト, （118 ページ）
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アプリケーション パス リスト
マルチチャネル ルーティングを使用する場合は、アプリケーション インスタンスを Peripheral
Gateway（PG）に関連付けるためにアプリケーション パスを設定する必要があります。 Packaged
CCE の場合、マルチチャネル アプリケーション インスタンスに対する PG は、Generic_PG 内の
CUCM_PG になります。

手順
ステップ 1

Configuration Manager を起動し、[ツール（Tools）] > [一覧ツール（List Tools）] > [アプリケーショ
ン パスの一覧（Application Path List）] に移動します。

ステップ 2

[取得（Retrieve）] をクリックします。 次に、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[アプリケーション インスタンス（Application instance）] ドロップダウン メニューから、マルチ
チャネル用に作成したアプリケーション インスタンスを選択します。

ステップ 4

[Peripheral Gateway] ドロップダウン メニューから、[Generic_PG] を選択します。
[名前（Name）] フィールドには、Generic_PG.YourApplicationInstanceName が入力されます。 これ
は変更できます。

ステップ 5

任意で説明を入力します。

ステップ 6

[追加（Add）] をクリックします。
これによって、[アプリケーション パス メンバー（Application Path Members）] テーブルに行が追
加され、デフォルトで最初の Peripheral と最初の MRD が設定されます。
関連付けられた各マルチチャネル MRD のレコードを CUCM_PG_1 Peripheral に追加します。
行内の MRD の選択を変更するには、MRD 列をクリックしてから、行の右側にある矢印をクリッ
クします。それによって、選択可能なすべての MRD のドロップダウン リストが表示されます。
選択する MRD をクリックします。

ステップ 7

設定を保存します。

スクリプティング対応の Configuration Manager のツール
この項では、スクリプティングに適用可能な Configuration Manager のツールについて説明します。
• スクリプト参照（Script Reference）, （119 ページ）
• ユーザ変数リスト, （119 ページ）
関連トピック
Packaged CCE によるスクリプティング, （123 ページ）
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スクリプト参照（Script Reference）
Script Reference ツールは、どのスクリプトがどのオブジェクトを参照するかを識別するためのイ
ンターフェイスです。 すべてのターゲット タイプを Packaged CCE に適用できるわけではありま
せん。
このツールにアクセスするには、[Configuration Manager] > [その他のツール（Miscellaneous Tools）]
> [スクリプト参照（Script Reference）] に移動します。
ターゲット タイプを選択し、そのターゲットが参照されるスクリプトを表示します。

ユーザ変数リスト
ユーザ変数は、コールのルーティング用のスクリプティングで使用されます。 ユーザ変数を定義
した後は、Script Editor Formula Editor を使用して変数にアクセスし、式内の変数を参照できます。
ユーザ変数には、次の処理が可能です。
コール タイプやスキル グループなどのオブジェクト タイプに関連付ける。これによって、シス
テム ソフトウェアは、システム内の該当するタイプの各オブジェクト用に、その変数のインスタ
ンスを維持できます。
固定として識別する（コール ルータを再起動しても値が保持されます）。
非固定として識別する（コール ルータの再起動時に値は保持されません）。

手順
ステップ 1

Configuration Manager を起動して、[ツール（Tools）] > [一覧ツール（List Tools）] > [ユーザ変数
の一覧（User Variable List）] を選択します。

ステップ 2

[取得（Retrieve）] をクリックします。 次に、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[属性のプロパティ（Attributes property）] タブに必要な情報を入力します。
[変数名（Variable name）]、[オブジェクト タイプ（Object type）]、および [データ型（Data type）]
フィールドが必須です。 その他のフィールドはすべて任意です。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ユーザ アクセスを制御するための Configuration Manager
のツール
Packaged CCE および Unified CCE Configuration Manager へのアクセス制限に使用される 2 つのツー
ルがあり、その両方を使用する必要があります。
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関連トピック
機能制御セット リスト, （120 ページ）
User List ツール, （121 ページ）

機能制御セット リスト
このツールを使用して、機能制御セットを作成します。 機能制御セットを作成した後は、User List
ツールにアクセスしてそのセットをユーザに関連付け、ユーザがアクセスできるツールを決定し
ます。

手順
ステップ 1

[Configuration Manger] > [一覧ツール（List Tools）] > [機能制御セットの一覧（Feature Control Set
List）] を起動します。

ステップ 2

[取得（Retrieve）] をクリックし、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

新規の機能制御セットの名前と説明を入力します。

ステップ 4

機能セットのアプリケーション名のチェックボックスをオンにして、ツールへのアクセスを確立
します。 アクセスを拒否するには、チェックボックスをオフのままにします。
[機能制御セットの一覧（Feature Control Set List）] 上のほとんどのアプリケーション名は、Packaged
CCE のツールに対応していません。 次の表に、適用されるツールを示します。
有効にする Packaged CCE ツール

[機能制御セットの一覧（Feature Control Set
List）] でオンにするアプリケーション名

エージェント（Agents）（UI および API）

エージェント エクスプローラ（Agent Explorer）

属性（Attributes）（UI および API）

属性（Attribute）

デスク設定（Desk Settings）（UI および API） エージェント デスク設定の一覧（Agent Desk
Settings List）
プレシジョン キュー（Precision Queues）（UI
および API）

プレシジョン キュー（Precision Queue）

スキル グループ（Skill Groups）（UI および
API）

スキル グループ エクスプローラ（Skill Group
Explorer）

チーム（Teams）（UI および API）

エージェント チームの一覧（List Agent team）

理由コード（Reason Codes）（UI および API） 理由コードの一覧（Reason Code List）
バケット間隔（Bucket Intervals）（UI および
API）

バケット間隔の一覧（Bucket Intervals List）
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有効にする Packaged CCE ツール

[機能制御セットの一覧（Feature Control Set
List）] でオンにするアプリケーション名

コール タイプ（Call Types）（UI および API） コール タイプの一覧（Call Type List）
ダイヤル番号（Dialed Numbers）（UI および
API）

ダイヤル番号/スクリプト セレクタの一覧
（Dialed Number/Script Selector List）

拡張コール変数（Expanded Call Variables）（UI 拡張コール変数の一覧（Expanded Call Variable
および API）
List）
ネットワーク VRU スクリプト（Network VRU
Scripts）（UI および API）

ネットワーク VRU スクリプトの一覧（Network
VRU Script List）

一括ジョブ（Bulk Jobs）（UI および API）

ダイヤル番号一括編集（Dialed Number Bulk
Edit）/エージェント一括編集（Agent Bulk Edit）

展開（Deployment）、展開の設定（Configure
システム情報（System Information）
Deployment）、エージェント トレース（Agent
Trace）（UI）
輻輳制御（Congestion Control）、展開タイプ情
報（Deployment Type Info）、エージェント ト
レース（Agent Trace）（API）

User List ツール
このツールを使用すると、機能制御セットをユーザに関連付けたり、アクセスを読み取り専用に
制限したりすることができます。 これらは、独立したオプションです。

手順
ステップ 1

機能制御セットを割り当てるには、次の手順を実行します。
a) [Configuration Manger] > [リスト ツール（List Tools）] > [ユーザの一覧（User List）] を起動し
ます。
b) [取得（Retrieve）] をクリックします。
c) 制限するユーザを選択するか、ユーザをリストに追加します。
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d) ドロップダウン リストから機能制御セットを選択します。 ユーザは、その機能制御リストで
チェックが付けられたアプリケーションにアクセスできます。 チェックのないアプリケーショ
ンにユーザがアクセスすることはできません。
ステップ 2

「読み取り専用」にアクセスを制限するには、次の手順を実行します。
a) [Configuration Manger] > [リスト ツール（List Tools）] > [ユーザの一覧（User List）] を起動し
ます。
b) [取得（Retrieve）] をクリックします。
c) 制限するユーザを選択するか、ユーザをリストに追加します。
d) [読み取り専用（Read only）] をオンにします。
（注）

機能制御セットに対する制限はないものの、「読み取り専用」がオンになっているユーザは、す
べてのツールにアクセスできますが、ツール内で変更する権限はありません。
機能制御セットに制限があり、「読み取り専用」がオンになっているユーザは、機能制御セット
で除外されているツールを表示できません。 その他のツールは表示できますが、ツール内での変
更はできません。
権限のないツールにアクセスしようとしたユーザは、権限のある最初のツールにリダイレクトさ
れます。
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• 共通タスク, 123 ページ
• コールタイプ、コンタクト データ、およびスクリプティング, 135 ページ
• コンタクトの分類, 138 ページ
• ルーティング ターゲットの選択, 152 ページ
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• 数式の使用, 179 ページ
• Packaged CCE 環境でのスクリプト, 202 ページ
• ユーティリティ ノード, 205 ページ
• CVP スクリプティング, 207 ページ

共通タスク
このトピックでは、Script Editor で実行する一般的なタスクについて説明します。 このトピックで
は、実行可能なすべてのタスクについては説明されていません。 Script Editor の詳細については、
Script Editor のオンライン ヘルプを参照してください。

パレット
図 1：[パレット（Palette）] アイコン
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[一般（General）] タブ

パレットを表示するには、[メイン（Main）] ツールバーの [パレット（Palette）] アイコンをクリッ
クするか、[表示（View）] メニューから [パレット（Palette）] を選択します。 パレットには、ス
クリプト内で使用するノードのアイコンがあります。
使用可能なノードは、次のタブに分けられています。
• [一般（General）] タブ
• [ルーティング（Routing）] タブ
• [ターゲット（Targets）] タブ
• [キュー（Queue）] タブ

[一般（General）] タブ
次の図は、パレットの [一般（General）] タブを示しています。
図 2：パレットの [一般（General）] タブ

[一般（General）] タブには、次のスクリプティング アクティビティのアイコンがあります。
• コメント ノード
• 日時に基づく分類
• スクリプト処理の停止に使用されるノード
• 分岐に基づく分類
• コネクタ ノード
• 数式の使用法
• 開始ノード
• 日時に基づく分類
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[ルーティング（Routing）] タブ
次の図は、パレットの [ルーティング（Routing）] タブを示しています。
図 3：パレットの [ルーティング（Routing）] タブ

[ルーティング（Routing）] タブには、次のスクリプト アクティビティのアイコンがあります。
• 分類とコール タイプ
• コール タイプ修飾子による分類
• メディア ルーティング ドメイン

[ターゲット（Targets）] タブ
次の図は、パレットの [ターゲット（Targets）] タブを示しています。
図 4：パレットの [ターゲット（Targets）] タブ

[ターゲット（Targets）] タブには、次のスクリプト アクティビティのアイコンがあります。
• エージェント ルーティング ノード
• エージェントからエージェントへのコールの転送
• スクリプト処理の停止に使用されるノード
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[キュー（Queue）] タブ
次の図は、パレットの [キュー（Queue）] タブを示しています。
図 5：パレットの [キュー（Queue）] タブ

[キュー（Queue）] タブには、次のスクリプト アクティビティのアイコンがあります。
• キューからのコールの削除
• キューへのコールの追加
• キューにおけるコールの優先度の調整
• エージェント キューイング ノード
• 外部スクリプトの実行
• VRU 転送ノードによる VRU へのコールの送信
• スクリプト実行の一時中断
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ルーティング スクリプトの作成
手順
ステップ 1

Script Editor で、[ファイル（File）] > [新規（New）] を選択するか [新規（New）] をクリックしま
す。 ルーティング スクリプトまたは管理スクリプトを選択するように求められます。
図 6：[新規（New）] ダイアログボックス

ステップ 2

次のアイコンをクリックします。
図 7：ルーティング スクリプト

[編集（Edit）] ウィンドウ内に、開始ノードを含む新しいスクリプトが開きます。
ステップ 3

スクリプトを作成します。

ステップ 4

スクリプトを保存するには、[ファイル（File）] > [保存（Save）] を選択するか [保存（Save）] を
クリックします。 スクリプト名の入力を求められます。
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ノードへのコメントの追加
ほとんどのノードには [コメント（Comment）] タブがあります。
図 8：[コメント（Comment）] タブ

手順
ステップ 1

[テキストの入力（Enter text）] フィールドにコメントを追加できます。

ステップ 2

ノード内でコメントを表示する場所を選択することもできます。 これを行うには、[テキストの整
列（Text justification）] 領域内のオプション ボタンを選択します。

ノードの接続ラベルの位置の指定
ほとんどのノードには [接続ラベル（Connection Labels）] タブがあります。

手順
ステップ 1

[ラベルの位置（Label position）] 領域のスライダを動かすことで、接続ラベルの位置を指定できま
す（スクリプトをモニタモードで表示している場合）。スライダは、次の位置へ動かすことがで
きます。
a) [送信元（Origin）]：編集中のノード付近に接続ラベルが表示されます。
b) [接続先（Destination）]：ターゲット ノード付近に接続ラベルが表示されます。
c) [中央（Center）]：2 つのノードの間に接続ラベルが表示されます。

ステップ 2

[モニタ ラベルを表示する（Display monitor labels）] チェックボックスをオフにして、接続ラベル
を表示することもできます。
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スクリプトの検証
手順
ステップ 1

ステップ 2

1 つのスクリプトを検証する場合は、アクティブ ウィンドウでそのスクリプトが開かれている状
態で、[スクリプト（Script）] > [検証（Validate）] を選択するか、ツールバーの [検証（Validate）]
アイコンをクリックします。

複数のスクリプトを検証する場合は、[スクリプト（Script）] > [すべて検証（Validate All）]
を
選択するか、ツールバーの [すべて検証（Validate All）] アイコンをクリックします。
すべてのスクリプトのアクティブ バージョンを検証するか、開かれているすべてのスクリプトを
検証するかの選択を求められます。
図 9：[すべて検証（Validate All）] クエリー ダイアログ

ステップ 3

適切なオプションを選択し、[OK] をクリックします。
a) スクリプトが有効な場合は、そのスクリプトが有効であることを示すダイアログボックスが表
示されます。
b) スクリプトが有効でない場合は、[スクリプトの検証（Validate Script）] ダイアログボックスが
開き、エラーの一覧が表示されます。 エラーを選択すると、そのエラーが発生しているノード
が [編集（Edit）] ウィンドウ内で強調表示されます。

[スクリプト エクスプローラ（Script Explorer）] の起動
手順
Script Editor で、[ファイル（File）] > [スクリプト エクスプローラ（Script Explorer）] を選択する
か、ツールバーの [エクスプローラ（Explorer）] アイコン

をクリックします。
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[スクリプト エクスプローラ（Script Explorer）] ダイアログボックスが開き、顧客およびビジネス
エンティティごとにスクリプトが一覧表示されます。

ここでは、スクリプトのアクティブ バージョンの設定、プロパティの表示、スクリプトの名前の
変更、またはスクリプトの削除ができます。 詳細については、Script Editor のオンライン ヘルプ
を参照してください。

ルーティング スクリプトのスケジュール
スクリプトをスケジュールするには、次のように、そのスクリプトにコール タイプを関連付けま
す。
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手順
ステップ 1

[スクリプト（Script）] > [コール タイプ マネージャ（Call Type Manager）] を選択します。 [コー
ルタイプマネージャ（Call Type Manager）] ダイアログボックスが開きます。
図 10：[コール タイプ マネージャ（Call Type Manager）] ダイアログボックス - [スケジュール（Schedules）]
タブ
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ステップ 2

スクリプトに関連付けるコールタイプを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。 [コールタイプのスケジュールの追加（Add Call Type Schedule）]
ダイアログボックスが開きます。

ステップ 4

[スクリプト（Script）] タブで、スケジュールするスクリプトを選択します。
図 11：[コール タイプの追加（Add Call Type）] ダイアログボックス - [スクリプト（Script）] タブ
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ステップ 5

[期間（Period）] タブで、スケジュールの有効期間を定義する情報を選択します。
図 12：[コール タイプのスケジュールの追加（Add Call Type Schedule）] ダイアログボックス - [期間（Period）]
タブ

ステップ 6

必要に応じて、[説明（Description）] タブにスケジュールの説明を入力します。

ステップ 7

[コールタイプのスケジュールの追加（Add Call Type Schedule）] ダイアログボックスで、[OK] を
クリックします。

ステップ 8

[コールタイプマネージャ（Call Type Manager）] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
（注）
[コール タイプ マネージャ（Call Type Manager）] ダイアログボックスで、[OK] をクリッ
クするまで、スケジュールは保存されません。

表示モード
スクリプトの表示モードには、次の 4 種類があります。
• [参照（Browse）]：スクリプトを表示し、編集できます。
• [編集（Edit）]：スクリプトを編集できます。
• [モニタ（Monitor）]：スクリプトをモニタできます
• [クイック編集（Quick Edit）]：次のガイドラインに従って、スクリプトに一定の変更を加え
ることができます。
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•

◦ クイック編集モードでは、ノードの追加と削除はできません。
◦ クイック編集モードでは、割り当てられている機能制御セットの [ノード制御（Node
Control）] テーブルで選択されているスクリプト ノードのプロパティの大半を調整でき
ます。 ただし、クイック編集モードでは、選択したノードのプロパティのうち、スクリ
プトの構造が変化したり、以前のレポート データがリセットされたりするプロパティを
編集することはできません。

• クイック編集だけのユーザの場合、制限事項は次のとおりです。
◦ クイック編集モードでしかスクリプトを編集できません。
◦ スクリプトの作成と削除はできません。
◦ どのモードの場合でも、任意のスクリプト ノードのプロパティにアクセスできます。ア
クセスするには、ノードを右クリックして [プロパティ（Properties）] を選択するか、
ノードをダブルクリックします。
◦ [コール タイプ マネージャ（Call Type Manager）] ダイアログボックス（[スクリプト
（Script）] > [コール タイプ マネージャ（Call Type Manager）]）は編集できません。
◦ [管理マネージャ（Administrative Manager）] ダイアログボックス（[スクリプト（Script）]
> [管理マネージャ（Administrative Manager）]）は編集できません。
◦ [カスタム関数（Custom Functions）] ダイアログボックス（[スクリプト（Script）] > [カ
スタム関数（Custom Functions）]）は編集できません。
◦ [スクリプティング（Scripting）] ツールバーまたは [スクリプト（Script）] メニューから
表示モードを選択できます。

Packaged CCE と Unified CVP の連携
以降の項では、Packaged Contact Center Enterprise（Packaged CCE）と Unified Customer Voice Portal
（Unified CVP）のスクリプティングの違いについて説明し、一般的なタスクでのそれらの連携を
示します。
CCE と CVP のスクリプティングの違い
Packaged CCE のスクリプティングは、コール制御（時刻、コール タイプなどに基づいたコールの
処理方法等）を提供します。また、スキルグループやサービスに基づいたエージェントへのキュー
イングも処理します。 コールを Unified CVP に送信したり（たとえば、音声案内を再生し、コー
ル入力番号を収集し、データベースに対して情報を取得または保存するため）、エージェントを
待つためにコールをキューイングしたりすることを判断します。
Packaged CVP のスクリプティングは、オーディオ ファイルまたは音声合成に基づいた音声案内の
再生や、プッシュ トーンまたは音声による発信者入力番号の収集など、IVR との対話を提供しま
す。 また、発信者との動的な対話の実現に使用される情報を得るために、外部データベースや外
部 Web サービスへのアクセスといった拡張機能も提供します。 たとえば、現在の残高にアクセス
したり、収集した顧客情報をデータベースに保存したりします。
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Packaged CCE のスクリプティングは、コールのルーティングに使用されます。ただし、コールが
CVP にアクセスする必要がある場合は、Call Studio で作成された Unified CVP スクリプトにセル
フサービス コンポーネントが登録されます。 たとえば、お客様がクレジット カード会社に電話
し、録音された音声メッセージが再生される場合、Packaged CCE コンポーネントは、どのスクリ
プトを実行するか、対話を販売コールとサービス コールのいずれとして処理するかを判断した
後、どの VRU（音声応答装置）スクリプトが実行されるか選択します。その後、コールは VRU
に送信されます。VRU はコールを Unified CVP の「セルフサービス エンジン」に接続します。 こ
れらのタスクは、お客様がエージェントと会話せずになし遂げられます（たとえば、口座残高を
タッチ トーン アクティベーションや音声で確認できます）。 情報の収集が完了すると、制御は
Packaged CCE スクリプトに返されます。 Packaged CCE スクリプトは、お客様をエージェントに
キューイングし、エージェントに接続します。
Packaged CCE と Unified CVP の連携
要約すると、Packaged CCE と Unified CVP は、連携して次のようなタスクを実行します。
• メディア（営業時間の案内の録音など）を発信者に対して再生。
• ストリーミング オーディオ（ラジオ放送など）を発信者に対して再生。
• 発信者が入力したデータ、DTMF、または音声を取得。
• さまざまなタイプのデータ（アカウント番号や残高など）を発信者に対して再生。
• コールを他の接続先へ転送。 たとえば、コールをエージェントに転送。
Packaged CCE は、CVP メッセージング テクノロジーを使用して、Unified CVP に指示を与えた
り、Unified CVP からの応答を受け取ったりします。
Packaged CCE と Unified CVP の連携の詳細については、はじめる前に, （208 ページ）を参照して
ください。

コールタイプ、コンタクトデータ、およびスクリプティ
ング
コンタクトをルーティングするためのスクリプトを作成するには、コール タイプとコンタクト
データについて理解しておく必要があります。 通常、コール タイプの作成は、Unified CCE
Administration ツールのコール タイプ ガジェットの使用中に行います。したがって、コール タイ
プの詳細については、『Packaged CCE Administration Guide for Release 9.0(x)』のConfiguration Manager
へのアクセス, （107 ページ）を参照してください。

コール タイプ
コールタイプは、コンタクトの第 1 レベルのカテゴリであり、各コンタクトに関連付けられたデー
タによって識別されます。スクリプトはコールタイプに関連付けられます。特定のコールタイプ
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のコンタクトを受信すると、そのコールタイプに関連付けられているスクリプトがそのコンタク
トに対して実行されます。

デフォルト コール タイプ
デフォルト コールタイプとは、特定のコールタイプがコンタクトに関連付けられていない場合に
使用されるコールタイプです。
各ルーティング クライアントのデフォルト コール タイプは、Configuration Manager の PG Explorer
ツールを使用して定義します。 汎用のデフォルト コール タイプは、Configuration Manager の System
Information ツールを使用して設定します。 また、特定のルーティング クライアントに関連付けら
れていない汎用のデフォルト コールタイプも定義する必要があります。 詳細については、
『Packaged CCE Administration Guide for Release 9.0(x)』の章、コール タイプ, （63 ページ）を参
照してください。

コール タイプとスクリプトの関係
スクリプトはコールタイプごとにスケジュールされます。 Packaged CCE は、コンタクトのルー
ティング要求を受け取ると、そのコンタクトのコールタイプを判別して、そのコールタイプに関
連付けられているスクリプトを実行します。
コールタイプはコンタクトの分類の第 1 レベルであり、コールタイプに応じてコンタクトのルー
ティング方法が異なるスクリプトを作成できます。 スクリプト内では他の種類の分類も使用され
ますが、コールタイプごとに異なるスクリプトを最初に実行することで、各コンタクトに別々の
処理を適用できます。 コールタイプを使用することで、スクリプトを実行する前に、コンタクト
を分類することが可能になります。

コールタイプ修飾子
コールタイプは、コールタイプ修飾子と呼ばれる次のデータによって判別されます。
• ダイヤル番号（Dialed Number）
このセクションで説明するコールタイプ修飾子は、すべてのメディアからのコンタクトに適用さ
れます。 ただし、使用する用語は音声コンタクトの用語です。他のメディアで用語が異なる場合
は、このセクションと、このトピック内の以降のセクションで相違を説明しています。
• チャット用コンタクト データ
• 電子メール用コンタクト データ
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ダイヤル番号（DN）
ダイヤル番号（DN）は、発信者がダイヤルした電話番号の前にルーティング クライアントの名前
と期間が追加された文字列です。 たとえば、ダイヤル番号は、「ucm.18005551212」のようにな
ります。
通常、ダイヤル番号には 1 つ以上のコールタイプが関連付けられています。

Packaged CCE でのコンタクトとコール タイプの関連付け
Packaged CCE によるコンタクトとコール タイプの関連付けの一般的なプロセスは次のとおりで
す。
1 コンタクトのダイヤル番号が定義済みのコール タイプと一致した場合、Packaged CCE はその
コール タイプを使用します。
2 コンタクトに一致するコール タイプがない場合、Packaged CCE はルーティング クライアント
に関連付けられているデフォルト コール タイプを使用します。
3 ルーティングクライアントに関連付けられているデフォルトコールタイプがない場合、Packaged
CCE は汎用のデフォルト コール タイプを使用します。
4 汎用のデフォルト コール タイプが定義されていない場合、Packaged CCE はルーティング クラ
イアントにエラーを返します。

音声コンタクトのコール タイプの識別
次の例は、Packaged CCE が音声コンタクトのコール タイプをどのように識別して、適切なスクリ
プトを実行するかを示しています。
1 Packaged CCE の設定時に、「MASSACHUSETTS_SALES」というコール タイプを作成します。
このコールタイプの定義は次のとおりです。
• ダイヤル番号は「ucm.8005551234」。
2 「NORTHEAST_SALES」スキル グループの中から、最も長時間応答可能なエージェントを検
索するスクリプト「MASSACHUSETTS_SALES_SCRIPT」を作成します。
3 「MASSACHUSETTS_SALES」コール タイプに対してこのスクリプトを実行するようにスケ
ジュールします。
4 Packaged CCE によってコール タイプが「MASSACHUSETTS_SALES」であることが確認され、
「MASSACHUSETTS_SALES_SCRIPT」スクリプトが実行されます。
5 Packaged CCE によってこのタスクが特定のエージェントに割り当てられます。
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電子メールまたは Web 要求のコール タイプの識別
次の基本的な例は、Packaged CCE が電子メールまたはチャット Web 要求のコール タイプをどの
ように識別するかを示しています。
1 Packaged CCE の設定時に、「SSC_CT」というコール タイプを作成します。 このコールタイ
プのスクリプト セレクタ（ダイヤル番号）を「SSC_DN」に設定します。
2 Unified EIM/WIM の設定時に、メディア ルーティング ドメインのスクリプト セレクタの値を
「SSC_DN」に設定します。
3 「COLLABORATION_SALES」スキル グループの中から、最も長い時間応答可能なエージェ
ントを検索するスクリプト「SSC_SCRIPT」を作成します。
4 「SSC_CT」コールタイプに対してこのスクリプトを実行するようにスケジュールします。
5 電子メールが送信されるか、または Web ユーザがチャット セッションを要求します。
6 ルート要求が Packaged CCE に送信されます。
7 Packaged CCE によってコール タイプが「SSC_CT」であることが確認され、「SSC_SCRIPT」
スクリプトが実行されます。
8 Packaged CCE が、Unified EIM/WIM に対して、このタスクを特定のエージェントへ割り当てる
ように指示します。

コンタクトの分類
ルーティング スクリプトを作成する場合、通常は Script Editor で用意されているノードを使用し
てコンタクトの分類方法を定義します。 コンタクトを分類することにより、お客様のニーズに応
じた個別のソリューションをスクリプトで提供することができます。

分類とコール タイプ
分類とは、コンタクトに関連する特定のデータに基づいてコンタクトを類別するプロセスです。
分類により、スクリプトはコンタクトの最適な処理方法を決定します。

コールタイプごとのスクリプトのスケジュールによる分類
コールタイプは、ルーティング スクリプトにおける分類の第 1 レベルになります。 スクリプトは
コールタイプごとにスケジュールされます。コンタクトのコールタイプによって、どのスクリプ
トを実行するかが決定されるため、コンタクトのタイプごとに異なるスクリプトを作成できます。
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静的コール タイプへの変更
（パレットの [ルーティング（Routing）] タブにある）コールタイプ ノードを使用すると、スクリ
プト内部からコンタクトのコールタイプを変更できます。
図 13：[コール タイプ（Call Type）] アイコン

次の図に、静的コール タイプ ノードの [コール タイプのプロパティ（Call Type Properties）] ダイ
アログボックスを示します。
図 14：[コール タイプのプロパティ（Call Type Properties）] ダイアログボックス - 静的コール タイプ

静的コール タイプ ノードを定義するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[コール タイプ（Call Type）] タブで、[静的（Statically）] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 2

[コール タイプ（Call Type）] リストから、そのコンタクトに割り当てるコール タイプを選択しま
す。
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次の作業

警告

コール タイプ ノードでコール タイプを変更し、現在のスクリプトの実行を続行します。 コー
ルのスクリプト変更ノードで現在のスクリプトの実行を終了し、そのコール タイプに関連付
けられている新しいスクリプトを実行します。

動的コール タイプへの変更
（パレットの [ルーティング（Routing）] タブにある）コール タイプ ノードを使用すると、スク
リプト内部からコンタクトのコール タイプを変更できます。
図 15：[コール タイプ（Call Type）] アイコン

次の図に、動的コール タイプ ノードの [コール タイプのプロパティ（Call Type Properties）] ダイ
アログボックスを示します。
図 16：[コール タイプのプロパティ（Call Type Properties）] ダイアログボックス - 動的コール タイプ

動的コール タイプ ノードを定義するには、次の手順を実行します。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
140

0

Packaged CCE によるスクリプティング
分類とコール タイプ

手順
ステップ 1

[コール タイプ（call type）] タブで、[動的（Dynamically）] オプション ボタンを選択します。

ステップ 2

コール タイプ名ごとにコンタクトのコール タイプを動的に変更するには、[検索基準（Find By）]
セクションで [コール タイプ名（Call Type Name）] オプション ボタンを選択します。

ステップ 3

コール タイプ ID ごとにコンタクトのコール タイプを動的に変更するには、[検索基準（Find By）]
セクションで [コール タイプ ID（Call Type ID）] オプション ボタンを選択します。

ステップ 4

コンタクトのコール タイプを変更する際に使用するコール タイプ名またはコール タイプ ID を決
定するには、[数式エディタ（Formula Editor）] ボタンをクリックして式を作成します。

次の作業

コール タイプの変更と新しいスクリプトの実行
（パレットの [ルーティング（Routing）] タブにある）コールのスクリプト変更ノードを使用する
と、スクリプト内部からコンタクトのコールタイプを変更して、そのコールタイプに関連付けら
れている新しいスクリプトを実行できます。
図 17：[コールのスクリプト変更（Requalify Call）] アイコン
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次に、コールのスクリプト変更ノードの [スクリプト変更のプロパティ（Requalify Properties）] ダ
イアログボックスを示します。
図 18：[スクリプト変更のプロパティ（Requalify Properties）] - [コールのスクリプト変更（Requalify Call）] タ
ブ

次のようにスクリプト変更ノードのプロパティを定義します。

手順
ステップ 1

[コールのスクリプト変更（Requalify Call）] タブで、コンタクトに割り当てるコール タイプを選
択します。

ステップ 2

必要に応じて、コメントを追加します。

次の作業

警告

コール タイプ ノードでコール タイプを変更し、現在のスクリプトの実行を続行します。 コー
ルのスクリプト変更ノードで現在のスクリプトの実行を終了し、そのコール タイプに関連付
けられている新しいスクリプトを実行します。
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コール タイプ修飾子による分類
「コールタイプ、コンタクトデータ、およびスクリプティング」で説明されているように、コン
タクトのコール タイプはダイヤル番号修飾子によって識別されます。
Packaged CCE は、これらの修飾子に基づいてコンタクトのコール タイプを識別し、そのコールタ
イプに関連付けられているスクリプトを実行します。
ただし、スクリプトの実行が開始された後でも、コール タイプ修飾子の値に基づいて、コンタク
トの分類をさらに細分化できます。

ダイヤル番号に基づくコンタクトの分類
（パレットの [ルーティング（Routing）] タブにある）ダイヤル番号（DN）ノードを使用すると、
ダイヤル番号に基づいてコンタクトを分類できます。
図 19：[ダイヤル番号（Dialed Number）] アイコン

次に、ダイヤル番号ノードの [ダイヤル番号のプロパティ（DN Properties）] ダイアログボックス
を示します。
図 20：[ダイヤル番号のプロパティ（DN Properties）] - [ダイヤル番号（Dialed numbers）] タブ

次のようにダイヤル番号ノードのプロパティを定義できます。
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手順
ステップ 1

[ダイヤル番号（Dialed numbers）] リストから、ダイヤル番号またはスクリプト セレクタを 1 つ以
上選択して、[追加>（Add>）] をクリックすると、[ターゲットのダイヤル番号（Target dialed
numbers）] リストにそれらの項目が移動します。 現在のコンタクトが [ターゲットのダイヤル番
号（Target dialed numbers）] リスト内のいずれかの項目に一致した場合は、そのノードの成功分岐
に進み、そうでない場合は、失敗分岐に進みます。

ステップ 2

必要に応じて、コメントと接続ラベルを追加します。

日時に基づく分類
スクリプトをスケジュールするには、そのスクリプトにコールタイプを関連付けます。 特定の
コールタイプのコンタクトを受信すると、そのコールタイプに関連付けられているスクリプトが
実行されます。
ただし、スクリプトの実行が開始された後でも、時刻と曜日に基づいて、コンタクトの分類をさ
らに細分化できます。 この分類によってスケジュールが細分化されます。

（注）

時刻と曜日は、CallServer 仮想マシン上の設定によって決定されます。
たとえば、「CHAT_CT」というコールタイプがあり、すべてのチャット Web 要求を含むように
定義されているとします。 また、コール タイプ「CHAT_CT」のコンタクトを受信するたびに、
「CHAT_SCRIPT」というスクリプトを実行するように定義されているとします。 通常、このス
クリプトは、Unified WIM に対し、「Chat」スキル グループ内で最も長時間対応可能なエージェ
ントにその要求を割り当てるよう指示します。ただし、週末はコンタクトセンターのスタッフが
入れ替わるため、スーパーバイザは週末の業務に関するレポートを必要としています。 したがっ
て、このスクリプトは Unified WIM に対して、土曜日と日曜日に受信したチャット Web 要求に関
してだけ「WKEND_SUPPORT」スキル グループ内で最も長時間対応可能なエージェントにその
要求を割り当てるよう指示します。
また、夜間および週末は電話サポートを提供していないコンタクト センターの場合、これらの時
間帯に受信した電話をエージェントではなくアナウンスにルーティングするようにスクリプトを
設計することもできます。
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日時に基づくコンタクトの分類
Packaged CCE セントラル コントローラでの現在の時刻に基づいて、複数のパスから特定のパスを
選択するには、（パレットの [一般（General）] タブにある）時間ノードを使用します。 次に、時
間ノードの [時間のプロパティ（Time Properties）] ダイアログボックスを示します。
図 21：[時間（Time）] アイコン

次に、時間ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 22：時間のプロパティ（Time Properties）

時間ノードのプロパティを定義する前に、そのノードからのターゲットと接続を挿入する必要が
あります。
その後で時間ノードのプロパティを定義する方法は次のとおりです。
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手順
ステップ 1

[接続（Connections）] リストに表示されている分岐ごとに、時間範囲を定義します。 1 つの分岐
に対して複数の時間範囲を定義することもできます。 [時間の追加（Add Time）] をクリックして
分岐に新しい時間範囲を追加するか、[時間の変更（Modify Time）] をクリックして既存の時間範
囲を変更します。 時間範囲を定義するためのダイアログボックスが開きます（下の図は [時間の
追加（Add Time）] ダイアログボックスです。[時間の変更（Modify Time）] ダイアログボックス
の外観と機能もこれとほぼ同じです）。
図 23：[時間の追加（Add Time）] ダイアログ

ステップ 2

分岐に関連付けられている時間を削除するには、その時間を選択して [時間の削除（Delete Time）]
をクリックします。

ステップ 3

分岐をその他として定義するには、その分岐を選択して [その他に設定（Make Otherwise）] をク
リックします。指定した時間範囲のどれにも該当しない間は、この分岐が選択されます。ノード
には、[その他（Otherwise）] の分岐は 1 つしか指定できません。 分岐を [その他（Otherwise）] と
して定義することをやめる場合は、その分岐を選択し、[その他を削除（Delete Otherwise）] をク
リックします。

ステップ 4

必要に応じて、コメントと接続ラベルを追加します。

次の作業

（注）

接続を削除すると、[プロパティ（Properties）] ダイアログボックスで指定した時間範囲情報も
削除されます。
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曜日に基づくコンタクトの分類
（日曜日、月曜日などの）曜日に基づいて、複数の分岐のいずれかに制御を移行するには、（パ
レットの [一般（General）] タブにある）曜日ノードを使用します。
図 24：[曜日（Day of Week）] アイコン

次に、曜日ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 25：曜日のプロパティ（Day of Week Properties）

曜日ノードからは複数の出力接続を定義し、それぞれを 1 つまたは複数の曜日と関連付けること
ができます。
ノードのプロパティを定義する前に、その曜日ノードからのターゲットと接続を挿入する必要が
あります。
曜日ノードのプロパティを定義する方法は次のとおりです。

手順
ステップ 1

[接続（Connection）] リストに表示されている分岐ごとに、その分岐での処理を続行する曜日を選
択します。 曜日を選択するには、グリッド内でその接続および曜日に該当する場所を左クリック
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します。 グリッド内にチェックマークが表示されます。曜日はそれぞれ 1 つの接続に関連付ける
ことができます。 各接続に複数の曜日を関連付けることもできます。
ステップ 2

必要に応じて、コメントと接続ラベルを追加します。

分岐に基づく分類
スクリプト内では、特定の条件に基づいてスクリプトの処理を指示するために、複数の分岐を作
成できます。 分岐を作成すると、1 つのスクリプトを使用するだけで、コンタクトに関連付けら
れているデータや、コンタクト センターの状況に応じてコンタクトの処理方法を変えることがで
きます。

別のスクリプトの実行
コール タイプを変更せずに、別のスクリプトにコンタクトの処理を移行するには、（パレットの
[一般（General）] タブにある）スクリプト切替ノードを使用します。 Packaged CCE はスクリプト
切替ノードに到達すると、現在のスクリプトの実行を停止し、そのノードで指定されているスク
リプトを開始します。
図 26：[スクリプト切替（Go To Script）] アイコン

たとえば、例外条件がないかチェックするいくつかのスクリプトを用意した上で、何もない場合、
標準的なサブルーチンを実行するということが可能です。 その場合は、各例外条件の失敗出力
ターミナルからの分岐としてそのサブルーチンを追加する代わりに、スクリプト切替ノードを使
用して、そのサブルーチンを含む別のスクリプトを指定することもできます。
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次の図に、スクリプト切替ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 27：スクリプト切替のプロパティ（Go To Script Properties）

次のようにスクリプト切替ノードのプロパティを定義します。

手順
ステップ 1

そのノードで実行されるスクリプトを所有する [ビジネスエンティティ（Business entity）] を選択
します。 デフォルトの場合、Packaged CCE は 1 つのビジネス エンティティで構成されます。

ステップ 2

[スクリプト（Script）] リストからスクリプトを選択します。 管理スクリプト内からは、別の管理
スクリプトだけに移動できます。 ルーティング スクリプト内からは、別のルーティング スクリ
プトだけに移動できます。

ステップ 3

必要に応じて、コメントと接続ラベルを追加します。
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パーセンテージに基づく複数の分岐へのスクリプト処理の移行
（パレットの [一般（General）] タブにある）パーセント配分ノードを使用すると、スクリプト内
の複数の分岐に、特定のパーセンテージのコンタクトを分配できます。
図 28：[パーセント配分（Percent Allocation）] アイコン

各分岐は、ターゲットに直接進む場合と、追加の処理を行う場合があります。 ターゲットのデー
タは評価せず、パーセンテージに基づいてコンタクトが分配されるため、パーセンテージによる
分配が失敗することはありません。
たとえば、地理的に分散された環境の場合は、10% のコンタクトをボストンに送信し、5% をシカ
ゴに送信し、残りの 85% を他のターゲットに分配するスクリプトを作成できます。
次の図に、パーセント配分ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 29：パーセント配分のプロパティ（% Allocation Properties）

次のようにパーセント配分ノードのプロパティを定義します。

手順
ステップ 1

各接続の [パーセント（Percent）] カラムに、その分岐で処理するコンタクトのパーセンテージを
入力します。
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注意：すべての行のパーセントの合計は 100 になる必要がありま
す。
必要に応じて、接続名を変更します。 プロパティを保存し、スクリプトを表示すると、コネクタ
ラベルに変更が表示されます。
（注）

ステップ 2
ステップ 3

必要に応じて、コメントと接続ラベルを追加します。

条件に基づくコンタクトの分類
評価の結果に基づいて 2 つの分岐のいずれかにスクリプトの処理を移行させるには、（パレット
の [一般（General）] タブにある）条件ノードを使用します。 条件ノードの定義では、数式を使用
できます。
図 30：[条件（If）] アイコン

Packaged CCE によって条件ノードが実行されると、そのノードのプロパティ ダイアログボックス
の [条件の定義（Define condition）] フィールドで指定された条件が最初に評価されます。 Packaged
CCE による条件の評価結果が真の場合は成功出力ターミナルに制御が移行し、偽の場合は失敗出
力ターミナルに制御が移行します。
次の図に、条件ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 31：条件のプロパティ（If Properties）

次のように条件ノードのプロパティを定義します。
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手順
ステップ 1

[条件の定義（Define condition）] フィールドに条件を入力するか、[数式エディタ（Formula Editor）]
を使用して数式を作成します。

ステップ 2

必要に応じて、コメントと接続ラベルを追加します。

メディア ルーティング ドメインに基づくコンタクトの分類
メディア ルーティング ドメインに基づいてコンタクトを分類するには、メディア ルーティング
ドメイン ノードを使用します。 このノードについては、このドキュメントの「ユニバーサル
キュー」のセクションを参照してください。

ルーティング ターゲットの選択
スクリプトを使用してコンタクトの分類方法を定義した後、通常は Script Editor で用意されている
ノードを使用して、コンタクトがターゲットにルーティングされる方法を指定します。 ルーティ
ング ターゲットを選択することで、コンタクトの接続先が決定されます。

ルーティング ターゲット
ルーティング ターゲットとは、Packaged CCE がコンタクトをルーティングできるエンティティで
す。 ルーティング ターゲットでは、受信したコンタクトが適切に処理されます。
Packaged CCE で使用できるルーティング ターゲットは、Peripheral レベルのスキル ターゲットで
す。
• エージェント
• スキル グループ

エージェント ルーティング ノード
エージェント ルーティングには次のノードを使用できます。
1 エージェント キューイング ノード。 詳細については、「エージェントの直接指定」を参照し
てください
2 エージェント転送ノード。 詳細については、「エージェントからエージェントへのコールの転
送」を参照してください
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エージェントからエージェントへのコールの転送
パレットの [ターゲット（Targets）] タブにあるエージェント転送ノードを使用すると、エージェ
ントからエージェントにコールを転送できます。
図 32：[エージェント転送（Agent to Agent）] アイコン

エージェント転送ノードにより、指定したエージェントにコールがルーティングされます。 エー
ジェントを指定するには、データベースからエージェントを直接選択するか、数式を使用して式
を定義します。 式は、エージェントの Peripheral 番号またはスキル ターゲット ID に変換する必要
があります。ルータはそれによって、そのエージェントの有効なラベルを検索します。指定した
エージェントにラベルが設定されていない場合、エージェント転送ノードの失敗時のノードが実
行されます。
次の図にエージェント転送ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 33：エージェント転送のプロパティ（Agent to Agent Properties）

次のようにエージェント転送ノードのプロパティを定義します。
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手順
ステップ 1

[エージェントの選択基準（Select agent by）] 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。
a) [Peripheral 番号（Peripheral number）]：Peripheral を選択して、エージェントの Peripheral 番号
に変換される数式を定義します。
b) [エンタープライズ名（Enterprise Name）]：設定済みのエージェントのリストからエージェン
トを選択します。
c) [スキル ターゲット ID（Skill target ID）]：エージェントの SkillTargetID に変換される式を提供
することで、エージェントを選択します。 Packaged CCE/Unified CCH 監視の場合は、コールの
PreferredAgentID をこの式で使用する必要があります。

ステップ 2

手順 1 で選択したオプションに基づいて、Peripheral またはエージェントを選択するか、式を入力
します。

ステップ 3

必要に応じて、[エージェントを使用できない場合はノードも失敗（Fail node if agent is unavailable）]
をオンまたはオフにします。
a) オンにした場合、ルータがエージェントの有効なラベルを検出し、そのエージェントが応対可
能かつ受信可状態であれば、エージェント転送ノードの成功分岐が実行され、ルータはコール
を送信します。
b) ルータがエージェントの有効なラベルを検出しなかった場合、あるいはエージェントが応対可
能でないか TempUnavailable モード（ルータがそのエージェントにコールを送信したばかりの
状態）の場合、エージェント転送ノードの失敗分岐が実行されます。
c) オフにした場合、ルータがエージェントの有効なラベルを検出すれば、エージェント転送ノー
ドの成功分岐が実行され、ルータはコールを送信します。 エージェントに対して設定されてい
る有効なラベルがルータによって検出されなかった場合は、エージェント転送ノードの失敗分
岐が実行されます。

ステップ 4

必要に応じて、コメントと接続ラベルを追加します。

スクリプト処理の停止に使用されるノード
スクリプト処理を停止するために、次のノードを使用できます。
• 終了ノード
• 終端ノード
• リリース ノード
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終了ノード
パレットの [一般（General）] タブにある終了ノードを使用すると、スクリプトを終了できます。
図 34：[終了（End）] アイコン

スクリプトが終了ノードに到達した場合は、連絡先を割り当てるターゲットが見つからなかった
ことを意味します。 その場合、Packaged CCE はダイヤル番号のデフォルト ルートを使用します。
同じスクリプト内で複数の終了ノードを使用することもできます。 スクリプトはどのノードでも
終了できるため、終了ノードは特に必要ではありません。
終了ノードには、定義可能なプロパティがありません。 ただし、必要に応じてコメントを追加で
きます。

リリース ノード
パレットの [ターゲット（Targets）] タブにあるリリース ノードを使用すると、スクリプトを終了
して、発信者との接続を切断できます。
図 35：[リリース（Release Call）] アイコン

リリース ノードは、いくつかの CVP スクリプトを実行した後、発信者がサービスをそれ以上要求
しなくなった場合に使用できます。
リリースノードには、定義可能なプロパティがありません。ただし、必要に応じてコメントを追
加できます。

ターゲットの再クエリー
ターゲットの再クエリーは、ネットワーク内の一時的な状態（ネットワークの輻輳など）による
ルーティングの失敗に対処するためのスクリプトノード機能です。決定されたコンタクトの接続
先が応答可能であっても到達不能な場合は、ターゲットの再クエリー機能によって別の有効な接
続先が検索されます。
ターゲットの再クエリーは、次の問題に対処する際に必要になります。
• エージェントにコールを送信できない場合。
• ブラインドモード ネットワーク転送の発信レッグの障害。
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• ターゲットの再クエリー機能は、コール単位で動作します。したがって、特定のコールの
ルーティング情報が、他のコールの状態に影響することはありません。 選択された最初の
ターゲットが到達不能であった場合でも、そのターゲットはルーティング先の候補から除外
されず、他のコンタクトの接続先として使用される可能性があります。

ターゲットの再クエリーの機能
Packaged CCE システムでは、クエリーが発行されると、コール ルータからルーティング クライ
アントにラベルが返されます。ルーティングクライアントは、そのラベルで指定されている接続
先にコールをルーティングします。 その接続先が到達不能であった場合（ビジー信号が返された
場合や、応答がない場合）は、デフォルトの接続先にコールがルーティングされます。
ターゲットの再クエリーを有効にすると、ルータからターゲット ノードへのルーティングが失敗
した場合に、ルーティングが再試行されます。 再びルーティングに失敗した場合は、そのノード
の失敗パスから処理が再開されます。

（注）

キューノードでは、1つのターゲットしか使用されないため、ただちにノードの失敗パスに進
みます。 優先順位を上げて、失敗したパスから同じキューへのコールを再クエリーするスク
リプトを作成することもできます。
したがって、適切と判断される場合は、スクリプティング環境でルーティング失敗時の再クエリー
を処理できます。
ターゲットの再クエリーは、失敗のケースごとに定義を変える必要はありません。 ただし、失敗
の種類ごとに、別々の方法で処理することもできます。

RequeryStatus 変数のテスト
ターゲットの再クエリー機能を使用するこれらのスクリプト ノードのエラーの経路を検証する
と、ネットワーク上での失敗の原因を特定することができ、必要な場合は、条件付きでルーティ
ングを再試行できます。 これを実現するには、条件ノードを使用してコール変数 RequeryStatus の
値をチェックします。 その後、スクリプトの決定パスが RequeryStatus 変数の値によって決定され
ます。
次の表に、RequeryStatus 変数の値とその意味を示します。
表 1：RequeryStatus 変数

RequeryStatus 変数

説明

REQUERY_ANSWER (0)

コール ルータ内部で使用されます。 スクリプ
トが終了し、選択されたターゲットにコールが
正常に送信されました。 ユーザには表示されま
せん。
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RequeryStatus 変数

説明

REQUERY_ROUTE_SELECT_FAILURE (1)

ルーティング クライアントによって、
ReRouteReq msg から生成されるエラー コード
です。ルート選択が失敗したことを意味しま
す。

REQUERY_CALLED_PARTY_BUSY (2)

ルーティング クライアントによって、
ReRouteReq msg から生成されるエラー コード
です。着信先がビジー状態であることを意味し
ます。

REQUERY_NO_ANSWER (3)

ルーティング クライアントによって、
ReRouteReq msg から生成されるエラー コード
です。応答がなかったことを意味します。

REQUERY_ERROR (4)

コール ルータによって生成されるエラー コー
ドです。 ターゲットが到達不能であったために
（ビジー、または応答なし）、ターゲットへの
コールの送信が失敗したことを意味します。

REQUERY_TIMED_OUT (5)

コール ルータ内部で使用されます。 スクリプ
トが終了します。 ルーティング クライアント
が DivertOnBusyCallTimeout 期間内に応答しな
かったため、ターゲットにコールを送信する試
行は失敗しました。 ユーザには表示されませ
ん。

REQUERY_ABORTED (6)

コール ルータ内部で使用されます。 スクリプ
トが終了します。 発信者が電話を切ったか、
コールが失われたため、ターゲットにコールを
送信する試行は失敗しました。 ユーザには表示
されません。 ABANDON および DISCONNECT
の場合、コール ルータはコールが終了したもの
と見なして、スクリプトを終了します。
RequeryStatus 値は 6 に設定されます。これは、
REQUERY_ABORTED を意味します。 この値
は、コール ルータ内部で使用され、ユーザには
表示されません。

ターゲットの再クエリーをサポートしているノード
ターゲットの再クエリーをサポートしているノードは次のとおりです。
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• キュー
• エージェント キューイング（Queue to Agent）
• ルート選択
• プレシジョン キュー（Precision Queue）

ターゲットの再クエリーの使用
ターゲットの再クエリーを有効にするには、次のようにノードを定義します。 キュー ノード、
エージェント キューイング ノード、およびルート選択ノードの場合

手順
ステップ 1

ノードのプロパティを開きます。

ステップ 2

[変更（Change）] をクリックします。 ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

[ターゲットの再クエリーを有効にする（Enable target requery）] をオンにします。

ステップ 4

[OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 5

[OK] をクリックしてプロパティ ダイアログボックスを閉じます。

次の作業
選択ノードの場合
1 ノードのプロパティを開きます。
2 [ターゲットの再クエリーを有効にする（Enable target requery）] をオンにします。
3 [OK] をクリックしてプロパティ ダイアログボックスを閉じます

ネットワーク VRU
ルーティング スクリプトでは、コールをネットワーク VRU に転送して、追加のコール処理を適
用できます。

VRU の機能
音声応答装置（VRU）とは、録音されたアナウンスを再生して、発信者が入力した数字に応答す
るテレコミュニケーション デバイスです。対話式音声自動応答装置（IVR）と呼ばれることもあ
ります。 Cisco Voice Portal（CVP）は、Packaged CCE でサポートされている VRU です。 VRU に
は、自動音声認識（ASR）機能や音声合成（TTS）機能を備えているものもあります。
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Packaged CCE スクリプトから VRU スクリプトへのアクセス
VRU にコールを送信し、コールをキューイングし、特定の VRU スクリプトを呼び出すルーティ
ング スクリプトを作成できます。 VRU スクリプトは、Unified CCE Web Administration ツールの
ネットワーク VRU スクリプト ガジェットを使用して設定されます。

VRU 転送ノードによる VRU へのコールの送信
（パレットの [キュー（Queue）] タブにある）VRU 転送ノードを使用すると、CVP にコールを送
信して、追加の処理を適用できます。
図 36：[VRU 転送（Send to VRU）] アイコン

Packaged CCE によって VRU 転送ノードが実行されると、コールのダイヤル番号、そのダイヤル
番号を使用しているお客様、そのお客様のネットワーク VRU が検索されます。 ネットワーク VRU
の取得に失敗した場合、ルータはシステム デフォルトのネットワーク VRUを使用します。
失敗のケースには、次の 2 種類があります。
• ラベルが存在しない場合は、そのノードの失敗出力ターミナルからスクリプト処理が続行さ
れます。
• Packaged CCE が確認メッセージを受信しなかった場合は、そのノードの失敗出力ターミナル
から処理が続行されます。
上記以外のケースでは、そのノードの成功出力ターミナルからスクリプト処理が続行されます。
（注）
• VRU 転送ノードの前で、外部スクリプト実行、再生、メニュー、データ収集、またはキュー
ノードが使用されている場合は、暗黙的に VRU 転送ノードが存在しているものと見なされ
ます。 VRU 転送ノードの使用は必須ではありません。 しかし、スクリプトのトラブルシュー
ティングが必要となった場合は、このノードがあると処理の流れを視覚的に理解しやすいた
め、ルーティング スクリプトには常にこのノードを入れておくことを推奨します。
• コールが CVP へ送信された後に放棄された場合は、スクリプトの実行が終了します。 モニ
タ モードの場合は、VRU 転送ノードの特別なラベルによって、このようなケースの原因が
説明されます。
VRU 転送ノードでは、プロパティを設定する必要はありません。 ただし、必要に応じて、コメン
トと接続ラベルを追加できます。
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外部スクリプトの実行
（パレットの [キュー（Queue）] タブにある）外部スクリプト実行ノードを使用すると、ネット
ワーク CVP に対して特定のスクリプトを実行するように指示できます。
図 37：[外部スクリプト実行（Run External Script）] アイコン

CVP 上の一連のスクリプトを実行するために、複数の外部スクリプト実行ノードを使用すること
もできます。
外部スクリプト実行ノードは、すべてのタイプの VRU で使用できます。
Packaged CCE のルーティング スクリプトの処理は、外部スクリプトが完了するまで再開されませ
ん。
• 外部スクリプトが正常に完了した場合は、外部スクリプト実行ノードの成功分岐に制御が移
行します。
• 外部スクリプトが何らかの理由で正常に完了しなかった場合は、外部スクリプト実行ノード
の失敗分岐に制御が移行します。
（注）
• 外部スクリプト実行ノードの実行時に現在のコールが CVP にない場合、Packaged CCE は、
VRU 転送ノードを実行した場合と同様に、そのコールを関連付けられているネットワーク
VRU に送信します。
• 外部スクリプト実行ノードの失敗分岐では、Call.VRUStatus 変数を確認するようにスクリプ
トを設計します。 値が 2 の場合、VRU が適切に機能していない可能性があります。 したがっ
て、その失敗分岐以降の外部スクリプト実行ノードは実行しないようにしてください。

（注）

外部スクリプト実行ノードで割り込み不可能なスクリプトが使用されると、コール ルータは
VRU からのスクリプト結果を待ちます。 待機の後、次のノードが実行されます。 コールに対
するルーティングは、割り込み可のノードに到達した場合にだけ可能です。 待機ノードおよ
び割り込み可能な外部スクリプト実行ノード（マイクロアプリケーション）は、割り込み可能
です。 その他のノードはすべて割り込み不可能です。
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次の図に、外部スクリプト実行ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 38：外部スクリプト実行のプロパティ（Run External Script Properties）

次のように外部スクリプト実行ノードのプロパティを定義します。

手順
ステップ 1

実行する Packaged CCE スクリプト/外部スクリプトの名前を選択します。

ステップ 2

必要に応じて、コメントと接続ラベルを追加します。

VRU エラー
次の表に、VruStatus 変数の値とその意味を示します。
表 2： VruStatus 変数のコード

値

意味

説明

0

VRU_SUCCESS

最後の VRU ノードが成功しま
した。

1

VRU_ERROR

ルーティング エラーまたは設
定エラーのため、前回の VRU
ノードは失敗しました。
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値

意味

説明

2

VRU_TIMEOUT

ルーティング クライアントが
20 秒以内に応答しなかったた
めに最後の VRU 転送ノードが
失敗したか、スクリプトで定義
されているタイムアウト期限を
過ぎたために最後の外部スクリ
プト実行ノードが失敗しまし
た。

3

VRU_ABORTED

発信者が電話を切ったか、コー
ルが失われたため、最後の
VRU ノードが完了しませんで
した （その場合はルーティン
グ スクリプトがただちに終了
するため、この値は表示されま
せん）。

4

VRU_DIALOG_ FAILED

VRU との通信が突然終了した
ため、前回の VRU ノードは完
了しませんでした。

5

VRU_SCRIPT_ NOT_FOUND

参照する VRU スクリプトが
Packaged CCE 設定において見
つからなかったため、VRU は
失敗しました。

VRU でのコールのキューイング
ネットワーク VRU では、特定のリソースが応対可能になるまで、コールをキューイングできま
す。 コールは、1 つ以上のスキル グループ、またはプレシジョン キューに対してキューイングで
きます。 指定されたターゲットのいずれかでエージェントが対応可能になると、コールがキュー
から外されて、該当するターゲットに送信されます。
具体的には、次の処理を実行できます。
• コールをプレシジョン キューに入れる。
• 1 つ以上のスキル グループに対してコールをプレシジョン キューに入れる。
• 1 つ以上のスキル グループに対するキューの中でコールの優先度を調整する。
• 割り当てられているすべてのキューから現在のコールを除外する。
次に例を示します。
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1 コールがネットワーク VRU に送信されます。 このステップは、コールをキューイングする前
に必要です。
2 コールが 3 つのスキル グループに対してキューイングされます。
3 コールが正常にキューイングされた場合は、スクリプトの待機ノードと外部スクリプト実行
ノードが交互に繰り返されて、30 秒ごとにアナウンスが再生されます。 いずれかのスキル グ
ループでエージェントが対応可能になると、コールはキューから外されて CVP から戻されま
す。 ルーティング スクリプトの実行が終了し、コールがターゲットに転送されます。

（注）

通常、このシナリオでは、いずれかのリソースが応対可能になると同時にコールをルーティン
グ スクリプトへ戻せるように、割り込み可能な VRU スクリプトを使用します。

キューへのコールの追加
（パレットの [キュー（Queue）] タブにある）キュー ノードを使用すると、1 つ以上のスキル グ
ループに対して、CVP 上のキューにコールを追加できます。
図 39：[キュー（Queue）] アイコン

スキル グループのいずれかにおいてエージェントが応対可能になる場合、そのリソースにコール
がルーティングされます。

（注）

キュー ノードの実行時に、現在のコールが CVP にない場合、そのコールは関連付けられたネッ
トワーク VRU に送信されます。 （ただし、加入者宅内にあるタイプ 2 の VRU は例外です）。
キュー ノードには [優先度（Priority）] フィールドがあります。このフィールドでは、初期のキュー
イング優先度を設定して、同じターゲットにキューイングされた他のコールに対し、このノード
で処理されるコールをどの程度優先させるかを指定します。 優先度は、1（最高）から 10（最低）
までの整数で指定できます。 デフォルト値は 5 です。
エージェントが応対可能になったときに、複数のコールが同じグループに対してキューイングさ
れていた場合は、優先度の値が最も小さいコールが最初にターゲットへルーティングされます。
たとえば、2 つのコールがキューイングされているスキル グループのエージェントが応対可能に
なったとします。 一方のコールが優先度 3 で、もう一方のコールが優先度 5 の場合は、値の小さ
い優先度 3 のコールがスキル グループにルーティングされ、もう一方のコールはキューに残りま
す。
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（注）

キュー ノードでは、実際には VRU に指示が送信されません。 キューイングが成功すると、
キュー ノードの成功分岐へただちに処理が移行し、コールは VRU にあるものと見なされま
す。したがって、エージェントが応対可能になるまでコールが保留されている間に実行する処
理を VRU に指示するには、その後で外部スクリプト実行ノードを実行する必要があります。
このノードでは、保留音楽を再生するネットワーク VRU スクリプトを呼び出すのが一般的で
す。アナウンスを一定間隔で挿入する場合もあります。
次に、キュー ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 40：スキル グループ キューイングのプロパティ（Queue to Skill Group Properties）

次のようにキュー ノードのプロパティを定義します。

手順
ステップ 1

キューのタイプを変更するには、次のように設定します。
a) [変更（Change）] をクリックします。 [キュータイプ（Queue Type）] ダイアログボックスが表
示されます。
b) ターゲット タイプ（[スキル グループ（Skill Group）]）を選択します。 単一のキューイング
ノードで複数のタイプのターゲットを参照できません。 複数のタイプのターゲットに対して
コールをキューイングするには、複数のキュー ノードを連続的に実行します。
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c) （オプション）優先順位を選択して、このノードで処理されるコールのキューイング優先順位
の初期値を設定します。この初期値は同じターゲットのキューに入っている他のコールの優先
順位に対しての値であり、「1」は最上位、「10」は最下位を表します （デフォルトは 5 で
す）。
d) 必要に応じて、[ターゲットの再クエリーを有効にする（Enable Target Requery）] をオンにしま
す。
キュー ノードでターゲットの再クエリー機能を有効にした場合、（応対可能なエー
ジェントにコールがルーティングされたにもかかわらず、そのエージェントが応答
しなかった、などの理由で）再クエリーが実行されると、そのノードの失敗ターミ
ナルにスクリプトの制御が移行します。 その後、RequeryStatus コール変数の値を確
認することで、次に実行するアクションを決定できます。 応答がない場合の一般的
なアクションとしては、そのコールの優先度を上げて（他のスキルグループなどに）
再びキューイングして、他のコールよりも先に応答されるようにします。
e) [OK] をクリックして [キュー タイプ（Queue Type）] ダイアログボックスを閉じます。
（注）

ステップ 2

ターゲットを追加するには、次のように設定します。
a) [ターゲットの追加（Add Targets）] をクリックします。 [ターゲットの追加（Add Targets）] ダ
イアログボックスが開き、指定したタイプのターゲットが表示されます。
b) [使用可能なターゲット（Available Targets）] リストと [追加（Add）] ボタンを使用して、ター
ゲットを選択します。
c) [OK] をクリックして、[ターゲットの追加] ダイアログボックスを閉じます。 選択したターゲッ
トが、プロパティ ダイアログボックスに表示されます。

ステップ 3

必要に応じて、ターゲット タイプ情報の定義を [ルート（Route）]（ドロップダウン リスト）メ
ンバーに対して続行します。これは、そのターゲット タイプに含まれるエージェントが応対可能
になったときに、コールの送信に使用されるルートです。（ドロップダウン リストには、その
ターゲットに関連付けられたすべてのルートが表示されます）。

ステップ 4

必要に応じて、接続ラベルを追加します。

次の作業

（注）

キュー ノードが実行されると、最初に、応対可能なターゲットがないかどうかがルータによっ
て確認されます。応対可能なターゲットがない場合は、コールのキューイングが試行されま
す。 応対可能なエージェントがいる場合は、VRU にコールが転送されません。
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プレシジョン キュー スクリプト ノード
プレシジョン キュー スクリプト ノードを使用すると、必要な能力を持つエージェントが対応可
能になるまで、Unified CCE で行われたコールを発信者の要件に基づいてキューイングできます。
このノードには複数のエージェント選択基準が含まれ、それがステップに分割されています。
図 41：プレシジョン キュー スクリプト ノード

Unified CCE Web Administration または Web サービス API（『Unified Contact Center Enterprise Developer
Guide』を参照）を使用してプレシジョン キューを設定する必要があります。
1 つのコールを複数のプレシジョン キューにキューイングできます。 いずれかのプレシジョン
キューでエージェントが対応可能になると、コールはそのリソースにルーティングされます。 1
つのプレシジョン キュー ノードで複数のプレシジョン キューを参照することはできません。 た
だし、複数のプレシジョン キュー ノードを順次実行して参照することは可能です。
プレシジョン キュー ノードには [優先度（Priority）] フィールドがあります。このフィールドで
は、初期のキューイング優先度を設定して、別のノードを使用する他のターゲットにキューイン
グされた他のコールに対し、このノードで処理されるコールをどの程度優先させるかを指定しま
す。 優先度は、1（最高）から 10（最低）までの整数で指定します。 デフォルト値は 5 です。
エージェントが対応可能になったときに、複数のコールがプレシジョン キューにキューイングさ
れていた場合は、優先度の値が最も小さいコールが最初にターゲットへルーティングされます。
たとえば、2 つのコールがキューイングされているプレシジョン キューのエージェントが対応可
能になったとします。 一方のコールが優先度 3 で、もう一方のコールが優先度 5 の場合は、値の
小さい優先度 3 のコールがプレシジョン キューにルーティングされ、もう一方のコールはキュー
に残ります。 2 つのコールの優先度が同じ場合は、先にキューイングされたコールが先にルーティ
ングされます。
VRU スクリプトの指示は VRU に送信されません。 コールがプレシジョン キュー ノードに入り、
使用可能なリソースがない場合、そのコールはプレシジョン キューにキューイングされ、コール
がまだ VRU に入っていない場合は、そのノードがコールをデフォルト VRU に転送します。 スク
リプト フローはその後すぐに成功分岐を通って外部スクリプト実行ノードへと進みます。この
ノードは、エージェントが対応可能になるまでコールの保留中に実行する処理を VRU に指示しま
す。 このノードでは、保留音楽を再生するネットワーク VRU スクリプトを呼び出すのが一般的
です。アナウンスを一定間隔で挿入する場合もあります。 また、スクリプト フローでは、他の
キューイング ノードを使用して他のターゲット（スキル グループ キューイング、エージェント
キューイングなど）に同じコールをキューイングすることもできます。
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[プレシジョン キューのプロパティ（Precision Queue Properties）] ダイアログボック
ス - 静的なプレシジョン キュー
次に、静的な [プレシジョン キュー（Precision Queue）] スクリプト ノードの [プレシジョン キュー
のプロパティ（Precision Queue Properties）] ダイアログボックスの説明を示します。
図 42：[プレシジョン キューのプロパティ（Precision Queue Properties）] ダイアログボックス - 静的なプレシ
ジョン キュー

次のプロパティは、静的なプレシジョン キューに固有のものです。
• ドロップダウン リスト：このノードに入るコールを静的なプレシジョン キューにルーティ
ングするには、このリストからプレシジョン キューを選択する必要があります。
次のプロパティは、静的および動的なプレシジョン キューに共通するものです。
• [プレシジョン キューの選択（Select Precision Queue）] オプション ボタン：プレシジョン
キューに対して次のいずれかのオプションを選択できます。
◦ [静的（Statically）]：このノードに入るすべてのコールに対して単一のプレシジョン
キューが選択されるようにするには、このオプションを選択します。
◦ [動的（Dynamically）]：式に基づいてコールごとにプレシジョン キューが選択されるよ
うにするには、このオプションを選択します。
• [優先度（Priority）] の選択：このノードで処理されるコールの初期キューイング優先度を選
択するには、1 ～ 10 を選択します。 デフォルトは 5 です。
• [ターゲットの再クエリーを有効にする（Enable target requery）] チェックボックス：この
ノードで処理されるコールに対して再クエリー機能を有効にするには、このチェックボック
スを選択します。 再クエリーが行われると（応対可能なエージェントにコールが提示された
が、そのエージェントが応答しなかった場合など）、スクリプトは失敗ターミナルに進みま
す。 その後、RequeryStatus コール変数の値を確認することで、次に実行するアクションを決
定できます。 値が No Answer の場合は、一般に、そのコールを他のプレシジョン キューに
再度キューイングします。その際、普通にキューイングされたコールよりも先にキューから
取り出されるように優先度を上げておきます。
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[プレシジョン キューのプロパティ（Precision Queue Properties）] ダイアログボック
ス - 動的なプレシジョン キュー
次に、動的なプレシジョンキュースクリプトノードの[プレシジョンキューのプロパティ（Precision
Queue Properties）] ダイアログボックスの説明を示します。
複数のプレシジョン キューに対してルーティング スクリプトが 1 つだけでよい場合は、動的なプ
レシジョン キューを使用します（たとえば、全体的なコール処理がキューごとに変化しない場
合）。 動的なプレシジョン キューを使用すると、システム内のルーティング スクリプトを簡素
化し、その総数を削減できます。
図 43：[プレシジョン キューのプロパティ（Precision Queue Properties）] ダイアログボックス - 動的なプレシ
ジョン キュー

次のプロパティは、動的なプレシジョン キューに固有のものです。
• [検索基準（Find By）] オプション ボタン：このノードに入るコールをプレシジョン キュー
の名前または ID に動的にルーティングするには、[検索基準（Find By）] オプション ボタン
を使用します。
◦ [プレシジョン キュー名（Precision Queue Name）]：このノードに入るコールをプレシ
ジョン キュー名に動的にルーティングするには、このオプションを選択します。
◦ [プレシジョン キュー ID（Precision Queue ID）]：このノードに入るコールをプレシジョ
ン キュー ID に動的にルーティングするには、このオプションを選択します。
• [数式エディタ（Formula Editor）] ボタン：このノードに入ったコールのルーティング先と
なるプレシジョン キューの名前または ID を決定するには、[数式エディタ（Formula Editor）]
ボタンをクリックして式を作成します。 この式が実行時に評価されることにより、その結果
の名前またはデータベース ID でプレシジョン キューが選択されます。 たとえば、データ
ベース検索の結果として、あるいは CVP 呼処理により、コール変数 4 にプレシジョン キュー
名が格納されている場合、「Call.PeripheralVariable4」という式を使用してプレシジョン キュー
を検索できます。
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静的および動的なプレシジョン キューに共通のプロパティについては、[プレシジョン キューの
プロパティ（Precision Queue Properties）] ダイアログボックス - 静的なプレシジョン キュー, （167
ページ）を参照してください。

プレシジョン キュー ノードのキューイング動作
プレシジョン キューは、それぞれ待機時間が設定された 1 つまたは複数の時間ベースのステップ
を使用して、内部で設定されます。 コールがキューイングされると、最初のステップが開始さ
れ、タイマーが始動します。 これは、スクリプトの実行パスが成功ノードから抜け出て、新しい
ノード（スクリプト実行など）がターゲットされても起こります。
最初のステップのタイマーが終了すると、制御は 2 番目のステップに移ります（そのステップが
存在する場合）。同様にして以降のステップにも制御が移っていきます。 コールがキューに留ま
り、実行を待つステップが存在する限り、コールは、プレシジョンキューノードを離れた後にた
どるパスに関係なく、内部的にステップ間を移動し続けます。 2 つ以上のプレシジョン キューに
キューイングされたコールは、内部的に並行して各プレシジョン キューのステップを通過しま
す。プレシジョンキューの最後のステップに到達したコールは、ルーティング、放棄、または終
了させられるまで、そのステップ上にキューイングされ続けます。

キューにおけるコールの優先度の調整
（パレットの [キュー（Queue）] タブにある）キュー優先度ノードを使用すると、キュー ノード
で設定されたキュー内でのコールの優先度を変更できます。
図 44：[キュー優先度（Queue Priority）] アイコン

次に例を示します。
1 キュー内でのコールの初期の優先度が、スキル グループ キューイング ノードまたはプレシジョ
ン キュー ノードで設定されます。
2 コールがキュー内で待機している 20 秒間に、アナウンスが再生されます。
3 2 番目の待機ノードにコールの制御が移行します。
4 20 秒を過ぎてもエージェントが応対可能にならない場合は、キュー優先度ノードが実行され
て、そのコールのキュー内での優先度が上がります。
（注）
• キュー優先度ノードは、スキル グループ キューイング ノードまたはプレシジョン キュー
ノードの後で使用する必要があります。 その後スキル グループ キューイング ノードまたは
プレシジョン キュー ノードを使用すると、キューの優先度にはそのノードの元の設定がセッ
トされます。
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• キュー優先度ノードは、コールの優先度をそのコールが割り当てられているすべてのキュー
内で設定します。 コールの優先度を 1 つのキュー内でだけ上げる必要がある場合は、そのス
キル グループまたはキューに対してのみ（新しい優先度で）後続のスキル グループ キュー
イング ノードまたはプレシジョン キュー ノードを使用する必要があります。
• キューイングの優先度は、きわめて慎重に扱う必要があります。 キュー内での優先度を上げ
るだけで、そのコールがより早く処理されるようになるとは限りません。その効果は、キュー
内にある他のコールによって左右されます。 たとえば、すべてのコールが上記の例に従って
処理された場合は、優先度を上げても実質的な効果はありません。 上記のスクリプトを優先
顧客だけに使用し、一般顧客の優先度をデフォルト値のまま変更しないようにすれば、キュー
内での待機時間が 20 秒を超えている優先顧客が、そのキュー内の他のお客様よりも先に処
理されます。 ただし、20 秒以上待機している優先顧客がキュー内にいる間は、一般顧客が
まったく処理されないため、この方法には危険な側面があります。 この問題を解決するに
は、一定時間（たとえば 3 分間）キュー内で待機している一般顧客の優先度も上げる必要が
あります。
次の図に、キュー優先度ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 45：キュー優先度のプロパティ（Queue Priority Properties）

次のようにキュー優先度ノードのプロパティを定義します。
1 このノードを通じて処理されるコールにキューイング優先順位を指定します。「1」は最上位、
「10」は最下位を表します。 これにより、同じターゲットのキューに入れられている他のコー
ルに対してそのコールが持つ優先順位が決定されます。
2 必要に応じて、コメントと接続ラベルを追加します。
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キューからのコールの削除
（パレットの [キュー（Queue）] タブにある）キャンセル キュー ノードを使用すると、キューか
らコールを削除できます。
図 46：[キャンセル キュー（Cancel Queuing）] アイコン

キャンセル キュー ノードでは、プロパティを定義する必要はありません。 ただし、必要に応じ
て、コメントと接続ラベルを追加できます。

スクリプト実行の一時中断
（パレットの [キュー（Queue）] タブにある）待機ノードを使用すると、指定した秒数の間、ス
クリプトの実行を中断できます。
図 47：[待機（Wait）] アイコン

待機ノードでは、指定した秒数の間だけスクリプトの実行が停止されます。 その間、ネットワー
ク VRU は指示を待ちます。

警告

VRU システムのプロトコル タイムアウト変数は、スクリプト内で使用されている最長の待機
ノードよりも大きい値に設定する必要があります。
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次の図に、待機ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 48：待機のプロパティ（Wait Properties）

次のように待機ノードのプロパティを定義します。

手順
ステップ 1

[タイムアウト時間（Timeout in）] フィールドに、待機する秒数を指定します。

ステップ 2

必要に応じて、コメントと接続ラベルを追加します。

マルチチャネル ルーティング
マルチチャネル サービスの概要
Unified ICM が Unified WIM または Unified EIM と統合されている場合、これらのアプリケーショ
ンで処理されるコンタクトをルーティングするために、ルーティング スクリプトを作成します。

サポートされているルート要求
Packaged CCE では、次のタイプのマルチチャネル ルート要求がサポートされています。
• Web コールバック：Web コールバック要求は、Unified WIM を必要としない要求です。 お客
様は Web サイトで「折り返しお電話をください（Call me back）」と表記されたボタンをク
リックします。その後、お客様とエージェントが電話で会話をします。
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• ブレンディッド コラボレーション：ブレンディッド コラボレーションでは、発信者とエー
ジェントが電話で会話をしながら、Web セッションを通じて共同作業を行います。 発信者と
エージェントは音声で会話をしながら、Web ページ、フォーム、アプリケーションなどを共
有できます。
• テキスト チャット：発信者とエージェントが電話で会話をする必要がない場合や、電話での
会話が不可能な場合は、テキスト チャット セッションを実行できます。 Web でチャットを
しながら共同で作業を行うこともできます。
• 電子メール メッセージ：お客様とエージェントが電子メールで通信します。

アプリケーション要求のルーティング
Unified WIM または Unified EIM アプリケーションは、Packaged CCE Media Routing Peripheral Gateway
（MR-PG）に要求をルーティングします。 MR-PG のメディア ルーティング Peripheral インター
フェイス マネージャ（MR-PIM）は、要求のキューイングまたはルーティングを行うための汎用
インターフェイスです。 MR-PIM はコール ルータと通信し、コール ルータがルーティング スク
リプトを実行することで、要求の最適な処理方法が決定されます。
Packaged CCE は、メディア クラス ID を使用して、メディアまたはチャネルのタイプを識別しま
す。 メディア クラスは、各アプリケーションに関連付けられている通信チャネルです。 Cisco_Voice
は、Web コールバックと遅延コールバックの要求および Packaged CCE のインバウンドとアウトバ
ウンドの音声コールに対して使用される事前定義済みのメディア クラスです。
各メディア クラスには、少なくとも 1 つのメディア ルーティング ドメイン（MRD）があります。
MRD とは、各メディアに関連付けられたスキル グループの集合です。 Packaged CCE では、スキ
ル グループおよび特定のメディアに関連付けられたエージェントにタスクをルーティングするた
めに MRD が使用されます。 各 MRD には 1 つの Packaged CCE スクリプトが必要ですが、1 つの
スクリプトで複数の MRD からの要求をルーティングすることもできます。

エージェントおよびスキル グループの同期
エージェントはすべてのマルチチャネルソフトウェアを通じて共通ですが、スキルグループはア
プリケーションごとに異なります。 エージェントは、Unified WIM アプリケーション、Unified EIM
アプリケーション、または Packaged CCE で作成でき、アプリケーション間で共有できます。 エー
ジェントまたはスキル グループが Unified WIM または Unified EIM のいずれかで作成されると、
それらは Packaged CCE でも同時に作成されます。 Packaged CCE で作成されたエージェントは、
Unified WIM アプリケーションと Unified EIM アプリケーションにログインして作業する必要があ
る場合は、それらのアプリケーションで自分が有効にされている必要があります。
スキル グループはアプリケーション固有です。Unified WIM または Unified EIM で作成すると
Packaged CCE でも同時に作成されますが、それらを Packaged CCE で作成、変更、削除しないで
ください。 各アプリケーションでスキル グループを使用可能にできません。
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独立メディア キュー
マルチチャネルソフトウェアでは、メディアクラスごとに定義された独立キューを介してすべて
のメディアをルーティングするように設定できます。 また、1 種類のメディアだけにログインし
て、電子メール、テキスト チャット、または音声だけを処理するようにエージェントを設定する
こともできます。その場合は、対応するメディアアプリケーションにログインしているエージェ
ントだけに要求がキューイングされます。

ユニバーサル キュー
ユニバーサル キューの機能
ユニバーサルキューとは、複数のメディアのカスタマーコンタクトを処理するエージェントに、
複数のチャネルからの要求をルーティングするシステムの機能です。 Packaged CCE は、ユニバー
サル キューを使用して、複数のチャネルからの要求を 1 つのキューに追加して処理します。 ルー
ティングスクリプトは、要求のチャネルに関係なく、ビジネスルールに基づいて、エージェント
に要求を送信できます。 たとえば、Packaged CCE では、エージェントのスキルや現在のタスクに
基づき、電話、チャット、および電子メール メッセージでの要求を、これらのすべてのチャネル
を処理するエージェントにルーティングできます。

ユニバーサル キュー設定の概要
1 つのユニバーサル作業キューですべての要求を管理するようにマルチチャネル ソフトウェアを
設定できます。また、タスクごとにメディアを切り替えながら、すべてのメディアタイプを処理
するようにエージェントを設定することもできます。たとえば、音声、電子メール、およびチャッ
トを処理し、ソフトフォン、Unified EIM、および Unified WIM にログインするエージェントは、
3 つのスキル グループのメンバーとして設定することができます。 そのエージェントには、3 つ
のスキル グループに対する要求の中で、最も待機時間が長い要求が割り当てられます。また、マ
ルチチャネル ソフトウェアのスクリプティング環境を使用して、要求に優先度を付けることもで
きます。

マルチチャンネル スクリプトとメディア ルーティング ドメイン
メディア ルーティング ドメイン
メディア ルーティング ドメイン（MRD）とは、特定の通信チャネルに関連付けられたスキル グ
ループおよびサービスの集合です。 たとえば、Unified EIM は、 Packaged CCE MRD を使用して、
スキル グループおよび特定のチャネルに関連付けられたエージェントにタスクをルーティングし
ます。 MRD は Packaged CCE 設定で定義され、エンタープライズ全体を通じて一意の ID を持ち
ます。
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メディア ルーティング ドメインと割り込み
MRD を設定する際には、その MRD のタスクを割り込み可能にするかどうかを指定します。 割り
込みが不可能な MRD のタスクを処理しているエージェントには、他の MRD からのタスクが割り
当てることができません。 割り込み可能な MRD の場合は、別の MRD からのタスクがエージェ
ントに割り当てられることがあります。
音声コールと Unified WIM のタスクでは、エージェントとお客様がリアルタイムでやり取りをす
るため、これらのタスクは割り込み不可能にするのが一般的です。それに対し、電子メールメッ
セージの場合は、お客様とリアルタイムで通信を行わないため、通常は割り込み可能です。 した
がって、電子メール メッセージを処理しているエージェントに対しては、電話やチャット セッ
ションのタスクを割り込ませることができます。

メディア ルーティング ドメインを使用したコンタクトの分類
（パレットの [ルーティング（Routing）] タブにある）メディア ルーティング ドメイン ノードを
使用すると、MRD によって発行されたルート要求によりコンタクトを MRD に基づいて分類でき
ます。
図 49：[MRD ドメイン（MRD Domain）] アイコン

たとえば、Unified EIM インスタンス用の MRD と、Unified WIM チャット用の MRD が、別個に存
在しているとします。 その場合は、1 つのスクリプトで電子メール メッセージとチャットを別々
のターゲットへルーティングできます。
MRD ノードのプロパティを定義する前に、そのノードからのターゲットと接続を挿入する必要が
あります。

（注）

1 つの分岐で複数の MRD を指定することは可能ですが、1 つの MRD に関連付けることができ
る分岐は 1 つだけです。
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次の図に、メディア ルーティング ドメイン ノードのプロパティ ダイアログボックスを示します。
図 50：メディア ルーティング ドメインのプロパティ（Media Routing Domain Properties）

次のようにメディア ルーティング ドメイン ノードのプロパティを定義します。

手順
ステップ 1

MRD を分岐に関連付けるには、分岐を選択し、次の手順を実行します。
a) [追加（Add）] をクリックします。
b) ドロップダウン リストから MRD を選択します。

ステップ 2

分岐を削除するには、その分岐を選択して [削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 3

分岐の名前を変更するには、[名前の変更（Rename）] をクリックして、新しい名前を入力します。

ステップ 4

分岐をその他として定義するには、その分岐を選択して [その他に設定（Make Otherwise）] をク
リックします。指定した時間範囲のどれにも該当しない間は、この分岐が選択されます。ノード
には、[その他（Otherwise）] の分岐は 1 つしか指定できません。

次の作業
詳細については、メディア ルーティング ドメインの一覧（Media Routing Domain List）, （116 ペー
ジ）を参照してください。
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エージェント キューイング ノード
（パレットの [キュー（Queue）] タブにある）エージェント キューイング ノードを使用すると、
エージェントにコンタクトを直接キューイングできます。

エージェント キューイングのタイプを変更する際には、次のいずれかを実行できます。
• エージェントの直接指定
• エージェントを式で選択

エージェント キューイングのタイプの変更
手順
ステップ 1

[エージェント キューイングのプロパティ（Queue to Agent properties）] ダイアログボックスで、
[変更（Change）] をクリックします。 [キューエージェントタイプ（Queue Agent Type）] ダイア
ログボックスが表示されます。
図 51：キュー エージェント タイプ（Queue Agent Type）

ステップ 2

特定のエージェントを選択する場合は、[明示的なエージェント参照（Explicit agent references）]
をオンにします。

ステップ 3

式を使用してエージェントを選択する場合は、[式でエージェント参照をルックアップ（Lookup
agent references by expression）] を選択します。

ステップ 4

1（最高）～ 10（最低）までの [優先度（Priority）] を選択します。

ステップ 5

必要に応じて、[ターゲットの再クエリーを有効にする（Enable target requery）] をオンにします。
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エージェントの直接指定
次の図に、エージェントの直接指定を選択した場合のエージェントキューイングノードのプロパ
ティ ダイアログボックスを示します。
図 52：エージェントの直接指定のプロパティ

エージェントを直接指定するには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

エージェント キューイングのタイプを [明示的なエージェント参照（Explicit agent references）] に
変更します（必要な場合に限る）。

ステップ 2

[エージェント（Agent）] カラムで、エージェントを選択します。

ステップ 3

[メディアドメイン（Media Routing Domain）] カラムで、選択したエージェントのメディア ルー
ティング ドメインを選択します。

ステップ 4

[スキルグループ（Skill Group）] カラムで、選択したエージェントとメディア ルーティング ドメ
インのスキル グループを選択します。

ステップ 5

[ルート（Route）] カラムで、選択したエージェントとメディア ルーティング ドメインのルート
を選択します。

ステップ 6

エージェントがログインしていない場合でも、そのエージェントに対してコンタクトをキューイ
ングする場合は、[エージェントがログインしていない場合にキューイング（Queue if agent not
logged in）] を選択します。

ステップ 7

入力したデータが有効かどうかをテストするには、[検証（Validate）] をクリックします。

ステップ 8

必要に応じて、[接続ラベル（Connection Labels）] を変更します。

数式の使用
多くのルーティングノードでは、数式を使用することで、コンタクトの分類とルーティングター
ゲットの選択を実行できます。

数式の使用法
数式は、 Packaged CCE が後続のスクリプト処理で使用する値を得るために評価する 1 つ以上の式
で構成されます。 式は、変数の使用法、定数、演算子、および関数で構成され、スクリプト内で
はカスタム選択ルールや分配基準の一部として使用されます。

数式の例
次に、簡単な数式の例を示します。
CallerEnteredDigits == 1

この例では、次のようになります。
• 左辺の値 CallerEnteredDigits は、変数です。 （具体的には、コール制御変数）です。
• 演算子は、「イコール」を意味する等価演算子です。
• 右辺の値は、数値 1 です。
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CallerEnteredDigits の値が 1 の場合は、この数式によって True が返され、そうでない場合は、False
が返されます。

変数
変数の使用法
変数とは、値を保持する名前付きオブジェクトです。 数式の中で変数を使用すると、ターゲット
を選択したり、コールを追跡したりできます。

変数の構文
次に、数式の中で変数を使用するための構文を示します。
object-type.object-name.variable-name
ここで、
• object-type は、オブジェクトのカテゴリです（例：SkillGroup）。
• object-name は、SkillGroup の名前など、Packaged CCE データベースに保存されているオブ
ジェクトの名前です（例：BosSales）。
• variable-name は、スキル グループのコール情報など、値を保持できるオブジェクトの名前で
す（例：CallsInProgress）。
• 変数の各要素は、ピリオド（.）で区切られます。

シングルターゲット変数
シングルターゲット変数では、指定された 1 つのルーティング ターゲットに対して、データの評
価が行われます。 たとえば、次の変数があります。
SkillGroup.BosSales.CallsInProgress：BosSales スキル グループに対して進行中のコールの数を評価
します。

マルチターゲット変数
マルチターゲット変数では、複数のルーティング ターゲットに対して、データの評価が行われま
す。 たとえば、次の関数があります。
Max(SkillGroup.*.LongestAvailable)：この関数を使用すると、この関数を呼び出したスクリプト ノー
ドのターゲットセットで定義されているすべてのスキルグループの中から、最長時間対応可能な
エージェントが含まれるスキル グループが検索されます。
object-name の値としてアスタリスク（*）を使用すると、複数のターゲットに対してデータの評価
が行われます。
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コール制御変数
コール制御変数を使用すると、そのスクリプトによって現在ルーティングされているコンタクト
についての情報を取得できます。 コール制御変数には、ルート要求の発行元に関する情報、コン
タクト分類データ、およびコンタクトを受信する Peripheral に渡されるデータが含まれます。
Variable

データ型（Data Type）

説明

ユーザによる設定が可能

CallerEnteredDigits

文字列

要求に応じて発信者が入力
した番号。

Yes

CallingLineID

文字列

発信者の課金電話番号

No

DialedNumberString

文字列

発信者によってダイヤルさ
れた番号。

No

ExpCallVarName

文字列

拡張コール コンテキスト
（ECC）変数の値。スクリ
プト内で代入され、コンタ
クトとともに渡される。

Yes

PeripheralVariable1 ～

文字列

Peripheral との間で交換され Yes
る値。

RequeryStatus

整数

ラベル、キュー、ルート選
択、および選択の各ノード
のエラーの経路をテストし
て、ネットワークにおける
障害の原因を特定し、必要
に応じて条件付きで試行を
再度試みる機能が提供され
ます。

RouterCallDay

整数

Packaged CCE がそのコール No
を処理した日付を表す符号
化済みの値。

RouterCallKey

整数

Packaged CCE が午前 0 時以 No
降に処理したすべてのコー
ルを通じて一意の値。
RouterCallDay と
RouterCallKey を組み合わせ
ることで、一意のコール ID
が作成されます。

PeripheralVariable10

No
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Variable

データ型（Data Type）

説明

RoutingClient

文字列

ルート要求を発行したルー No
ティング クライアントの名
前。

TimeInQueue

整数

コールがキューに入ってい
る時間（秒）。

UserToUserInfo

文字列

ISDN プライベート ネット Yes
ワークにおける User to User
情報

VruStatus

整数

以前の VRU ノードの結果が No
示されます。

CallGUID

Varchar (32)

グローバルに一意のコール
識別子。

No

LocationParamName

varchar(50)

場所の名前。

No

PstnTrunkGroupID

varchar(32)

IOS ゲートウェイに到着した No
コールのトランク グループ
ID。

ユーザによる設定が可能

No

PstnTrunkGroupChannelNumber 整数

IOS ゲートウェイに到着した No
コールのトランク グループ
チャネル番号。

SIPHeader

CVP（または VRU）に到着 Yes
した SIP コールから抽出し
た特定のヘッダー情報。

varchar(255)

（注）

コール変数は、複雑な計算用の一時的なプレースホルダーとして、管理スクリプトの「設定」
ノードで複数のカスタマーに使用されます。 ただし、コール コンテキストが存在するのはそ
のコールの間だけなので、ルート要求（コールとも呼ばれる）の完了（ルーティング スクリ
プトの実行完了または管理スクリプトの実行完了）後はこれらの変数は消滅します。 これら
のコール変数は、ルーティング スクリプトでルート要求に対するコール変数のセットが新た
に作成されるときに、そのルーティング スクリプトで再利用されるため、これらのコール変
数を使用して値を保存することはできません。
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（注）

数値文字列の 2 つのコール変数を比較する際は、条件ノードで組み込み関数「value()」を使用
して数値比較を実行してください。そうしないと、文字列の比較になります。 例：
value(Call.PeripheralVariable1)>=value(Call.PeripheralVariable2)。ここで、Call.PeripheralVariable1
と Call.PeripheralVariable2 は数値文字列となります。

拡張コール 変数
拡張コール 変数には、コンタクトに関連付けられた値が格納されます。
拡張コール値は、（スクリプト、CVP、CTI など任意の数の方法によって）ECC 値が明示的に設
定されている場合にだけ設定時に終端コール詳細レコードに書き込まれます。 これは、null 値と
非 null 値の両方に適用されます。
拡張コール変数が定義されていて、値が割り当てられていない場合、終端コール詳細レコードの
書き込み時には終端コール変数テーブルに行がありません。
一般的に、拡張コール値はコールの区間から区間に渡されます。 値の割り当て後に、値は、各終
端コール詳細セグメントに対して終端コール変数に記録されます。 ただし、これは各新規コール
セグメントの作成方法によって異なります。
Packaged CCE ではいくつかの ECC 変数が提供されます。他の ECC 変数は、Unified CCE
Administration ツールを使用して作成できます。

固定コール変数と非固定コール変数
Packaged CCE は、コール データ レコードを履歴データベースに書き込むときに、すべてのコー
ル変数の値を格納できます。 コール変数データの格納数が多すぎると、履歴データベースのパ
フォーマンスが低下する可能性があります。 コール変数を定義するとき（Unified CCE Administration
Web ツールで拡張コール変数ガジェットを使用）、その変数に対して固定または非固定をタグ付
けできます。固定コール変数だけが履歴データに書き込まれます。非固定の変数は、ルーティン
グ スクリプトで使用できますが、データベースには書き込まれません。

ユーザ変数
ユーザ変数とは、条件ノードでテスト可能な値を一時的に格納するための変数です。 たとえば、
条件ノードで使用する文字列値を一時的に格納するために、usertemp というユーザ変数を作成で
きます。
ユーザ変数の作成は、Unified CCE Administration ツールで行います。 詳細については、『Packaged
CCE Administration Guide for Release 9.0(x)』のユーザ変数リスト, （119 ページ）を参照してくださ
い。
各ユーザ変数は、次のように定義されている必要があります。
• 名前の先頭に user を使用する。
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• SkillGroup などのオブジェクト タイプに関連付けられている。 （これにより、Packaged CCE
は、システム内でそのタイプのオブジェクトごとに変数のインスタンスを保持できます）。
• 持続的な変数（コール ルータが再起動されても値が保持される）か、非持続的な変数（コー
ル ルータが再起動されると値が保持されない）が指定されている。
• 40 文字以下の値を保存している。
変数の定義が完了すると、（組み込み済みの変数を使用する場合と同様に）数式エディタからそ
の変数にアクセスして、式の中で使用できます。

変数設定ノードの使用方法
図 53：[設定のプロパティ（Set Properties）] ウィンドウ

変数設定ノードを使用すると、変数の値を設定できます。
• [オブジェクト タイプ（Object type）]：変数に関連付けるオブジェクトのタイプを選択しま
す。
• [オブジェクト（Object）]：変数に関連付ける特定のオブジェクトを選択します。
•
（注）

[オブジェクトタイプ（Call as the Object Type）] で [コール（Call）] を選択し
た場合は、このフィールドが適用されません。

• [変数（Variable）]：設定する変数を選択します。
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（注）

使用可能な変数は、[オブジェクトタイプ（Object Type）] フィールドで選択し
た値によって異なります。

（注）

変数設定ノードによってアクセスされる表内のすべての整数フィールドをNOT
NULL として定義します。

• [配列のインデックス（Array index）]：整数または、評価結果が整数になる式を入力します。
たとえば、[配列のインデックス（Array Index）] の式で 2 が返された場合、その変数設定ノー
ドでは、変数配列の 2 番目の要素が設定されます。

（注）

このフィールドは、[変数（Variable）] フィールドで配列変数が選択されてい
る場合にだけ使用できます。

• [値（Value）]：変数に割り当てる値を入力します。 次の値を入力できます。
◦ 固定値
◦ 他の変数への参照
◦式

SkillGroup.Avail 変数および SkillGroup.ICMAvailable 変数
Packaged CCE システム内に音声チャネルしか存在しない場合、SkillGroup.Avail 変数の値は、応対
可能なエージェント（新しいコールを処理できるエージェント）の人数を表します。
ただし、音声以外のメディア ルーティング ドメインで Web チャネルや電子メール チャネルが使
用され、エージェントが複数のドメインにログインする環境の場合は、SkillGroup.Avail 変数の値
の計算方法が異なります。 この他に、SkillGroup.ICMAvail 変数もあります。
次の表で、SkillGroup.Avail 変数と SkillGroup.ICMAvail 変数の相違点を説明します。
ケース

SkillGroup.Avail

SkillGroup.ICMAvailable

音声ドメインだけが使用されて 応対可能なエージェントの人数 同左
いる場合
複数のドメインが使用されてい いずれかのドメインで作業を そのドメインで新しいタスクま
る場合
行っているかどうかにかかわら たはコールを実際に処理できる
ず、応対可能なエージェントの エージェントの人数
人数
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SkillGroup.ICMAvailable 変数
SkillGroup.ICMAvailable 変数の値は、スキル グループにログインしているエージェントのうち、
新しいコールまたはタスクを実際に処理できるエージェントの人数を表します。 そのようなエー
ジェントは、次の条件をすべて満たしている必要があります。
1 ドメイン内でルーティング可能である。
2 ドメイン内での状態が「受信不可」ではない。
3 最大タスク数制限を超えていない。

（注）

Unified WIM マルチセッション エージェントの場合を除き、大半のドメインでの最大タスク数
は1になります。その場合は、コールまたはタスクを処理していないエージェントだけが、最
大タスク数制限に達していないエージェントとしてカウントされます。
4 割り込み不可能ドメインで別のタスクを処理していない。

SkillGroup.Avail 変数
SkillGroup.Avail は、スキル グループに含まれるエージェントのうち、ドメイン内で何も作業をし
ていないエージェントの人数です。 2 つのドメインにログインしているエージェントは、割り込
み不可能ドメインでタスクを処理している場合でも、もう一方のドメインで「Avail」にカウント
される場合があります。 （チャットなど）1 つのドメインで複数のタスクを処理するエージェン
トは、さらに多くのタスクを処理できる場合でも、タスクを処理している間は、「Avail」にカウ
ントされません。
次の表に、これらの変数の値の一部を示します。 音声スキル グループにログインしている 3 人の
エージェントが、別の割り込み不可能ドメイン（Unified WIM チャットなど）にもログインして
いると仮定します。 次の表は、音声スキル グループの状態を示しています。
ケース

SkillGroup.Avail

SkillGroup.ICMAvailable

初期状態

3

3

1 人目のエージェントがコール 2
を処理

2

2 人目のエージェントがコラボ 2（このドメインで処理を行っ 1（音声コールを処理できる
レーション チャット セッショ ていないエージェントが 2 人い エージェントは 1 人しか残って
ンを処理
るため）
いないため）
音声コールが終了

3

2

コラボレーション チャットが
終了

3

3
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ルーティング スクリプトで応対可能なエージェントの人数を確認する必要がある場合は、
SkillGroup.Avail を使用すると、応対可能なエージェントの判別において推定メカニズムが使用さ
れるので、より適切な結果が得られます。
次に、エージェントがチャットを処理する場合の例を示します。 2 つのチャットを処理できるエー
ジェントがチャット スキル グループに 3 人ログインしていると仮定します。 次の表は、チャッ
ト グループの状態を示しています。
ケース

SkillGroup.Avail

SkillGroup.TalkingIn

SkillGroup.ICMAvailable

初期状態

3

0

3

1 人目のエージェント 2（1 人目のエージェン 1
がコラボレーション
トが会話中のため）
チャット セッションを
処理

3（3 人のエージェント
全員がまだ別のチャッ
トを処理できるため）

2 人目のエージェント 1
がコラボレーション
チャット セッションを
処理

2

3

3 人目のエージェント 0
がコラボレーション
チャット セッションを
処理

3

3

1 人目のエージェント 0
が 2 つ目のコラボレー
ション チャット セッ
ションを処理

3（合計 4 つのチャット
が進行しているもの
の、作業を行っている
エージェントは 3 人だ
けであるため）

2（2 人目と 3 人目の
エージェントだけが別
のチャットを処理でき
るため）

Script Editor でスキル グループのリアルタイム データを表示した場合、デフォルトでは Avail では
なく ICMAvailable の値が表示されます。

Closed 変数
Closed 変数は、スキル グループ、Peripheral、メディアドメインで使用可能です。 Closed 変数によ
り、管理スクリプトがこれらのオブジェクトへのキュー送出をオンまたはオフにすることができ
ます。 Closed 変数はデフォルトで 0 で、オブジェクトは開いています。 スクリプト（通常管理ス
クリプト）は、Closed 変数の状態を変更できます。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
0

187

Packaged CCE によるスクリプティング
変数

Closed フラグがゼロ以外の整数に設定されている場合、状態に関係なくコールは対象エージェン
トのキューから外されません。
Closed 変数がゼロに設定されている場合、キューイングされたコールは対応可能なエージェント
にすぐには送信されず、キューに留まります。 エージェントの状態が「待受停止」から「待受
中」に変わると、キューイングされたコールではなく、新規のコールだけが対応可能なエージェ
ント（「待受中」状態のエージェント）に送信されます。

演算子の優先順位
次の表に、演算子の評価順序を示します。

（注）

演算子は、優先度 1、優先度 2、優先度 3 という順序で評価されます。 各優先順位レベルの評
価順序も重要になることがあります。 前置演算子は、式の右から左へ評価されます。 代入演
算子も右から左に評価されます。 それ以外の演算子は、優先度が同じである場合、左から右
へ評価されます。
優先順位

演算子のタイプ

演算子

1

前置（単項）

+-!~

2

乗算および除算

*/

3

加算および減算

+-

4

右シフトおよび左シフト

>> <<

5

比較

< > <= >=

6

等非等号

== !=

7

ビット論理積

&

8

ビット排他的論理和

^

9

ビット包括的論理和

|

10

論理積

&&

11

論理和

||

12

条件

?

13

逐次

,
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演算子
前置演算子
次の表の前置演算子が取るオペランドは 1 つだけです。
演算子

意味

コメント/例

+

正値

数値はデフォルトで正であるた
め、正の演算子（+）はオプ
ションです。 例：2 と +2 は同
じ値を表します。

-

負値

負の演算子（-）を使用すると、
値の符号が正から負に変わりま
す。 例：2 は正の値を表し、-2
は負の値を表します。

!

論理否定

論理式は、その評価結果が True
か False となる式です。 論理否
定演算子（!）を使用すると、
論理式の値が変わります。 注
意：数字で表すと、False は 0
になり、True は 0 以外の値にな
ります。 例：
SkillGroup.Sales.Avail の現在の
値が 3 の場合、
SkillGroup.Sales.Avail > 0 は True
であり、(SkillGroup.Sales.Avail
> 0) は False になります。

~

1 の補数

ビット値に対して使用します。
1 ビットは 0 に変わり、0 ビッ
トは 1 に変わります。 注意：
この演算子は、ほとんど使用し
ません。

算術演算子
次の表の算術演算子は、2 つのオペランドを取ります。
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演算子

意味

コメント/例

*

乗算

/

除算

+

加算

-

減算

算術演算子を使用すると、加
算、減算、乗算、除算の基本演
算が実行されます。 スキル グ
ループ、サービス、ルートなど
に関する計算で使用できます。
注意：乗算（*）と除算（/）の
演算子は、加算（+）と減算
（-）の演算子よりも先に評価
されます。 例：サービスにロ
グインしているエージェントの
うち、現在応対可能でないエー
ジェントの人数を返します。
乗算を先に実行した値を求めま
す。

等価演算子
次の表の等価演算子は、2 つのオペランドを取ります。
演算子

意味

コメント/例

==

右辺と等しい

!=

等しくない

等価演算子を使用すると、2 つ
の値が等しいかどうかを判別で
きます。 例：サービスに対し
てキューイングされているコー
ルがある場合、True になりま
す。 サービスにログインして
いるすべてのエージェントが応
対可能な場合、True になりま
す。

比較演算子
次の表の比較演算子は、2 つのオペランドを取ります。
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演算子

意味

コメント/例

>

右辺と比較して大きい

<

より少ない

>=

以上

<=

以下

比較演算子を使用すると、等価
演算子よりも高度な比較を実行
できます。 例：スキル グルー
プ内で待受停止状態のメンバー
のほうが多い場合は True にな
ります。 待受停止状態のエー
ジェントと同数以上のエージェ
ントが待受中である場合は True
になります。

論理演算子
次の表の論理演算子は、2 つのオペランドを取ります。 論理演算子により、2 つの論理式の値を
まとめて評価できます。
演算子

意味

コメント/例

&&

論理積

両方のオペランドが True の場
合、その式は True になりま
す。 一方が False の場合は、そ
の式全体が False になります。
例：スキル グループに少なく
とも 1 人のエージェントがログ
インしていて、かつ、現在対応
可能なエージェントがいない場
合は、次の式が True になりま
す。

||

論理和

オペランドの一方または両方が
True の場合、その式は True に
なります。 両方が False の場合
は、式全体が False になりま
す。 スキル グループに 5 人以
上のエージェントがログインし
ている場合、または現在対応可
能なエージェントがいない場合
は、次の式が True になりま
す。 ただし、ログインしてい
るエージェントが 4 人以下で、
対応可能なエージェントが 1 人
でもいる場合、この式は False
になります。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
0

191

Packaged CCE によるスクリプティング
演算子

（注）

等価演算子（==）および比較演算子（>）は、論理演算子（&& および ||）よりも先に評価され
ます。

ビット演算子
次の表のビット単位演算子は、2 つのオペランドを取ります。
演算子

意味

コメント/例

&

論理積

& ビット単位演算子を使用する
と、値に含まれる特定のビット
がオンまたはオフになります。
次の式では、AvgTalkTimeTo5
の下位の 6 ビットがオフになり
ます。
補数演算子（~）付きの定数が
使用されている点に注目してく
ださい。 これは、次の倍数
（64）に値を切り下げたことと
同じになります。

|

論理和

^

排他的論理和

論理和と排他的論理和では、両
方の値のビットが 1 である場合
の処理方法が異なります。論理
和の場合、その結果は True と
して評価され、1 のビットが
セットされます。 排他的論理
和の場合、その結果は False と
して評価され、0 ビットがセッ
トされます （排他的論理和を
使用すると、「両方ではなく、
いずれか一方」という規則が適
用されます）。

その他の演算子
次の表に、その他の演算子を示します。
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演算子

意味

コメント/例

?

条件

条件演算子（?）は、3 つのオ
ペランドを取ります。構文は次
のようになります。
Packaged CCE は、論理式の条
件を評価した後、次の条件をテ
ストします。条件が True の場
合、その式全体の結果は
true-result 式の値になります。
条件が False の場合、その式全
体の結果は false-result 式の値に
なります。 次の式は、スキル
グループ S1 で対応可能なエー
ジェントの人数が偶数か奇数か
を判別します。

&

連結

連結演算子（&）を使用する
と、2 つの文字列全体が結合さ
れます。 値を返します。

,

逐次

順次演算子（,）は、オペラン
ドとして 2 つの式を取ります。
Packaged CCE は、左側の式を
評価した後に、右側の式を評価
します。 式全体の値は、右側
の式の値になります。 通常、
最初の式は 2 番目の式の評価に
影響します。

<<

左にシフトする

左に移動（<<）と右に移動
（>>）の演算子を使用すると、
値に含まれるビットが移動しま
す。 次の例では、Avail のビッ
トが 2 つ左に移動します。 右
端にある 2 つのビットはゼロに
なります。次の例では、Avail
のビットが 2 つ右に移動しま
す。 この場合、この位置には
符号ビット（元の値が正または
ゼロの場合は 0、負の場合は
1）が入ります。Avail 2
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組み込み関数
日付と時刻の関数
次の表に、日時の組み込み関数を示します。
機能

データ型（Data Type）

返される値/例

date [（日付）]

整数

現在のシステム日付または指定
した日時値の日付部分が返され
ます。 日付の指定には、now
関数で返される浮動小数点値、
mm/dd/yy 形式の文字列、また
は 3 つの整数値 yyyy、mm、dd
を使用できます。 date（引数な
し）では、現在の日付を返しま
す。 = date (2001, 7, 15) では、
現在の日付が 2001 年 7 月 15 日
であるかどうかが検証されま
す。
（注）

day [（日付）]

整数

date 関数の定義にはス
ラッシュ（/）記号は
使用しないでくださ
い。 スラッシュは除
算演算子なので、関
数は要求する結果を
返しません。 文字列
内部で引数を囲むこ
とができます。

現在の日付または指定した日付
の日（1 ～ 31）の部分が返され
ます。 指定日付は、（date 関数
または now 関数によって返さ
れるような）整数値か浮動小数
点数値にする必要があります。
明日が月の最初の日かどうかが
検証されます。
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機能

データ型（Data Type）

返される値/例

hour [（時刻）]

整数

現在の時刻または指定した時刻
の時間（0 ～ 23）の部分が返さ
れます。 指定時刻は、（now
関数によって返されるような）
浮動小数点数値にする必要があ
ります。 現在の時刻が午前か
どうかが検証されます。

minute [（時刻）]

整数

現在の時刻または指定した時刻
の分（0 ～ 59）の部分が返され
ます。 指定時刻は、（time 関
数によって返されるような）浮
動小数点数値にする必要があり
ます。 現在の時刻が、その時
間の 2 番目の 15 分間隔かどう
かが検証されます。

month [（日付）]

整数

現在の月または指定した日付の
月（1 ～ 12）の部分が返されま
す。 指定日付は、（date 関数ま
たは now 関数によって返され
るような）浮動小数点値にする
必要があります。 現在の月が
6 月であるかどうかが検証され
ます。

now

Float

現在の日時が返されます。整数
部が日付を表し、小数部が時刻
を表します。 注意：日付また
は時間の関数を引数なしで使用
すると、現在の日付または時刻
を得ることができます。 この
関数は、現在の日付および時刻
を特定の時点と比較する場合に
便利です。 現在の日時が 2001
年 12 月 24 日午後 10 時を過ぎ
ているかどうかを検証するに
は、この式を使用します。
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機能

データ型（Data Type）

返される値/例

second [（時刻）]

整数

現在の時刻または指定した時刻
の秒（0 ～ 59）の部分が返され
ます。 指定時刻は、（time 関
数によって返されるような）浮
動小数点数値にする必要があり
ます。 現在の時刻が、1 分間の
最後の 10 秒間かどうかが検証
されます。

time [（時刻）]

Float

現在のシステム時刻または特定
の日時値の時間部分が返されま
す。 時刻の指定には、浮動小
数点値、hh:mm:ss 形式の文字
列、または hh, mm [, ss ] 形式の
2 つまたは 3 つの数値を使用で
きます。 （引数なし）では、
現在の時刻を返します。 現在
の時刻が午後 2:00 過ぎかどう
かが検証されます。

weekday [（日付）]

整数

現在の日付または指定した日付
の曜日（Sunday=1、Monday=2
など）が返されます。 指定日
付は、（date 関数または now 関
数によって返されるような）整
数値か浮動小数点数値にする必
要があります。 今日が木曜日
であるかどうかが検証されま
す。

year [（日付）]

論理積

現在の日付または指定した日付
の年の部分が返されます。 指
定日付は、（date 関数または
now 関数によって返されるよう
な）浮動小数点値にする必要が
あります。 2000 年を過ぎてい
るかどうかが検証されます。

数学関数
次の表に、数学関連の組み込み関数を示します。
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機能

データ型（Data Type）

返される値/例

abs(n)

浮動小数点値または整数

絶対値（符号を除いた数値）を
返します。 値 15 を返します。

max(n1, n2 [,n3] . . .)

浮動小数点値または整数

オペランドのうち、最大のもの
が返されます。 各オペランド
は数値である必要があります。
値 3 を返します。

min(n1, n2 [,n3] . . .)

整数

オペランドのうち、最小のもの
が返されます。 各オペランド
は数値である必要があります。
値 2 を返します。

mod(n1,n2)

浮動小数点値または整数

n1 を n2 で除算した際の整数の
剰余を返します。 値 99 を返し
ます。

random()

浮動小数点値または整数

0 から 1 の間の乱数値が返され
ます。

sqrt(n)

浮動小数点値または整数

平方根を返します。 （オペラ
ンド n は、負でない数値である
必要があります）。 値 7 を返
します。

trunc(n)

浮動小数点値または整数

小数部を切り捨てた値を返しま
す。 値 28 を返します。

その他の関数
次の表に、その他の組み込み関数を示します。
機能

データ型（Data Type）

返される値/例

after(string1,string2)

文字列

string2 の中で、string1 の最初の
オカレンスより後の部分。
string1 が string2 にない場合、
ヌルストリングが返されます。
string1 がヌル ストリングの場
合、string2 が返されます。 値
defg を返します。
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機能

データ型（Data Type）

返される値/例

before(string1,string2)

文字列

string2 の中で、string1 の最初の
オカレンスよりも前の部分。
string1 が string2 にない場合、
string2 が返されます。 string1
がヌル ストリングの場合、ヌ
ル ストリングが返されます。
値 abc を返します。

ClidInRegion

Logical

現在のコールの CLID が、文字
列で指定された地域内にあるか
どうかを示します。 この文字
列では、定義済みの地域名を指
定する必要があります。 地域
の Name 変数を使用すると、リ
テラル値を入力せずに済みま
す。 その CLID がメリーランド
地域内にあるかどうかが確認さ
れます。

concatenate(string1,string2, . . .)

文字列

引数を連結した値が戻されま
す。 関数には、最大 8 つの引
数を指定できます。 値 abcde を
返します。

find(string1, string2 [,index ])

整数

string2 内での string1 の開始位
置が戻されます。 インデック
ス値を指定した場合は、string2
内の指定された文字から検索が
開始されます。 値 6 を返しま
す。

if(condition,true-value,false-value) Logical

condition が true の場合は、
true-value の値を返します。
condition が false の場合は、
false-value の値を返します。 24
時間形式ではなく 12 時間形式
で現在の時刻を返します。

left(string,n)

文字列

string の左端にある n 個の文字
を返します。 値 abc を返しま
す。

len(string)

整数

string の文字数を返します。 値
3 を返します。
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機能

データ型（Data Type）

返される値/例

mid(string,start,length)

文字列

start カラム目の文字から length
個の文字数分の部分文字列を返
します。 値 bcd を返します。

result

浮動小数点値または整数

現在の選択ノードの結果が戻さ
れます（この関数は、選択ノー
ドだけで使用できます）。選択
ノードで LAA ルールを使用し
ている場合は、選択されたエー
ジェントが対応可能であった秒
数が result に返されます。

right(string,n)

文字列

string の右端にある n 個の文字
を返します。 値 cde を返しま
す。

substr(string,start [ , length ])

文字列

start カラム目の文字から length
個の文字数分の部分文字列を返
します。 値 01851 を返します。

text(n)

文字列

数値を文字列に変換します。
値「5」を返します。

valid(variable)

Logical

variable が有効な値を持ってい
るかどうかを返します。
Database.C.Name が有効な値か
どうかが確認されます。

ValidValue(variable,value)

文字列

variable が有効な値を持ってい
る場合はその値を、それ以外の
場合は「value」を返します。
データベース内の名前、または
文字列値 None を返します。

value(string)

浮動小数点値または整数

文字列を数値に変換します。
値 5 を返します。

カスタム関数
カスタム関数は、組み込み関数とは対照的に、スクリプト内で使用することを目的としてユーザ
が作成する関数です。
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カスタム関数の追加
手順
ステップ 1

Script Editor で、[スクリプト（Script）] メニューから、[カスタム関数（Custom Functions）] を選
択します。 [カスタム関数（Custom Functions）] ダイアログボックスが開き、現在定義されている
カスタム関数がすべて表示されます。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックして、[カスタム関数の追加（Add Custom Function）] ダイアログボック
スを開きます。

ステップ 3

次を指定します。
a) 関数名： すべてのカスタム関数名は、user で始まる必要があります（userFunction1 など）。
b) パラメータ数： 関数に渡されるパラメータの個数。 関数は 0、1、またはそれ以上の個数のパ
ラメータを指定できます。
c) 関数の定義： 関数が呼び出されたときに評価される式を定義します。 関数の定義を入力する
際には、次の点に注意してください。
関数パラメータの番号は、1 から始まります。 式の中でパラメータを参照するには、パラメー
タ番号をパーセント記号（%）で囲みます。 たとえば、%3% とすると、3 番目のパラメータが
参照されます。
このダイアログボックスの下部は、数式エディタと同じ機能を持っています。 数式エディタを
使用すると、式を簡単に作成できます。

ステップ 4

作成し終わったら、[テスト（Test）] をクリックします。 [関数のテスト（Test Function）] ダイア
ログボックスが開きます。

ステップ 5

その関数を呼び出す例を入力して、関数をテストします。 各パラメータに具体的な値を指定しま
す。

ステップ 6

[評価（Evaluate）] をクリックすると、その関数呼び出しが Script Editor によってどのように解釈
されるかを確認できます。[カスタム関数の追加（Add Custom Function）] ダイアログボックスに
戻るには、[閉じる（Close）] をクリックします。

ステップ 7

いずれかの検証ボタンを使用して、選択関数を参照するスクリプトを検証します （[すべて検証
（Validate All）] ボタンを使用すると、カスタム関数を参照するすべてのスクリプトを検証できま
す）。

ステップ 8

検証が完了したら、[OK] をクリックして、変更を適用しダイアログボックスを閉じます。
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カスタム関数のインポート
手順
ステップ 1

Script Editor で、[スクリプト（Script）] メニューから、[カスタム関数（Custom Functions）] を選
択します。 [カスタム関数（Custom Functions）] ダイアログボックスが開き、現在定義されている
カスタム関数がすべて表示されます。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。 [カスタム関数のインポート（Import Custom Function）]
ダイアログボックスが開きます。

ステップ 3

ICMF 拡張子（.ICMF）が付いているファイル名を選択し、[開く（Open）] をクリックします。
Script Editor によって、名前の競合がないかどうかが確認されます。 重複がある場合、重複の解決
方法をリストしたダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

オプションを選択して [OK] をクリックします。
（注）
関数名を変更する場合は、新しい名前の先頭に「user」を付ける必要がありま
す。
Script Editor によって自動マッピングが実行されます。その後の動作は次のようになります。
• インポートしたすべてのオブジェクトの自動マッピングが成功した場合は、マッピングを確
認するためのメッセージ ウィンドウが表示されます。 [OK] をクリックすると、[オブジェク
トマッピング（Object Mapping）] ダイアログボックスが開きます。
• インポートしたオブジェクトの一部で自動マッピングが成功しなかった場合は、[オブジェク
トマッピング（Object Mapping）] ダイアログボックスが開き、マップされていないオブジェ
クト名の横に [マップされていません（Unmapped）] というラベルが表示されます。
[オブジェクト マッピング（Object Mapping）] ダイアログボックスには、次の 3 つのカラムがあり
ます。
• [オブジェクトタイプ（Object Types）]： インポートしたオブジェクトのタイプ。
◦ [インポートしたオブジェクト（Imported Object）]： インポートしたオブジェクトの名
前。
◦ [マップ先（Mapped To）]： インポートしたオブジェクトのマップ先。
• （任意）[インポートしたオブジェクト（Imported Object）] の値をクリックします。 [マップ
先（Mapped To）] カラムには、ターゲット システム上で有効なオブジェクトがすべて表示さ
れます。
• （任意）[マップ先（Mapped To）] カラムのドロップダウン リストから、インポートしたオ
ブジェクトのマップ先とするターゲット システムのオブジェクトを選択します。
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（注）

複数のオブジェクトを同じターゲットにマップすることもできます。 マップされていないオ
ブジェクトを残しておくこともできますが、そのカスタム関数はすべてのオブジェクトがマッ
プされるまで有効になりません。
マッピングが完了したら、[適用]、[完了] の順にクリックします。

カスタム関数のエクスポート
手順
ステップ 1

Script Editor で、[スクリプト（Script）] メニューから、[カスタム関数（Custom Functions）] を選
択します。 [カスタム関数（Custom Functions）] ダイアログボックスが開き、現在定義されている
カスタム関数がすべて表示されます。

ステップ 2

リストからカスタム関数を選択し、[エクスポート（Export）] をクリックします。 [カスタム関数
のエクスポート（Export Custom Function）] ダイアログボックスが開きます。
（注）
関数を 1 つだけ選択した場合は、その関数の名前が [ファイル名（File Name）] フィー
ルドに表示されます。 2 つ以上の関数を選択した場合は、[ファイル名（File Name）]
フィールドに何も表示されません。
（任意）ファイル名を変更します。
（注）
ファイル タイプは変更できません。スクリプトは .ICMF フォーマットでのみ保存でき
ます。
[保存（Save）] をクリックします。 そのファイル名がすでに存在する場合は、保存の確認を求め
られます。

ステップ 3

ステップ 4
ステップ 5

確認メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。 カスタム関数は指定したファイルにテ
キスト フォーマットで保存されます。

Packaged CCE 環境でのスクリプト
コールの優先度（Call Priority）
応対可能なエージェントがいないためにコールがスキル グループにキューイングされた場合は、
スキル グループ キューイング ノードによってコールの優先順位が設定されます。 その後、キュー
優先度ノードを使用して、待ち時間の長さに応じてコールの優先順位を上げることができます。
コールは、同じ優先順位または異なる優先順位を持つ複数のスキル グループに対してキューイン
グできます。
エージェントが対応可能になったときに、そのエージェントのスキル グループ キューに複数の
コールが存在していると、そのエージェントが所属しているスキル グループの中で、最も待ち時
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間が長く、最も優先順位の高いコールがそのエージェントに割り当てられます（優先順位は 1 ～
10 で表され、1 が最高になります）。

対応可能なエージェントの確認
Packaged CCE エージェントへのルーティングを行うスクリプトは、スキル グループ内に対応可能
なエージェントが存在しているかどうかを確認する必要があります。 応対可能なエージェントが
いない場合は、スキル グループ キューイング ノードを使用する必要があります。 このスクリプ
トの実行は、エージェントが対応可能になるか、発信者が切断すると終了します。

スキル グループ キューイング ノード
スキル グループ キューイング ノードを使用する場合は、キュー ノードで基本優先順位を使用し
ないでください（ただし、レジストリを通じて、このオプションがルータで有効に設定されてい
る場合は除きます）。

キャンセル キュー ノード
コールをスキル グループのキューからキャンセルする場合は、キャンセル キュー ノードを使用
する必要があります。 キャンセル キュー ノードを使用すると、そのコールがキューイングされ
ているすべてのスキル グループからキャンセルできます。

終了ノード
終了ノードでは、デフォルトのルーティングが試行されます。デフォルト ラベルが存在しない場
合は、ルーティング クライアントにエラー（ダイアログ エラー）が送信されます。

エージェント転送ノード
エージェント転送ノードを使用すると、エージェント間の転送を実行できます。ルータは、エー
ジェントにコールを送信する前に、そのエージェントが応対可能であるかどうかを確認します。
エージェントが応対可能でない場合は、スキル グループに対してコールがキューイングされま
す。 また、エージェント転送ノードを使用してエージェントにコールを送信することもできま
す。この場合は、「発信者」がエージェントである必要はありません。

キュー ポイントとしての CVP
Packaged CCE は、エージェントが応対可能になるまで待機する間、CVP を使用してコールをキュー
イングします。
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Packaged CCE から CVP ポートにコールが送信されてキューイングされると、次の処理が実行さ
れます。
1 VoIP ゲートウェイから PSTN に正しいシグナルまたはメッセージを返すための終端ポイント
がコールに提供されます。
2 エージェントが対応可能になるまで発信者が待機している間、アナウンス、音楽、または予想
待機時間や順番待ちの人数に関する情報が発信者に提供されます。 エージェントが応対可能に
なるまで待ちたくない発信者は、メッセージを残すこともできます。
3 ネットワークから送信されない情報を発信者から取得します。
発信者が電話を切った場合は、イベント レポート メッセージ（切断または放棄のイベント タイ
プ）を通じて、 CVP から Packaged CCE に通知されます。 エージェントが対応可能になると、
Packaged CCE が CVP に対して、コールをエージェントにルーティングするように、接続メッセー
ジを使用して自動的に指示します。

割り込み可能と割り込み不可能
お客様に数字の入力を求めて、画面ポップアップやコール ルーティングに必要な情報を確認する
VRU スクリプトを使用する場合は、そのスクリプトを割り込み不可能モードにする必要がありま
す。
スキル グループ キューイングノードでコールがスキル グループにキューイングされた後、VRU
に送信されて割り込み不可能な VRU スクリプトが実行された場合、発信者がその割り込み不可能
スクリプトに応答したりアナウンスを聞いている間は、エージェントが対応可能になっても、コー
ルはエージェントに接続されません。 その VRU スクリプトが終了して、割り込み可能な VRU ス
クリプトの割り込み可能なノード（待機ノードや外部スクリプト実行ノードなど）が実行される
まで、 Packaged CCE はそのコールに対応可能なエージェントを検索しません。 ただし、キュー
内での順番は維持されるため、エージェントが対応可能になると、そのコールは後から着信した
コールよりも先に応答されます（優先順位が同じと仮定した場合）。
アナウンスまたは音楽タイプの処理を行う VRU スクリプトの場合は、割り込み可能モードにしま
す。 この場合は、発信者が VRU スクリプトからアナウンスや音楽を受信している間でも、最初
に応対可能になったエージェントへコールを接続できます。
VRU スクリプトの割り込み可能の設定は、Unified CCE Administration Web ツールの [ネットワー
ク VRU スクリプト（Network VRU Scripts）] ガジェットで行います。 VRU スクリプトまたは
Packaged CCE スクリプトでこの設定を上書きすることはできません。
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ユーティリティ ノード
開始ノード
開始ノードは、スクリプトの始まりを意味します。 Script Editor で新しいスクリプトを作成する
と、自動的に開始ノードが挿入されます。スクリプトには、開始ノードが 1 つだけ存在している
必要があります。
開始ノードには、定義可能なプロパティがありません。 ただし、必要に応じて、コメントと接続
ラベルを追加できます。
図 54：開始のプロパティ（Start Properties）
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コメント ノード
（パレットの [一般（General）] タブにある）コメント ノードを使用すると、スクリプトにブロッ
ク コメントを挿入できます。 ブロック コメントとは、スクリプトまたはスクリプト内のセクショ
ンに関する一般的な説明です。
図 55：[コメント（Comment）] アイコン

図 56：コメントのプロパティ（Comment Properties）

たとえば、スクリプトの趣旨を説明するコメントを追加できます。
スクリプト内のコメント ボックスは、移動したり、サイズを変更できます

（注）

[高さを自動調整（Auto-Size Height）] オプションが選択されている場合は、コメントの高さを
調整できません。

コネクタ ノード
（パレットの [一般（General）] タブにある）コネクタ ノードを使用すると、ルーティング スク
リプトや管理スクリプトの内容がわかりやすくなります。
図 57：[コネクタ（Line Connector）] アイコン
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次のようなスクリプトは理解しにくい場合が多いため、コール フローの把握が難しくなります。
• ノード間の接続ラインが長すぎる。
• 接続ラインが異なる方向へ伸びている。
• 接続ラインが、他のノードまたは他の接続ラインの上にかかっている。
コネクタ ノードを使用すると、ラインを切断して、入力接続（1 つ以上）および出力接続（1 つ）
に再接続できます。 このノードに到達した要求はすべて、（どの入力接続からであっても）同じ
出力接続に送られます。
コネクタ ノードでは、接続ラベルを定義します。
図 58：コネクタのプロパティ（Line Connector Properties）

CVP スクリプティング
Unified CVP 用のスクリプトの作成
この項では、Unified CVP ソリューションにアクセスするための Packaged CCE 設定とスクリプト
編集の使用について説明します。
これには、次の情報も含まれます。
• Unified CVP と相互作用するように Packaged CCE をセットアップする方法
• Unified CVP 用のアプリケーションを作成する方法
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（注）

この項には、CVP アプリケーション開発者にとって重要な情報が記載されています。 コール
センター マネージャ、Unified CVP システム マネージャ、および Packaged CCE システム マ
ネージャも対象とした内容になっています。

はじめる前に
この章では、次の仮定が行われています。
• この章内の情報は、読者がコール センターの運用と管理に関して Unified CCE Administration
と Script Editor ツールの使用に慣れていることを前提にしています。
• Unified CVP とデータのやりとりを行うアプリケーションを作成する際は、アプリケーショ
ン名、要素名、およびフィールド名に対して英数字のみを使用してください。ピリオド、ア
スタリスク、カッコなどの特殊文字は使用しないでください。 これを実践することにより、
異なるシステム間のデータ転送で問題が発生する可能性を回避できます。

Packaged CCE から Unified CVP にアクセスするためのスクリプト
Packaged CCE と Unified CVP のいずれも、その機能を呼び出すためのスクリプトを使用します。
実際、Packaged CCE は、その独自のスクリプト内から Unified CVP スクリプトを参照します。
Packaged CCE 内から Unified CVP を呼び出すこの方法により、Packaged CCE で Unified CVP の機
能を利用することが可能になります。
この 2 つの製品（Packaged CCE および Unified CVP）は、2 つのサービス作成（スクリプティン
グ）環境を提供します。 各環境は異なる目的で使用されます。
• ICM Script Editor。 このスクリプティング ツールを使用して、エージェント ルーティング
スクリプトを作成し、Unified CVP マイクロアプリケーション（Play Media、Get Speech、Get
Digits、Menu、Play Data、および Capture）を起動します。 これらのアプリケーションは、音
声応答設計の基本的な構成要素です。
• Call Studio。 Call Studio を使用して、高度な CVP アプリケーションを開発します。

（注）

詳細については、「Call Studio を使用した Unified CVP 用のスクリプティン
グ」を参照してください。

Packaged CCE スクリプティング
Packaged CCE Script Editor を使用して、エージェント ルーティング スクリプトを作成し、音声対
話設計の基本的な構成要素である Unified CVP マイクロアプリケーションを起動します。 Unified
CVP マイクロアプリケーションには、Play Media、Get Speech、Get Digits、Menu、Play Data、お
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よび Capture があります。 これらのアプリケーションは、 Packaged CCE ルーティング スクリプト
で結合およびカスタマイズされて、発信者との実用的な音声対話を実現します。
マイクロアプリケーションを使用したフル スケールの CVP アプリケーション開発も可能ですが、
推奨されません。 マイクロアプリケーションベースのスクリプトは主に、初期プロンプトと収集
操作、およびコールがキューに入る間の .wav ファイルの再生指示に使用されます。 代わりに、
Call Studio を使用して作成された CVP スクリプトを使用して、CVP アプリケーションを作成して
ください。
Packaged CCE スクリプトが Call Studio スクリプトとともに動作する（ここで説明する Unified CCE
統合モデル用の 2 スクリプト実装）環境では、より複雑なセルフサービス アクティビティを Call
Studio スクリプトに委任する場合も、制御権は Packaged CCE スクリプトに残ります（または、制
御権が戻ります）。 データは、ECC 変数を介してスクリプト間でやり取りされます。

（注）

単純な関数以外のものに Packaged CCE スクリプティングを使用する機能は、レガシー展開の
サポートで維持されています。 新規のお客様には、CVP アプリケーションの作成に Unified
CVP の VoiceXML スクリプティング環境を使用することが強く推奨されます。

Unified CVP Call Studio スクリプティング
高度な CVP アプリケーションは、Call Studio を使用して開発できます。Call Studio は、Eclipse ベー
スのサービス作成環境であり、アプリケーション フローを記述する中間ファイルが出力となりま
す。 このファイルは、実行用として VXML サーバにロードされます。 VXML サーバ アプリケー
ションを起動するため、スクリプト作成者は外部スクリプト実行ノードを介して Packaged CCE
ルーティング スクリプトに Get Speech（GS）マイクロアプリケーションを組み込みます。 このマ
イクロアプリケーションは、VXML サーバと直接対話してアプリケーションを実行するよう、
VoiceXML ゲートウェイに指示します。 最終結果は Packaged CCE に渡されます。
Call Studio スクリプティング環境の機能には、次のものが含まれます。
• CVP 機能のパレットを使用するドラッグアンドドロップ インターフェイス
• データベース照会を行う機能
• Java アプリケーションが実行できるタスクを実行するために作成された Java コードによる拡
張性

（注）

Packaged CCE は、ICM Script Editor で使用できる MicroApp ノードの使用をサポートしていま
せん。 すべての MicroApp 実装は、ICM Script Editor の外部スクリプト実行ノードを使用して
行う必要があります。 各 Unified CVP マイクロアプリケーションに対するこのノードでの
Unified CVP 固有パラメータの設定の詳細については、「Unified CVP 用の Packaged CCE アプ
リケーションの作成」を参照してください。
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（注）

スクリプトの作成の詳細については、「Unified CVP 用の Packaged CCE アプリケーションの作
成」を参照してください。

Packaged CCE を使用した Unified CVP 用のスクリプティング
次の項で構成されています。
• マイクロアプリケーションの説明。
• Packaged CCE のサンプル スクリプト。
• Packaged CCE と Unified CVP の情報交換の説明。

マイクロアプリケーション
マイクロアプリケーションとは、発信者とのコミュニケーションを可能にする一連の固有の CVP
関数であり、Packaged CCE から呼び出すことができます。
6 種類の Unified CVP マイクロアプリケーションが存在します。
• Play Media。 発信者に対してメッセージを再生します。
• Play Data。 記憶領域からデータを取得し、データ再生タイプと呼ばれる特定のフォーマット
で発信者に対してデータを再生します。
• Get Digits。 メディア ファイルを再生し、発信者から番号を取得します。
• Menu。 メディア メニュー ファイルを再生し、発信者から電話機のキーパッド入力を 1 つ取
得します。
• Get Speech。 VXML Server 上で Call Studio スクリプトを実行します。
• Capture。 Capture（CAP）マイクロアプリケーションでは、Packaged CCE ルーティング スク
リプト内の複数のポイントでその時点でのコール データを保存させることができます。
マイクロアプリケーションは、CVP サービスによって解釈されます。このサービスは、コール
サーバ上に常駐しています。 CVP サービスは、VoiceXML コードを VoiceXML Gateway Voice
Browser に送信します。

（注）

マイクロアプリケーションを介して ASR/TTS（音声）を使用することは、サポートされてい
ません。 発信者との対話で ASR/TTS（音声）の使用を必要とする場合は、Call Studio スクリ
プトを使用する必要があります。
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単純なスクリプトの例：XYZ コーポレーションへようこそ
次のようなコール フロー例を持つ Packaged CCE スクリプトを作成するとします。
この単純なスクリプトは、次の機能を実行します。
• コールフロー例に基づき、VXML Server 上の GetInfo Call Studio スクリプトを実行して発信者
入力を収集します。
• 発信者入力に基づいて、販売またはサポートのエージェントにキューイングします。
• エージェントが応対可能でない場合は、MOH Call Studio スクリプトを実行します。このスク
リプトは、エージェントが応対可能になるまで発信者に対して保留音楽を再生します。

手順
ステップ 1

コールが CCE に到達し、CCE スクリプトを実行します。

ステップ 2

発信者は最初の音声案内を聞きます。

ステップ 3

CCE スクリプトは、コールをエージェントにキューイングする前に、発信者から情報を収集する
ために、コールを CVP に送信します。 たとえば、アカウント番号の入力に加え、「販売の場合は
1 を、サポートの場合は 2 を押してください」といったメニューが提示されます。

ステップ 4

発信者が既存顧客の場合は、発信者が入力したアカウント番号を使用して、外部データベースか
ら発信者に関する追加の情報が取得されます。

ステップ 5

発信者入力番号と発信者に関する追加情報が CCE スクリプトに返されます。これらは、応対可能
になったエージェントに対して画面ポップアップとして表示されます。

ステップ 6

次にコールは、発信者が選択したサービスの種類に基づいてキューイングされ、特定のスキル グ
ループ内のエージェントを待ちます。

ステップ 7

エージェントが応対可能な場合、発信者はそのエージェントに接続されます。エージェントデス
クトップに、発信者入力とデータベース検索から収集された発信者情報が表示されます。

ステップ 8

エージェントが応対可能でない場合、コールは CVP に再び送信され、エージェントが応対可能に
なるのを待つ間、発信者に対して保留音楽が再生されます。

ステップ 9

発信者から収集された情報は、エージェントが応対可能になるまでコール上にコール コンテキス
トとして保存されます。
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次の図に示されているようなスクリプトを作成できます。
図 59：コール フローを持つ Packaged CCE スクリプト

この単純なスクリプトは、次の機能を実行します。
• コールフロー例に基づき、VXML Server 上の GetInfo Call Studio スクリプトを実行して発信者
入力を収集します。
• 発信者入力に基づいて、販売またはサポートのエージェントにキューイングします。
• エージェントが応対可能でない場合は、MOH Call Studio スクリプトを実行します。このスク
リプトは、エージェントが応対可能になるまで発信者に対して保留音楽を再生します。
（注）

「実際の」アプリケーションでは、作成する Packaged CCE スクリプトにエラー チェッ
クを導入して、マイクロアプリケーション命令が確実に正しく実行されるようにしま
す。

Packaged CCE Unified CVP マイクロアプリケーション接続
Script Editor の外部スクリプト実行ノードで Unified CVP にアクセスするには、先に Unified CCE
Administration ツールを使用して専用の Unified CVP パラメータで Packaged CCE をセットアップし
ておく必要があります。
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Packaged CCE Administration の [新規ネットワーク VRU スクリプト（New Network VRU Script）]
ウィンドウを使用して、Unified CVP パラメータを定義することから始めます。
図 60：新規ネットワーク VRU スクリプトの例

上の図では、次のように設定されています。
• PM,Welcome。 （[VRU スクリプト名（VRU Script Name）] フィールド）。これは、「Play
Media マイクロアプリケーションの命令を使用して Welcome.wav メディア ファイルを再生す
る」ことを意味します。
• N。 （[構成パラメータ（Configuration Param）] フィールド）。これは、「割り込みを許可し
ない」ことを意味します。（割り込みとは、発信者が番号を入力してメッセージの再生を中
断できることであり、スクリプトは次の音声案内に進みます）。
• [割り込み可能（Interruptible）] チェックボックスを上の図のようにオンにする必要がありま
す。 この指定により、Unified CVP スクリプトの関数からスクリプトを中断できるようにな
ります。

（注）

次の表の 2 つのカラムに示されているように、[VRU スクリプト名（VRU Script Name）] フィー
ルドと [構成パラメータ（Configuration Param）] フィールドの特定のエントリは大文字と小文
字が区別されます。
属性

使用可能な値

適用対象

大文字と小文字の区別

属性：VRU スク
リプト名（PM、
GD など）。

PM、GD

すべてのマイクロアプリ
ケーション

N
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属性

使用可能な値

適用対象

大文字と小文字の区別

属性：メディアラ A、S、V
イブラリ タイプ
（A、S、V）

すべてのマイクロアプリ
ケーション

N

割り込みを許可
（Barge-in
Allowed）

すべてのマイクロアプリ
ケーション

N

データ再生タイプ Number、Char
（Data playback
type）

PlayData（PD）

N

時間フォーマット HHMM、
（Time Format） HHMMSS、
HHMMAP

PlayData（PD）

N

タイムアウトメッ Y/N
セージのオーバー
ライド（Timeout
Message Override）

N
Get Digits（GD）、Get
Speech（GS）、Menu（M）

Y/N
無効な入力メッ
セージのオーバー
ライド（Invalid
Entry Message
Override）

N
Get Digits（GD）、Get
Speech（GS）、Menu（M）

N
DTMF 終了キー
（DTMF
Termination Key）

すべてのマイクロアプリ
ケーション

N

メディアファイル
名（Media File
Name）

すべてのマイクロアプリ
ケーション

Y

Y/N

ネットワーク VRU スクリプトの構成設定が保存されると、その情報を Script Editor で使用できる
ようになります。 Script Editor で外部スクリプト実行ノードを作業領域に配置し、プロパティ ダ
イアログボックスを開くと、システムに定義されているすべてのスクリプト名が表示されます。
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次の外部スクリプト実行ノードは、Play_Welcome という ICM スクリプト名が選択されたことを
示しています。
図 61：外部スクリプト実行ノード

Packaged CCE と Unified CVP との間の情報交換
Packaged CCE が外部スクリプト実行ノードを処理するとき、パラメータが Unified CVP に送信さ
れます。
これらのパラメータには、発信者との対話方法に関する指示が格納されています。たとえば、次
のものがあります。
• 使用するマイクロアプリケーション。
• 発信者に再生されるメディア ファイルの場所。
• 発信者の番号入力時に使用されるタイムアウト設定。
一部の CVP パラメータは、拡張コール コンテキスト（ECC）変数や Call.Peripheral 変数によって
Unified CVP に渡されます。 その他のパラメータは、通常の VRU メッセージング インターフェイ
ス（Packaged CCE/CVP サービス制御インターフェイス）で送信されます。

Packaged CCE データ処理
スクリプトの定義で、Unified CVP に送信される文字列、数値、または数式を指定できます。 数
値を Unified CVP に渡す場合、それらの数値が文字列として処理されるように常に引用符で囲み
ます。
これは特に、次の場合に重要です。
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• 先行 0 がデータ型にとって意味がある場合（時刻、文字）、引用符で囲まれた文字列として
数値を入力します（例：031524）。
• 小数点の後ろにある末尾の 0 がデータ型にとって重要である場合（番号、文字、通貨）、引
用符で囲まれた文字列として数値を入力します（例：42.00 または 42.10）。
• 数値が非常に大きい場合（例：通常、指数表記で表現される数値）。

Unified CVP スクリプトのエラー チェック
Unified CVP では、user.microapp.error_code ECC 変数を使用して、スクリプトの実行中に検出さ
れた問題に関する情報を返します。
Unified CVP ソフトウェアは、Packaged CCE スクリプトを処理するときに次の条件についてテス
トします。
ASR エラー（ASR Error）
高度音声認識コンポーネントの障害。
一般的なエラー（General error）
一般的なエラーが発生しました。
無効な構成パラメータ（Invalid Configuration Param）
Packaged CCE から CVP サービスに渡されるデータが、マイクロアプリケーションでの処理
に必要とされるデータと一致しません。
無効な変数データ（Invalid variable data）
処理中のスクリプト タイプに対して無効な変数データが渡されました。
無効な VRU スクリプト名形式（Invalid VRU Script Name format）
Packaged CCE から CVP サービスに渡された VRU スクリプト名データに、予期されたコン
ポーネント（マイクロアプリケーション名、メディア ファイル名、メディア ファイル タイ
プ、一意性の値）が含まれていません。
ロケール（Locale）
ロケールがサポートされていませんでした。 （.wav ファイルを使用する Play Data マイクロ
アプリケーションにのみ適用されます。 TTS を使用する Play Data マイクロアプリケーショ
ンや、Play Media、Get Digits、Menu、Get Speech、または Capture マイクロアプリケーショ
ンには適用されません）。
ECC 変数の設定誤り（Misconfigured ECC variable）
ECC 変数が、CVP サービスで認識されない値に設定されていました。 ECC 変数の定義は、
Packaged CCE と Unified CVP で同一である必要があります。
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ネットワーク エラー（Network Error）
IP ネットワーク接続の障害。
無効な試行の最大回数に達しました（Reached Maximum Invalid Tries）
発信者は、マイクロアプリケーションで許可されている各試行で、数字の入力に失敗しまし
た。 （Get Digits、Menu、および Get Speech マイクロアプリケーションにのみ適用されま
す）。
数字入力の最大試行回数に達しました（Reached Maximum Number Entry Tries）
発信者は、マイクロアプリケーションによって許可された各試行に対するプロンプトへの応
答で、数字を入力しませんでした。 （Get Digits および Get Speech マイクロアプリケーショ
ンにのみ適用されます）。
Semantic-Runtime
マイクロアプリケーションの実行中にセマンティック エラーが発生しました。
システム エラー（System Error）
Unified CVP コンポーネントに予期しない障害が発生しました。
タイムアウト（Timed Out）
発信者は、マイクロアプリケーションによって許可された時間内に、プロンプトへの応答と
して数字を入力しませんでした。
TTS エラー（TFTP Error）
音声合成コンポーネントの障害。
使用不可能なメディア ファイル（Unavailable Media file）
Packaged CCE から CVP サービスに渡されたメディア ファイル名が、メディア サーバに存
在しませんでした。
不明なマイクロアプリケーション（Unknown micro-application）
Packaged CCE から CVP サービスに渡されたマイクロアプリケーション名が CVP サービス
に存在しませんでした。
サポートされていないロケール（Unsupported locale）
VoiceXML インタープリタ（つまり、ゲートウェイ）が、CVP サービスから渡されたロケー
ルを認識しませんでした。
サポートされていない VoiceXML 要素（Unsupported VoiceXML element）
VoiceXML インタープリタ（つまり、ゲートウェイ）が CVP サービス、VXML サーバ、ま
たはメディア サーバから渡された VoiceXML 要素を認識しませんでした。
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サポートされていない VoiceXML 形式（Unsupported VoiceXML format）
VoiceXML インタープリタ（つまり、ゲートウェイ）が CVP サービス、VXML サーバ、ま
たはメディア サーバから渡された VoiceXML 形式を認識しませんでした。
次の表に示すとおり、Unified CVP マイクロアプリケーションごとに、user.microapp.error_code
に対する設定が個別化されています。
表 3： 非ビデオに対して可能な user.microapp.error_code ECC 変数の設定

エラー
コード
（Error
Code）

Play Media

Play Data

Get Digits

Menu

Get Speech

Capture

0

エラーなし

エラーなし

エラーなし

エラーなし

エラーなし

エラーなし

1

発信者による切 発信者による切 発信者による切 発信者による切 発信者による切 適用外
断
断
断
断
断

2

ネットワーク エ ネットワーク エ ネットワーク エ ネットワーク エ ネットワーク エ 適用外
ラー
ラー
ラー
ラー
ラー

3

システム エラー システム エラー システム エラー システム エラー システム エラー システム エラー

5

不明なマイクロ 不明なマイクロ 不明なマイクロ 不明なマイクロ 不明なマイクロ 不明なマイクロ
アプリケーショ アプリケーショ アプリケーショ アプリケーショ アプリケーショ アプリケーショ
ン
ン
ン
ン
ン
ン

6

無効な VRU ス 無効な VRU ス 無効な VRU ス 無効な VRU ス 無効な VRU ス 適用外
クリプト名形式 クリプト名形式 クリプト名形式 クリプト名形式 クリプト名形式

7

無効な構成パラ 無効な構成パラ 無効な構成パラ 無効な構成パラ 無効な構成パラ 適用外
メータ
メータ
メータ
メータ
メータ

8

ECC 変数の設定 ECC 変数の設定 ECC 変数の設定 ECC 変数の設定 ECC 変数の設定 適用外
誤り
誤り
誤り
誤り
誤り

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
218

0

Packaged CCE によるスクリプティング
Packaged CCE を使用した Unified CVP 用のスクリプティング

エラー
コード
（Error
Code）

Play Media

9

次のいずれかで 次のいずれかで 次のいずれかで 次のいずれかで 次のいずれかで 適用外
す。
す。
す。
す。
す。
• メディア
ファイルが
存在しませ
ん。
• メディア
ファイルの
URL が無
効です。

Play Data

• メディア

Get Digits

Menu

• メディア

• メディア

ファイルが
存在しませ
ん。

ファイルが
存在しませ
ん。

ファイルが
存在しませ
ん。

• メディア L

• メディア L

• メディア L

ファイルの
URL が無
効です。

ファイルの
URL が無
効です。

ファイルの
URL が無
効です。

Get Speech

Capture

• メディア
ファイルが
存在しませ
ん。
• メディア
ファイルの
URL が無
効です。

10

Semantic-Runtime Semantic-Runtime Semantic-Runtime Semantic-Runtime Semantic-Runtime 適用外
エラー
エラー
エラー
エラー
エラー

11

サポートされて サポートされて サポートされて サポートされて サポートされて 適用外
いない
いない
いない
いない
いない
VoiceXML 形式 VoiceXML 形式 VoiceXML 形式 VoiceXML 形式 VoiceXML 形式

12

サポートされて サポートされて サポートされて サポートされて サポートされて 適用外
いない
いない
いない
いない
いない
VoiceXML 要素 VoiceXML 要素 VoiceXML 要素 VoiceXML 要素 VoiceXML 要素

13

適用外

変数データが無 適用外
効

適用外

適用外

適用外

14

適用外

変数データの場 適用外
所が空

適用外

適用外

適用外

15

適用外

時間フォーマッ 適用外
トが無効

適用外

適用外

適用外

16

適用外

適用外

無効な試行の最 無効な試行の最 無効な試行の最 適用外
大回数に達しま 大回数に達しま 大回数に達しま
した
した
した

17

適用外

適用外

入力の最大試行 入力の最大試行 入力の最大試行 適用外
回数に到達
回数に到達
回数に到達

20

適用外

範囲外のデータ 適用外
値

適用外

適用外

適用外
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エラー
コード
（Error
Code）

Play Media

Play Data

Get Digits

Menu

Get Speech

Capture

23

無応答

無応答

無応答

無応答

無応答

適用外

24

ビジー

ビジー

ビジー

ビジー

ビジー

適用外

25

一般的な転送エ 一般的な転送エ 一般的な転送エ 一般的な転送エ 一般的な転送エ 適用外
ラー
ラー
ラー
ラー
ラー

26

無効な内線番号 無効な内線番号 無効な内線番号 無効な内線番号 無効な内線番号 適用外

27

着信側による切 着信側による切 着信側による切 着信側による切 着信側による切 適用外
断
断
断
断
断

28

転送確立後のエ 転送確立後のエ 転送確立後のエ 転送確立後のエ 転送確立後のエ 適用外
ラー
ラー
ラー
ラー
ラー

30

サポートされて サポートされて サポートされて サポートされて サポートされて 適用外
いないロケール いないロケール いないロケール いないロケール いないロケール

31

ASR エラー

ASR エラー

ASR エラー

ASR エラー

ASR エラー

適用外

32

TTS エラー

TTS エラー

TTS エラー

TTS エラー

TTS エラー

適用外

33

一般的な
一般的な
一般的な
一般的な
一般的な
適用外
ASR/TTS エラー ASR/TTS エラー ASR/TTS エラー ASR/TTS エラー ASR/TTS エラー

34

不明なエラー

40

41

不明なエラー

不明なエラー

不明なエラー

不明なエラー

適用外

VXML サーバ シ 適用外
ステムが使用不
可

適用外

適用外

VXML サーバ シ 適用外
ステムが使用不
可

VXML サーバ ア 適用外
プリケーション
エラー

適用外

適用外

VXML サーバ ア 適用外
プリケーション
エラー
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エラー
コード
（Error
Code）

Play Media

42

Get Digits

Menu

Get Speech

VXML サーバ ア 適用外
プリケーション
がサブダイアロ
グ リターン要素
の代わりにハン
グアップ要素を
使用

適用外

適用外

VXML サーバ ア 適用外
プリケーション
がサブダイアロ
グ リターン要素
の代わりにハン
グアップ要素を
使用

43

VXML サーバ ア 適用外
プリケーション
が一時停止され
ている

適用外

適用外

VXML サーバ ア 適用外
プリケーション
が一時停止され
ている

44

VXML サーバ
適用外
セッション エ
ラー（アプリ
ケーションがま
だロードされて
いない、など）

適用外

適用外

VXML サーバ
適用外
セッション エ
ラー（アプリ
ケーションがま
だロードされて
いない、など）

45

VXML サーバが 適用外
無効なフェッチ
エラーを検出
（メディアまた
はグラマー ファ
イルが見つから
ない、など）

適用外

適用外

VXML サーバが 適用外
無効なフェッチ
エラーを検出
（メディアまた
はグラマー ファ
イルが見つから
ない、など）

46

オーディオ スト 適用外
リーム エラー

適用外

適用外

適用外

（注）

Play Data

Capture

適用外

外部スクリプト実行ノードのチェックマーク（成功）分岐から制御が続行される場合、
user.microapp.error_code は常に、成功を示すゼロになります。 制御が X（失敗）分岐から続
く場合は通常、Unified CVP によってこの変数はここに示すコードのいずれかに設定されます。
（X 分岐に進んだ後は常にエラー コードをテストするように、ルーティング スクリプトを設
定します）。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
0

221

Packaged CCE によるスクリプティング
Unified CVP 用の Packaged CCE アプリケーションの作成

（注）

ただし、設定エラー、または何らかのネットワーク障害やコンポーネント障害によってマイク
ロアプリケーションがまったく動作しなくなると、Unified CVP はこの変数をいっさい設定で
きなくなります。 このようなケースを識別するには、設定ノードを使用して
user.microapp.error_code を -1 など、無効であることがわかっている値に事前に設定し、外部
スクリプト実行ノードの X 分岐の後に条件ノードを使用してその値をテストします。

Unified CVP 用の Packaged CCE アプリケーションの作成
Packaged CCE と Unified CVP 間の初期設定が完了したら、Unified CVP マイクロアプリケーション
にアクセスするための Packaged CCE のアプリケーションを作成できます。
これには、次の 2 つの Packaged CCE ソフトウェア ツールを使用します。
• Unified CCE Administration
• Packaged CCE Script Editor
次の項では、これらのツールを使用して Unified CVP 機能にアクセスする方法を簡単に説明しま
す。

Unified CVP ネットワーク VRU スクリプトの設定
手順
ステップ 1

Packaged CCE Administration 内で、[ツール（Tools）] > [リスト ツール（List Tools）]> [ネットワー
ク VRU スクリプト（Network VRU Scripts）] を選択します。

ステップ 2

[ネットワーク VRU スクリプト（Network VRU Scripts）] 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 3

[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 4

[属性（Attributes）] タブを次のように入力します。
（注）
[VRU スクリプト名（VRU Script Name）] フィールドと [構成パラメータ（Configuration
Param）] フィールドの文字列の形式は非常に独特なものであり、マイクロアプリケー
ション（Play Media、Play Data、Get Digits、Menu、および Get Speech）ごとに変化しま
す。
• [名前]： VRU スクリプトの一意の名前。
• [VRU スクリプト名（VRU Script Name）]： CVP サービスにパラメータを渡すために Unified
CVP によって使用される 39 文字のカンマで区切られた文字列。 文字列の内容は、アクセス
されるマイクロアプリケーションによって異なります。 このフィールドで指定する内容の詳
細については、次の項を参照してください。
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◦ Play Media マイクロアプリケーション
◦ Play Data マイクロアプリケーション
◦ Get Digits マイクロアプリケーション
◦ Menu マイクロアプリケーション
◦ Get Speech マイクロアプリケーション
• [タイムアウト（Timeout）]： Packaged CCE が VRU からの応答を待つ秒数。スクリプトを呼
び出してから応答なしでこの秒数が経過すると、その Unified CVP スクリプトは失敗したと
見なされます。
（注）
この設定は、VRU の障害検出のみを目的としています。スクリプト処理を中断す
るためのテクニックとして使用すると、予期せぬ結果につながることがあります。
デフォルトの 180 秒を使用するか、スクリプトに想定される最長実行時間よりも長
い期間に設定を拡大します。
• [タイムアウト（Timeout）]： Packaged CCE が VRU からの応答を待つ秒数。スクリプトを呼
び出してから応答なしでこの秒数が経過すると、その Unified CVP スクリプトは失敗したと
見なされます。
（注）
この設定は、VRU の障害検出のみを目的としています。スクリプト処理を中断す
るためのテクニックとして使用すると、予期せぬ結果につながることがあります。
デフォルトの 180 秒を使用するか、スクリプトに想定される最長実行時間よりも長
い期間に設定を拡大します。
• [割り込み可能（Interruptible）]： （チェックボックス）。Packaged CCE がスクリプトに割り
込み可能かどうか（ルーティング ターゲットが使用可能になったときなど）。
• [説明（Description）]： スクリプトに関する任意の追加情報。
ステップ 5

完了したら、[保存（Save）] をクリックして変更を適用します。

Unified CVP マイクロアプリケーションにアクセスする外部スクリプト実行ノードの
実行
手順
ステップ 1

Script Editor 内で、外部スクリプト実行オブジェクトを作業領域に配置し、そのオブジェクトを右
クリックし、[プロパティ（Properties）] ダイアログボックスを開きます。
[外部スクリプト実行のプロパティ（Run External Script Properties）] ダイアログボックスに、現在
設定されているすべてのネットワーク VRU スクリプトが表示されます。
（注）

[ICM スクリプト名（ICM Script Name）] カラムには、ICM Configuration Manager のスク
リプト ツールの [名前（Name）] フィールドで定義された値が反映されます。
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ステップ 2

実行する ICM スクリプト/VRU スクリプト名を選択します。

ステップ 3

必要に応じて、[コメント（Comments）] タブを変更します。

ステップ 4

必要に応じて、[ラベル（Labels）] タブを変更します。

ステップ 5

完了したら、[OK] をクリックして変更を送信し、ダイアログボックスを閉じます。

Unified CVP マイクロアプリケーション
次の項では、6 つの各 Unified CVP マイクロアプリケーションに対し、Unified CCE Administration
を介して定義できるパラメータについて説明します。
Unified CVP とともに使用する各ネットワーク VRU スクリプトを設定する際は、次の点に留意し
てください。
• [ネットワーク VRU スクリプト（Network VRU Script）] の [属性（Attributes）] タブにある
フィールド内の各マイクロアプリケーション パラメータは、カンマで区切る必要がありま
す。
• パラメータ値が指定されていない場合、マイクロアプリケーションではデフォルトが使用さ
れます。

マイクロアプリケーション用のダイナミック オーディオ ファイルのサポート
Unified CVP では、単一のマイクロアプリケーションを使用し、コール変数と Packaged CCE 数式
エディタを使用して音声案内を指定することができます。
ダイナミック オーディオ ファイル機能を提供するには、2 番目の VRU スクリプト パラメータに、
先頭にダッシュを付けた 1 ～10 の数値を設定します。 その後、メディア ライブラリに「A」、
「S」、または「V」を設定します。 Unified CVP は、対応する Call.PeripheralVariable の中身を見
て、再生するオーディオ ファイルの名前を決定します。
メディア ライブラリを「A」または「S」に設定した場合、Unified CVP は、「-（番号）」に対応
したコール変数で指定されているオーディオ ファイルを再生します。 たとえば、2 番目の VRU
スクリプト パラメータが「-4」に設定されていると、Call.PeripheralVariable4 に指定されたオー
ディオ ファイルが再生されます。 この機能は、Play Media、Menu、および Get Digits マイクロア
プリケーションに追加されます。

（注）

メディア ライブラリとして A が指定された場合、CVP はデフォルトでは
C:\inetpub\wwwroot\en-us\app フォルダの下にあるメディア ファイルを探します。S が指定され
た場合は、デフォルトでは C:\inetpub\wwwroot\en-us\sys フォルダの下を探します。
2 番目の VRU スクリプト パラメータ

対応するコール変数

-1 ～ -10

Call.PeripheralVariable（1 ～ 10）
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ダイナミック オーディオ ファイルの使用方法の例については、次の表を参照してください。
VRU スクリプト パラメータの例

定義

PM, -3,A

PM：Play Media マイクロアプリケーションを使用します。
-3：Call.PeripheralVariable3 に指定されたファイルを再生しま
す。
A：アプリケーション メディア ファイルのフォルダ
（C:\inetpub\wwwroot\en-us\app など）からファイルを取得し
ます。

（注）
• Call.PeripheralVariable でファイル名にファイル拡張子を指定しなければ、デフォルトのメディ
ア ファイル拡張子が適用されます（オーディオファイル用の .wav など）。
• 前にダッシュの付いた値を 2 番目の VRU スクリプト パラメータに設定したときに、それに
対応する Call.PeripheralVariable でファイル名を指定しなかった場合、CVP サービスは、メ
ディア プロンプトが格納されていない VoiceXML を作成します。
• Peripheral 変数では、1 つのファイルの名前のみを指定できます。 この値を名前と値のペアに
設定することはできません。
詳細については、この章内の個々のマイクロアプリケーションに関する項を参照してください。

マイクロアプリケーション用のデフォルト メディア サーバ
以前のリリース（Unified CVP 8.5 よりも前）では、マイクロアプリケーション用のメディア サー
バを指定するには、ECC 変数 user.microapp.media_server を使用するしか方法はありませんでし
た。 現在は、Operations Console を使用して、導入全体に対するデフォルトのメディア サーバを指
定できるようになりました。
グローバルなデフォルト メディア サーバは、Operations Console で [デバイス管理（Device
Management）] > [メディア サーバ（Media Server）] を選択することにより指定できます。 Packaged
CCE スクリプト内で ECC 変数 user.microapp.media_server が設定されていないか、空になってい
ると、このデフォルト メディア サーバがマイクロアプリケーションによって使用されます。
マイクロアプリケーションは、使用するメディア サーバを次に示すリストの順序で解決します。
1 ECC 変数 user.microapp.media_server で指定されているメディア サーバ
2 指定されているグローバルなデフォルト メディア サーバ
上の順序で最初に見つかった空でない値のメディア サーバがマイクロアプリケーションによって
使用されます。 これは、次のようなすべてのマイクロアプリケーションに適用されます。
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• Play Media（PM）
• Play Data（PD）
• Get Digits（PD）
• Menu（M）
次のスクリーン ショットは、Play Media マイクロアプリケーションが ECC 変数
user.microapp.media_server を使用してメディア ファイルを再生する場合の Packaged CCE スクリ
プトを示しています。
図 62：Play Media で ECC 変数が使用される Packaged CCE スクリプト

次のスクリーン ショットは、Play Media マイクロアプリケーションが Operations Console で設定さ
れたデフォルト メディア サーバを使用してメディア ファイルを再生する場合の Packaged CCE ス
クリプトを示しています。
図 63：Play Media でデフォルト メディア サーバが使用される Packaged CCE スクリプト

Capture マイクロアプリケーション
Capture（CAP）マイクロアプリケーションでは、Packaged CCE ルーティング スクリプト内の複数
のポイントでその時点でのコール データを保存させることができます。 CAP マイクロアプリケー
ションは VRU スクリプトとして設定される必要があります。実行には、他の Unified CVP マイク
ロアプリケーションと同様にスクリプト実行ノードを使用します。 VRU スクリプト名の値は、
「CAP」または「CAP,xxx,」になります。ここで、「xxx」は、一意に識別するために使用される
任意の文字列です。 VRU スクリプト設定の文字列はありません。
Capture マイクロアプリケーションを実行すると、Packaged CCE PG によって中間終了レコードが
生成されます。 具体的には、Termination_Call_Detail（TCD）テーブルにレコードが書き込まれま
す。このレコードには、現在のすべてのコール変数（VRUProgress 変数ではない）、ルータ コー
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ル キー、日時、および発信者入力番号が含まれています。 TCD レコードとともに、Capture マイ
クロアプリケーションは、一連のレコードを Termination_Call_Variable（TCV）テーブルに書き込
みます。これにはすべての ECC 変数の現在値が含まれています。
Packaged CCE では、TCD レコードと TCV レコードに対して標準のレポート テンプレートは用意
されていません。 これらのテーブルは規模が大きいため、最小限の索引付けと、クエリーではな
く書き込みに対して最適化を行うことで、コール処理のスループットに与える影響を最小限に抑
えます。 このデータについてレポートを作成する場合は、業務時間外の抽出プロセスを作成し、
行データを未加工のまま Packaged CCE の外部にあるデータベースにコピーします。 そこからク
エリー要件に最も適合した方法でテーブルを編成できます。
これらのレコードに関して必要な情報は次のとおりです。
• 同じコールに対する TCD レコードは、同じ RouterCallKeyDay と RouterCallKey が格納されて
いることから識別できます。 連続する TCD レコードは、RouterCallKeySequenceNumber が 1
ずつ増加する順序で並べられます。
• 中間 TCD レコードは、格納されている CallDisposition が 53（「PartialCall」）であることか
ら識別できます。 コールの実際の処理が格納されるのは、そのコールの最後の TCD レコー
ドのみです。
• 特定の TCD レコードに対応する TCV レコードは、TCV.TCDRecoveryKey を連結することに
より得られます。 このキーは、TCD レコード内の RecoveryKey 値と一致します。
• Packaged CCE 6.0(0) 以降では、TCD レコードの CallTypeId も VRU Peripheral 用に保存されま
す。 したがって、Capture マイクロアプリケーションの各呼び出し時、およびコールの終了
時について、それぞれの時点でのコールの CallType を判別できます。
• Unified CVP の総合的なコール フロー モデルの場合、これらのレコードは VRU レッグ Peripheral
と関連付けられます。 VRU アプリケーション レポートを実行している場合、CVP VRU レッ
グの PeripheralID を格納している TCD レコードについてフィルタリングできます。
Capture マイクロアプリケーションは、Packaged CCE のリソースを大量に必要とします。 使用す
るたびに、Packaged CCE によって 1 つの TCD レコードと複数の TCV レコードが書き込まれま
す。 必要な情報をキャプチャする便利な方法ではありますが、必要のない余分な情報までもキャ
プチャされる可能性があります。 このマイクロアプリケーションを使いすぎると、Packaged CCE
の処理時間とディスク容量に大きな負荷がかかるため、索引付けが最小限に抑えられていても、
Packaged CCE の想定されるコール負荷を処理する能力が低下する可能性があります。 スクリプト
内で情報をキャプチャする必要がある場所は、慎重に選択してください。 データ項目を可能な限
り多くのコール変数に分散させて、各呼び出しの有用性を極限まで高めます。

Play Media マイクロアプリケーション
Play Media（PM）マイクロアプリケーションは、メディア ファイルまたはストリーミング オー
ディオ ファイルに格納されたメッセージを再生するように設定できます。
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Play Media 用のネットワーク VRU スクリプトの設定
Packaged CCE Administration のネットワーク VRU スクリプト ツールを使用してパラメータを指定
します。

手順
ステップ 1

[VRU スクリプト（VRU Script）] フィールド パラメータを設定します。
• [マイクロアプリケーション タイプ（Micro-application type）]： Play Media の場合、有効なオ
プションは PM または pm です。
• [メディア ファイル名（Media File Name）]： 再生されるメディア ファイルの名前（つまり、
音声案内ファイル）または外部 VoiceXML ファイルの名前。
有効なオプションは次のとおりです。
◦ ファイル名（たとえば、.wav ファイル）。
◦ null：（デフォルト）このフィールドが空の場合、音声案内は再生されません。
◦ -（番号 1 ～ 10）：Unified CVP は、対応する Call.PeripheralVariable ファイルに含まれる
ファイルを再生します。 たとえば、2 という値は、Unified CVP に Call.PeripheralVariable2
を調べるように指示します。
◦ -a：このオプションが指定されると、Unified CVP がエージェント グリーティング用の
メディア ファイル名を自動生成します。 このファイル名は、Packaged CCE から受け
取った GED-125 パラメータに基づきます。
• [メディア ライブラリ タイプ（Media Library Type）]： 再生されるメディア ファイルの場所
を示すフラグ。
有効なオプションは次のとおりです。
◦ A：（デフォルト）アプリケーション
◦ S：システム
• [一意性の値（Uniqueness value）]： これはオプションです。 VRU スクリプト名を一意に識
別する文字列。

ステップ 2

[構成パラメータ（Configuration Param）] フィールド パラメータを設定します。
• [割り込みを許可（Barge-in Allowed）]： 割り込み（番号入力時にメディアの再生を中断）が
許可されるかどうかを指定します。
有効なオプションは次のとおりです。
◦ Y：（デフォルト）割り込みを許可
◦ N：割り込みを禁止

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
228

0

Packaged CCE によるスクリプティング
Unified CVP マイクロアプリケーション

（注）

Play Media および Play Data マイクロアプリケーションでは、音声割り込みは
サポートされていません。 ただし、Dual Tone Multifrequency（DTMF）割り込
みはこれらのマイクロアプリケーションでサポートされています。
割り込みの詳細については、Unified CVP による割り込みの処理, （229 ペー
ジ）を参照してください。

• [RTSP タイムアウト（RTSP Timeout）]： Real-Time Streaming Protocol（RTSP）を使用する場
合に、RTSP タイムアウトを秒数で指定します。
有効な値の範囲は 0 ～ 43200 秒です（デフォルトは 10 秒）。 値が 0 に設定されているか、
タイムアウト値が指定されていない場合、ストリームは終了しません。
詳細については、「ストリーミング オーディオを使用するための Play Media マイクロアプリ
ケーションの設定」を参照してください。
• [先行入力バッファのフラッシュ（Type-ahead Buffer Flush）]： Cisco VoiceXML の実装には、
発信者から収集した DTMF 番号を保持する先行入力バッファが含まれています。 VoiceXML
フォームの解釈アルゴリズムがユーザの DTMF 入力を収集する際には、さらなる入力を待つ
前に、このバッファからの番号を使用します。 このパラメータは、先行入力バッファが、音
声案内の再生後にフラッシュされるかどうかを制御します。 false の値（デフォルト）は、先
行入力バッファが、音声案内の再生後にフラッシュされないことを意味します。 音声案内が
割り込みを許可している場合、割り込んだ番号はフラッシュされません。
有効なオプションは次のとおりです。
◦ Y：先行入力バッファをフラッシュします
◦ N：（デフォルト）先行入力バッファをフラッシュしません
（注）

このパラメータは、2 つ以上の PM または PD マイクロアプリケーション（あ
るいはその両方）が CCE スクリプトの中で、ループで使用される場合（ある
エージェントのキューに入っている間など）に通常は使用されます。 PM ま
たは PD マイクロアプリケーション（あるいはその両方）が割り込み向けに有
効化されている場合は、このパラメータを Y に設定し、ユーザが割り込みす
る際に、CCE スクリプトの中で無制御のルーピングを防ぎます。

Unified CVP による割り込みの処理
Unified CVP では、次のように割り込みが処理されます。
• 割り込みが許可されていない場合は、発信者が番号の入力を開始すると、ゲートウェイが引
き続き音声案内を再生します。
• 割り込みが許可されている場合は、発信者が番号の入力を開始すると、ゲートウェイが音声
案内の再生を中断します。 「Get Speech と外部 Voice XML」を参照してください。
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ストリーミング オーディオを使用するための Play Media マイクロアプリケーションの設定
ストリーミング オーディオ サーバの .wav ファイルを再生するように Play Media（PM）マイクロ
アプリケーションを設定するには、CCE Script Editor を使用します。
シスコでは、メディア サーバの販売、OEM、サポートは行っていません。 IOS ゲートウェイで
は、8 ビット フォーマットの µ-law wav ファイルのみがサポートされています。 RealNetwork の
Helix™ Server などのメディア サーバは、µ-Law フォーマットの RTSP ブロードキャスト オーディ
オ ストリームを配信します。

（注）

IOS ゲートウェイでは、8 ビット フォーマットの µ-law wav ファイルのみがサポートされてい
ます。
ストリーム URL とストリーム名の値は引用符で囲む必要があります。

手順
ステップ 1

スクリプトに設定ノードを追加して、media_server ECC 変数を設定します。
• [設定のプロパティ（Set Properties）] ダイアログボックスの [変数設定（Set Variable）] タブ
で、[オブジェクト タイプ（Object Type）] ドロップ ダウンから [コール（Call）] を選択し、
[変数（Variable）] を user.microapp.media.server に設定します。

• [値（Value）] フィールドに、URL をストリーム名の直前まで指定します。
（注）

この URL は、ネットワーク上でオーディオをストリーミングする rtsp:// プレフィッ
クス（Real-time Streaming Protocol）で始まっている必要があります。 URL の末尾
にスラッシュを付けることはできません。
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• [OK] をクリックします。
ステップ 2

スクリプトに別の設定ノードを追加して、ストリーム名を設定します。
• [設定のプロパティ（Set Properties）] ダイアログボックスの [変数設定（Set Variable）] タブ
で、[オブジェクト タイプ（Object Type）] ドロップ ダウンから [コール（Call）] を選択し、
[変数（Variable）] を PeripheralVariable<1> に設定します。
標準の CCE Peripheral 変数の範囲は、PeripheralVariable1 から PeripheralVariables10 までです。

• [値（Value）] フィールドにストリーム名を指定し、[OK] をクリックします。
（注）

ステップ 3

ストリーム名は大文字と小文字が区別されま
す。

外部スクリプト実行ノードを作業領域に追加し、[外部スクリプト実行（Run External Script）] を
ダブルクリックします。
[外部スクリプト実行のプロパティ（Run External Script Properties）] ダイアログボックスに、現在
設定されているすべてのネットワーク VRU スクリプトが一覧表示されます。
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（注）

上の例では、CVP_RTSPStream_Forever スクリプトの外部スクリプト名に 4 つのパラメー
タ（PM、-1、A、5）が格納されています。 2 番目のパラメータ -1 は、PeripheralVariable1
で宣言されたストリーム名（手順 2 を参照）を再生することを CVP に指示しています。
ここで説明されている手順の概要に従ってストリーミング オーディオを設定すること
を推奨します。ストリーム名は Script Editor 内で必要に応じて簡単に変更することがで
きます。
CCE Script Editor で外部スクリプト実行ノードを使用して、新しいストリーミング サー
バにフェールオーバーするように CCE を設定することもできます。 たとえば、代替ス
トリーミング サーバ（IP アドレス）を指し示す場合は、外部スクリプト実行ノードか
ら出る X パスを使用して media_server ECC 変数を再定義します。 フェールオーバーの
状況では、このスクリプトが実行され、ストリームはターゲットのストリーミング サー
バから再生されて通常どおり動作します。

ステップ 4

[VRU スクリプト実行（Run VRU Script）] タブから、目的の CCE スクリプト名を選択し、[OK]
をクリックします。

ステップ 5

必要に応じて、Packaged CCE Administration のネットワーク VRU スクリプト ツールを使用して、
ストリームのタイムアウト値を設定できます。
[構成パラメータ（Configuration Param）] フィールド パラメータを設定します。
• [RTSP タイムアウト（RTSP Timeout）] フィールドに、タイムアウト値（秒）を入力します。
◦ 有効な値の範囲は 0 ～ 43200 秒です。
◦ 値が 0 に設定されているか、タイムアウト値が指定されていない場合、ストリームは終
了しません。

ステップ 6

IOS デバイスにグローバル コンフィギュレーション モードでアクセスし、rtsp client timeout connect
コマンドを使用して、ルータが Real-time Streaming Protocol（RTSP）サーバにエラーを報告する前
に待機する秒数を設定します。
指定できる範囲は 1 ～ 20 です。 推奨値は 10 秒です。
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CVP サービス付きの SIP コールが Reason Code: Q.850;Cause=38 で終了した場合は、ネットワー
ク インターフェイス設定が次のようになっていることを確認してください。
ip
ip
ip
ip
no

route-cache same-interface
route-cache cef
route-cache
mroute-cache
cdp enable

正しく指定されている場合は、ネットワーク インターフェイスから次の行を削除します。
keepalive 1800

この問題は、Unified CVP がネットワーク接続を失うと発生します。その場合、VXML Server
Gateway が CVP サービスから情報を取得できなくなり、結果としてコード 38 の拒否がゲートウェ
イのログに生成されます。
関連トピック
カスタム ストリーミング呼出音の設定, （233 ページ）
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。

Play Media の例：ウェルカム メッセージの再生
次の表に、Play Media 用のネットワーク VRU スクリプトの設定例を示します。
表 4：ネットワーク VRU スクリプトの設定例

例

フィールド名

フィールドの内容

Unified CVP に指示する内容

1

VRU スクリプ
ト名（VRU
Script Name）

PM,Welcome

Play Media（PM）マイクロアプリケーションを
使用して「Welcome.wav」メディア ファイルを
再生し、残りの設定に関してはデフォルトを受
け入れる。
（注）

構成パラメータ N
（Configuration
Param）

ファイル拡張子が指定されていない
場合、.wav が選択されます。

割り込みを許可しない。
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例

フィールド名

フィールドの内容

Unified CVP に指示する内容

2

VRU スクリプ
ト名（VRU
Script Name）

pm,July,S

システム（S）メディア ライブラリを使用して
「July.wav」メディア ファイルを再生するよう
に、Play Media (PM) マイクロアプリケーショ
ンを使う。

構成パラメータ Null（デフォルトの 割り込みを許可する。
（Configuration 受け入れ）
Param）
3

VRU スクリプ
ト名（VRU
Script Name）

PM,WebSite,,0

デフォルトのメディアタイプ（アプリケーショ
ン ライブラリ）と、一意性の値として設定 0
を使用して「Website.wav」メディア ファイル
を再生するように Play Media (PM) マイクロア
プリケーションを使う。
（注）

「,」（カンマ）は、省略されたパラ
メータを示します。 パラメータが省
略されると、Unified CVP によってデ
フォルトが適用されます。

構成パラメータ Null（デフォルトの 割り込みを許可する。
（Configuration 受け入れ）
Param）
4

5

VRU スクリプ
ト名（VRU
Script Name）

PM,WebSite,,1

デフォルトのメディアタイプ（アプリケーショ
ン ライブラリ）と、一意性の値として設定 1
を使用して「Website.wav」を再生するように
Play Media (PM) マイクロアプリケーションを
使う。

構成パラメータ N
（Configuration
Param）

割り込みを許可しない。

VRU スクリプ
ト名（VRU
Script Name）

アプリケーション（A）メディア ライブラリか
らファイルを取得して、Call.PeripheralVariable3
に表示されているファイルを使用するように
Play Media（PM）マイクロアプリケーションを
使う。

PM, -3, A

構成パラメータ N
（Configuration
Param）

割り込みを許可しない。
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例

フィールド名

フィールドの内容

Unified CVP に指示する内容

6

VRU スクリプ
ト名（VRU
Script Name）

PM, stream.rm

ストリーミング音声サーバから「stream.rm」を
再生し、残りの設定に対してはデフォルトを受
け入れるように、Play Media（PM）マイクロア
プリケーションを使う。

構成パラメータ N, 30
（Configuration
Param）

（注）

割り込みを許可しない。また、ストリームが
30 秒で停止するように設定する。

外部スクリプト実行ノードのチェックマーク（成功）分岐から制御が続行される場合、Play
Media では ECC 変数 user.microapp.error_code が、成功を示すゼロに設定されます。 制御が
X（失敗）分岐に進む場合は、通常、この変数が「Unified CVP スクリプトのエラー チェック」
に一覧されているいずれかのコードに設定されます。

Play Data マイクロアプリケーション
Play Data マイクロアプリケーションは、記憶領域からデータを取得し、そのデータをデータ再生
タイプと呼ばれる特定の形式で発信者に再生します。
再生されるデータのソースには、次のものがあります。
• データベース検索から取得した情報
• 発信者が入力した情報

Play Data とデータ ストレージ
このマイクロアプリケーションを呼び出す前に、再生データの場所を指定しておく必要がありま
す。 これは、Script Editor の設定ノードで次のいずれかのストレージ領域を指し示すことにより行
います。
• 標準の Packaged CCE Peripheral 変数（PeripheralVariable1 ～ PeripheralVariables10）のうちの 1
つ。
• user.microapp.play_data 要素。

Play Data マイクロアプリケーション用のネットワーク VRU スクリプト設定の設定
CCE Configuration Manager のネットワーク VRU スクリプト ツールの [属性（Attributes）] タブを
使用してパラメータを指定します。
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（注）

Play Media および Play Data マイクロアプリケーションでは、音声割り込みはサポートされて
いません。 ただし、DTMF 割り込みはこれらのマイクロアプリケーションでサポートされて
います。
9 桁を超える整数を使用する場合は、文字列として扱われるように、その値を引用符で囲んで
ください。

手順
ステップ 1

[VRU スクリプト（VRU Script）] フィールド パラメータを設定します。
• [マイクロアプリケーション タイプ（Micro-application type）]： Play Data の場合、有効なオ
プションは PD または pd です。
• [データ再生タイプ（Data Playback Type）]： 発信者に返される（「再生される」）データの
タイプ。 有効なオプションは次のとおりです。
◦ 番号（Number）
◦ 文字（Char）
◦ 日付（Date）
◦ 経過時間（Etime）
◦ 時刻（TOD）
◦ 24 時間表示の時刻（24TOD）
◦ 曜日（DOW）
◦ 通貨（Currency）
（注）

TTS を使用する場合、24TOD と DOW のデータ再生タイプはサポートされません。
Currency でサポートされるのは米ドル（USD）だけです。
これらの再生タイプの詳細（入力フォーマットと出力例を含む）については、「音
声データの再生タイプ」を参照してください。

• [一意性の値（Uniqueness value）]： これはオプションです。 VRU スクリプト名を一意に識
別する文字列。
ステップ 2

[構成パラメータ（Configuration Param）] フィールド パラメータを設定します。
• [再生されるデータの場所（Location of the data to be played）]： 有効なオプションは次のとお
りです。
◦ null（デフォルト）：このオプションを空のままにする場合は、ECC 変数
user.microapp.play_data を使用します。
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◦ コール Peripheral 変数番号を表す数字（たとえば、1 は Call.PeripheralVariable1 を表しま
す）。
（注）

データの場所の詳細については、「Play Data とデータ ストレージ」を参照してく
ださい。

• [割り込みを許可（Barge-in Allowed）]： 割り込み（番号入力時にメディアの再生を中断）が
許可されるかどうかを指定します。
有効なオプションは次のとおりです。
◦ Y：（デフォルト）割り込みを許可
◦ N：割り込みを禁止
（注）

Play Media および Play Data マイクロアプリケーションでは、音声割り込みは
サポートされていません。 ただし、DTMF 割り込みはこれらのマイクロアプ
リケーションでサポートされています。
割り込みの詳細については、Unified CVP による割り込みの処理, （229 ペー
ジ）を参照してください。

• 時間フォーマット（Time Format）
時間のデータ再生タイプ（Etime、TOD、24TOD）に対してのみ有効。
使用できる形式は次のとおりです。
◦ null：時間以外のフォーマットに対しては、このオプションを空白のままにします。
◦ HHMM：時間フォーマットのデフォルト
◦ HHMMSS：秒が含まれます
◦ HHMMAP：am または pm が含まれます（TOD の場合にのみ有効）
• [先行入力バッファのフラッシュ（Type-ahead Buffer Flush）]： Cisco VoiceXML の実装には、
発信者から収集した DTMF 番号を保持する先行入力バッファが含まれています。 VoiceXML
フォームの解釈アルゴリズムがユーザの DTMF 入力を収集する際には、さらなる入力を待つ
前に、このバッファからの番号を使用します。 このパラメータは、先行入力バッファが、音
声案内の再生後にフラッシュされるかどうかを制御します。 false の値（デフォルト）は、先
行入力バッファが、音声案内の再生後にフラッシュされないことを意味します。 音声案内が
割り込みを許可している場合、割り込んだ番号はフラッシュされません。
有効なオプションは次のとおりです。
◦ Y：先行入力バッファをフラッシュします
◦ N：（デフォルト）先行入力バッファをフラッシュしません
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（注）

このパラメータは、Cisco IOS ゲートウェイで DTMF 割り込みを使用している
場合にのみ適用されます。 このパラメータは、2 つ以上の PM または PD マイ
クロアプリケーション（あるいはその両方）が CCE スクリプトの中で、ルー
プで使用される場合（あるエージェントのキューに入っている間など）に通
常は使用されます。 PM または PD マイクロアプリケーション（あるいはその
両方）が割り込み向けに有効化されている場合は、このパラメータを Y に設
定し、ユーザが割り込みする際に、CCE スクリプトの中で無制御のルーピン
グを防ぎます。

音声データの再生タイプ
発信者への音声データの提供方法を設定することは、Unified CVP をセットアップする際の重要な
部分です。 次の「データ再生タイプ」の表に、各タイプの説明を示します。また、TTS を使用し
ない場合に、サポートされているロケールに対して有効な値とフォーマットの例も一緒に示しま
す。
• en-us。 英語（米国）
• en-gb。 英語（英国）
• es-mx。 スペイン語（メキシコ）
• es-es。 スペイン語（スペイン）
ロケールは、user.microapp.locale 変数を設定することにより選択されます。
各言語で一般に使用されている文字で構成された文字列は、文字ごとに再生されなければならな
い場合があります（これにはキーボードの特殊文字と数字も含まれます）。 ある記号が特定の言
語で使用されない場合は、その記号を含む文字列を Play Data によって Char データ型でスペルア
ウトできます。
たとえば、米国内（ロケールは en-us）の CVP アプリケーションが、アカウント所有者の名前を
データベースにクエリーし、その名前のスペルを発信者に読み上げるとします。 データベースか
ら取得した名前が「Hänschen Walther」だったとしても、メディア サーバから取得されるメディア
ファイルは、en-us ロケールが含まれる URL からのものになります。 記号 ä は、10 進数値で表す
と 228 になります。これは、値が 97 の記号とは異なります。 記号ごとにサポートされる正しい
単語を記録することは、トランスレータの仕事です。文字変換の詳細については、「システムメ
ディア ファイル」を参照してください。
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表 5： データ再生タイプ

データ再生タ
イプ

説明

入力フォーマット

番号
（Number）

格納されているデー -###############.###### en-us および en-gb の標準的な読
タを数値として再生 先頭のマイナス（-）は、 み上げ形式：
します。
省略可能であり、
• -123 =「minus one hundred
「minus」として再生され
twenty three」
ます。
• 35.67 =「thirty five point six
文字列の整数部分は最大
seven」
15 桁まで格納できます
• 1234.0 =「one thousand, two
（最大値は 999 兆 9999 億
hundred, thirty four point
9999 万 9999）。
zero」
小数点は、ピリオド（.）
で表され、「point」とし es-mx および es-es の標準的な読
て再生されます。 小数点 み上げ形式：
以下が存在しない場合は
• -120 =「menos ciento
省略できます。
veinte」
数値の浮動小数点部分
• 10.60 =「diez coma seis
は、省略可能であり、最
cero」
大で 6 桁まで格納できま
す。

出力例（TTS を使用しない場
合）

• 1,100 =「mil cien」

末尾のゼロは再生されま
す。
文字（Char）

格納されているデー すべての印刷可能な米国 en-us および en-gb の標準的な読
タを個別の文字とし 規格協会（ANSI）文字が み上げ形式：
て再生します。
サポートされています。
• abc123=「A, B, C, one, two,
（注）
コード ページ
three」
1252 が ANSI 規
格です。 ASCII es-mx および es-es の標準的な読
（0 ～ 127 の文 み上げ形式：
字）と 128 ～
• abc123 =「A, B, C, uno, dos,
255 の拡張文字
tres」
が含まれます
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データ再生タ
イプ

説明

入力フォーマット

出力例（TTS を使用しない場
合）

日付（Date）

格納されているデー YYYYMMDD（ロケール en-usの標準的な読み上げ形式：
タを日付として再生 に依存しない）。
• MMDDYYYY フォーマッ
します。
YYYY オプション：1800
ト：20000114 =「January
から 9999 までの範囲。
fourteenth, two thousand」
MM オプション：01 から
en-gb の標準的な読み上げ形
12 までの範囲。
式：
DD オプション：01 から
• DDMMYYYY フォーマッ
31 までの範囲。
ト：20000114 =「Fourteenth
（注）
ソフトウェアは
of January, two thousand」
日付を検証しま
せん（たとえ
es-mx および es-es の標準的な読
ば、20000231 は み上げ形式：
有効であり、そ
• DDMMYYYY フォーマッ
のまま再生され
ト：20001012 =「doce
ます）。 ただ
octubre dos mil」
し、範囲外の場
合はエラーが発
（注）
生します（たと
えば、月が 34
の場合など）。

経過時間
（Etime）

すべての読み上げ形
式で、ロケールに対
応した正しい文法が
使用されます。

格納されているデー HHMM または HHMMSS en-us および en-gb の標準的な読
タを経過時間の長さ 最大値は、99 時間 59 分 み上げ形式：
として再生します。 59 秒
• HHMM フォーマット：
0830=「eight hours thirty
先頭のゼロはすべて無視
minutes」
されます。
• HHMMSS フォーマット：
083020=「eight hours, thirty
minutes, twenty seconds」
es-mx および es-es の標準的な読
み上げ形式：
• HHMM フォーマット：
0205 =「dos horas cinco
minutos」
• HHMMSSS フォーマット：
020101 =「dos horas un
minuto un segundo」
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データ再生タ
イプ

説明

入力フォーマット

出力例（TTS を使用しない場
合）

時刻（TOD）

格納されているデー HHMM または HHMMSS en-us および en-gb の標準的な読
タを時刻として再生 （24 時間表示）
み上げ形式：
します。
HH オプション：00 ～ 24
• HHMM フォーマット：
0800 =「eight o’clock」0830
MM オプション：00 ～ 59
=「eight thirty」1430 =「two
SS オプション：00 ～ 59
thirty」
• HHMMSS フォーマット：
083020 =「eight thirty and
twenty seconds」
• HHMMAP フォーマット：
1430 =「two thirty p.m.」
es-mx および es-es の標準的な読
み上げ形式：
• HHMM フォーマット：
0100 =「una a.m.」
• HHMMAP フォーマット：
1203 =「doce y tres p.m.」
• HHMMSS フォーマット：
242124 =「doce veintiuno
a.m.」

曜日（DOW） 格納されているデー 1 から 7 までの整数（1 = en-us および en-gb の標準的な読
タを曜日として再生 日曜日、2 = 月曜日な
み上げ形式：
します。
ど）。
• 7 =「Saturday」
（注）
TTS を使用する
場合、DOW
es-mx および es-es の標準的な読
データ再生タイ み上げ形式：
プはサポートさ
• 7 =「Sabado」
れません。

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。
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表 6： 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

point

ポイント

番号

minus

マイナス

番号
DOW を除くすべ
て

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

five

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

56

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
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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

12

twelve

13

thirteen

14

fourteen

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

28

twenty-eight

29

twenty-nine

30

thirty

31

thirty-one

32

thirty-two

33

thirty-three

34

thirty-four
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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

35

thirty-five

36

thirty-six

37

thirty-seven

38

thirty-eight

39

thirty-nine

40

forty

41

forty-one

42

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

56

fifty-six

57

fifty-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

58

fifty-eight

59

fifty-nine

60

sixty

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
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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

81

eighty-one

82

eighty-two

83

eighty-three

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
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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

million

million

番号、通貨

billion

billion

番号、日付、通貨

trillion

trillion

番号、通貨

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 7： 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

2ord

second

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

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
0

247

Packaged CCE によるスクリプティング
Unified CVP マイクロアプリケーション

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

13ord

thirteenth

14ord

fourteenth

15ord

fifteenth

16ord

sixteenth

17ord

seventeenth

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。
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表 8： 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

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
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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

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

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
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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

Ê、ê

202、234

e_202_234

曲折アクセント付きの
E

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

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

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

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

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 9： 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

1月

日付

February

2月

日付

March

3月

日付

April

4月

日付

May

5月

日付

June

6月

日付

July

7月

日付

August

8月

日付

September

9月

日付
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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

October

10 月

日付

November

11 月

日付

December

12 月

日付

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 10： 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

日曜日

曜日

Monday

月曜日

曜日

Tuesday

火曜日

曜日

Wednesday

水曜日

曜日

Thursday

木曜日

曜日

Friday

金曜日

曜日

Saturday

土曜日

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。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
0

253

Packaged CCE によるスクリプティング
Unified CVP マイクロアプリケーション

表 11： 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

hour

時

経過時間、ロケー
ル単位の
24TOD、ロケー
ル単位の TOD

hours

時

経過時間、ロケー
ル単位の
24TOD、ロケー
ル単位の TOD

minute

分

経過時間

minutes

分

経過時間

second

秒

経過時間、
24TOD

seconds

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）

am

午前

TOD

pm

午後

TOD

oclock

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。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
254

0

Packaged CCE によるスクリプティング
Unified CVP マイクロアプリケーション

（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 12： 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）

$

36

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

USD_dollar

ドル

通貨

USD_dollars

ドル

通貨

（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

cent

セント

通貨

cents

セント

通貨

euro

ユーロ

通貨

GBP_pound

ポンド

通貨

GBP_pounds

ポンド

通貨

penny

ペニー

通貨

pence

ペンス

通貨

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
0

255

Packaged CCE によるスクリプティング
Unified CVP マイクロアプリケーション

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

MXN_peso

ペソ

通貨

MXN_pesos

ペソ

通貨

centavo

センターボ

通貨

centavos

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。
表 13：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

and

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。
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表 14： 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

space

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

pound

ポンド

文字

%

37

percent

パーセント

文字

&

38

ampersand

アンパサンド

文字

'

39

apostrophe

アポストロフィ

文字

(

40

open_ parenthesis

開き括弧

文字

)

41

close_ parenthesis

閉じ括弧

文字

*

42

asterisk

アスタリスク

文字

+

43

plus

プラス

文字

,

44

comma

カンマ

文字

-

45

hyphen

ハイフン

文字

.

46

period

ピリオド

文字

/

47

slash

スラッシュ

文字

:

58

colon

コロン

文字

;

59

semicolon

セミコロン

文字

<

60

less_than

より少ない

文字

=

61

equal

等しい

文字

62

greater_than

より大きい

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

?

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

backslash

バックスラッシュ

文字

]

93

right_square_bracket

閉じ大カッコ

文字

^

94

caret

キャレット

文字

_

95

underscore

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

|

124

pipe

パイプ

文字

}

125

close_brace

閉じ中括弧

文字

~

126

tilde

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

low double quote

下方の二重引用符

文字

…

133

ellipsis

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
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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

<

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

bullet

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

文字

™

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

section

セクション

文字

¨

168

char_168

文字 168

文字

©

169

copyright

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

not

ノット

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

-

173

char_173

文字 173

文字

®

174

registered

登録

文字

¯

175

char_175

文字 175

文字

°

176

degree

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

micro

マイクロ

文字

¶

182

paragraph

パラグラフ

文字

·

183

middle_dot

中点

文字

¸

184

cedilla

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

Play Data の設定例
次の表に、Play Data の設定例をいくつか示します。
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表 15： Play Data の設定例

[VRU スクリプト名（VRU
説明
Script Name）] フィールドの
設定
PD,Number
（注）

[構成パラメータ
（Configuration Param）]
フィールドの設定

PD：Play Data マイクロアプ 空
リケーションを使用します。

デフォルトの ECC
（user.microapp.play_data）
内のデータを数値として再
生します。

pd：Play Data マイクロアプ 1
リケーションを使用します。

1：Call PeripheralVariable 1
内のデータを文字として再
生します。

9 桁を超える整数
を使用する場合
Number：データを数値とし
は、文字列として て再生します。
扱われるように、
その値を引用符で
囲んでください。

PD, Char

Char：データを個別の文字
として再生します。
PD,Etime,0
（注）

PD：Play Data マイクロアプ 1,,HHMM
リケーションを使用します。

9 桁を超える整数
を使用する場合
Etime：データを時間として
は、文字列として 再生します。
扱われるように、
その値を引用符で
囲んでください。

PD,Date

PD,Currency

説明

1：Call PeripheralVariable 1
内のデータを経過時間とし
て再生します。
,：（スキップされたパラ
メータ）デフォルトの設定
（Y）を受け入れます
HHMM：HHMMフォーマッ
トで時間を再生します（た
とえば、8 時間、30 分）。

PD：Play Data マイクロアプ 1,N
リケーションを使用します。

1：コール変数 1 内のデータ
を日付として再生します。

Date：データを日付として
再生します。

N：割り込みを禁止します。

PD：Play Data マイクロアプ 4,N
リケーションを使用します。

4：コール変数 4 内のデータ
を通貨として再生します。

Currency：データを通貨と
して再生します。

N：割り込みを禁止します。
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（注）

制御が外部スクリプト実行ノードのチェックマーク（成功）分岐に進む場合、Play Data により
ECC 変数 user.microapp.error_code がゼロに設定されます（成功を意味します）。 制御が X
（失敗）分岐に進む場合は、通常、Play Data によりこの変数が「Unified CVP スクリプトのエ
ラー チェック」に一覧されているいずれかのコードに設定されます。

Get Digits マイクロアプリケーション
Get Digits（GD）マイクロアプリケーションは、メディア ファイルを再生し、番号を取得します。
たとえば、発信者にパスワードの入力を促すアプリケーションで Get Digits を使用できます。
Unified Customer Voice Portal は、取得した番号を次の処理のために Packaged CCE へ返します。こ
れには、CCE/CVP メッセージング インターフェイスの発信者入力番号（CED）フィールドが使用
されます。 （これは、変数 Call.CallerEnteredDigits を介して Packaged CCE スクリプトで利用でき
ます）。

Get Digits マイクロアプリケーション用のネットワーク VRU スクリプト設定の設定
Packaged CCE Administration のネットワーク VRU スクリプト ツールを使用してパラメータを指定
します。

手順
ステップ 1

[VRU スクリプト（VRU Script）] フィールド パラメータを設定します。
• [マイクロアプリケーション タイプ（Micro-application type）]： Get Digits の場合、有効なオ
プションは GD または gd です。
• [メディア ファイル名（Media File Name）]： 再生されるメディア ファイルの名前（つまり、
音声案内ファイル）。 有効なオプションは次のとおりです。
◦ ファイル名（たとえば、.wav ファイル）。
（注）

ファイル名は、大文字と小文字が区別されま
す。

◦ null：（デフォルト）このフィールドが空の場合、音声案内は再生されません。
◦ -（番号 1 ～ 10）：Unified CVP は、対応する Call.PeripheralVariable ファイルに含まれる
ファイルを再生します。 たとえば、-2 と入力した場合、Unified CVP は
Call.PeripheralVariable2 を参照します。
• [メディア ライブラリ タイプ（Media Library Type）]： 再生されるメディア ファイルの場所
を示すフラグ。 有効なオプションは次のとおりです。
◦ A：（デフォルト）アプリケーション
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◦ S：システム
• [一意性の値（Uniqueness value）]： これはオプションです。 VRU スクリプト名を一意に識
別する文字列。
ステップ 2

[構成パラメータ（Configuration Param）] フィールド パラメータを設定します。
• [最小フィールド長（Minimum Field Length）]： 発信者からの電場番号の最小桁数。 有効な
オプションは 1 ～ 32 です（デフォルトは 1）
• [最大フィールド長（Maximum Field Length）]： 発信者からの電場番号の最大桁数。 有効な
オプションは 1 ～ 32 です（デフォルトは 1）。
（注）

最大フィールド長と DTMF 終了キーの詳細については、「Get Digits と番号入力の
完了」を参照してください。

• [割り込みを許可（Barge-in Allowed）]： 割り込み（番号入力時にメディアの再生を中断）が
許可されるかどうかを指定します。
有効なオプションは次のとおりです。
◦ Y：（デフォルト）割り込みを許可
◦ N：割り込みを禁止
割り込みの詳細については、Unified CVP による割り込みの処理, （229 ページ）を参照して
ください。
（注）

Unified CVP は、次のように割り込みを処理します。割り込みが許可されていない
場合、SIP/ゲートウェイは、発信者が番号の入力を開始しても音声案内の再生を続
行します。割り込みが許可されている場合は、発信者が番号の入力を開始すると、
ゲートウェイが音声案内の再生を中断します。 「Get Speech と外部 Voice XML」
を参照してください。

• [桁間タイムアウト（Inter-digit Timeout）]： ：発信者が番号と番号を入力する間に許容され
る秒数。 超過した場合、システムはタイムアウトします。 有効なオプションは 1 ～ 99 です
（デフォルトは 3）。
• [入力なしタイムアウト（No Entry Timeout）]： 発信者が番号の入力を開始できる秒数。 超
過した場合、システムはタイムアウトします。 有効なオプションは 0 ～ 99 です（デフォル
トは 5）。
• [入力なしの試行回数（Number of No Entry Tries）]： 音声案内が再生された後に発信者がデー
タを何も入力しないでいると、Unified CVP は「Get Digits」のサイクルを繰り返します。 （合
計には初回のサイクルも含まれます）。有効なオプションは 1 ～ 9 です（デフォルトは 3）。
• [無効な試行回数（Number of Invalid Tries）]： 発信者が無効なデータを入力すると、Unified
CVP は「Get digits」のサイクルを繰り返します（合計には初回のサイクルも含まれます）。
有効なオプションは 1 ～ 9 です（デフォルトは 3）。
• [タイムアウト メッセージのオーバーライド（Timeout Message Override）]： 有効なオプショ
ンは次のとおりです。
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◦ Y：システム デフォルトをあらかじめ録音されたアプリケーション メディア ライブラ
リ ファイルでオーバーライドします
◦ N：（デフォルト）システム デフォルトをオーバーライドしません
• [無効な入力メッセージのオーバーライド（Invalid Entry Message Override）]： 有効なオプショ
ンは次のとおりです。
◦ Y：システム デフォルトをあらかじめ録音されたアプリケーション メディア ライブラ
リ ファイルでオーバーライドします。
◦ N：（デフォルト）システム デフォルトをオーバーライドしません
（注）

タイムアウト メッセージと無効な入力メッセージの詳細については、「システム
メディア ファイル」を参照してください。

• [DTMF 終了キー（DTMF Termination Key）]： 発信者が入力すると、番号の入力が完了した
ことを示す 1 文字です。 有効なオプションは次のとおりです。
◦0～9
◦ *（アスタリスク）
◦ #（シャープ記号、デフォルト）
◦ N（終了キーなし）
（注）

最大フィールド長と DTMF 終了キーの詳細については、「Get Digits と番号入力の
完了」を参照してください。

• [未完了のタイムアウト（Incomplete Timeout）]： 発信者が話すのを止めてからの時間。これ
は、発信者による入力が定義された文法に一致しないため、無効な入力エラーを生成するた
めのオプションです。 有効なオプションは 0 ～ 99 です（デフォルトは 3）。
（注）

この値が 0 に設定されると、CVP サービスは NoEntry Timeout を NoError として処
理します。

Get Digits の設定例
次の表に、.wav ファイルを使用して音声案内を再生し、DTMF で入力を取得するアプリケーション用の Get Digits の設
定例をいくつか示します。
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表 16： .wav ファイル用の Get Digits の設定例

[VRU スクリプト名（VRU 説明
Script Name）] フィール
ドの設定
GD,Password,A,0

GD：Get Digits マイクロアプリ
ケーションを使用します。

[構成パラメータ
（Configuration Param）]
フィールドの設定

説明

6,12

6：最小フィールド長
12：最大フィールド長

Password：「Password.wav」と
いう名前のメディア ファイルを
再生します。

その他すべての設定はデフォ
ルトのままです。

A：アプリケーション メディア
ライブラリ。
0：一意性の値。
GD,Password,A,1

gd：Get Digits マイクロアプリ
ケーションを使用します。

6,12,N,3,5,2,2,N,Y,#

6：最小フィールド長
12：最大フィールド長

Password：「Password.wav」と
いう名前のメディア ファイルを
再生します。

N：割り込みを禁止
3：桁間タイムアウト（秒）

A：アプリケーション メディア
ライブラリ。

5：入力なしタイムアウト
（秒）

1：一意性の値。

2：入力なしの試行回数
2：無効な試行回数
N：タイムアウト メッセー
ジのオーバーライド
Y：無効な入力メッセージの
オーバーライド
#：DTMF 終了キー

（注）

GD,ssn

上の 2 つの例は、両方とも Password.wav ファイル（「パスワードを入力し、その後にシャープ記号を入力
してください」）を再生し、番号を収集します。 両者の違いは、最初の例が [構成パラメータ（Configuration
Param）] フィールドで利用可能なほとんどのデフォルト設定をそのまま使用しているという点です。
GD：Get Digits マイクロアプリ 9,9,
9：最小フィールド長
ケーションを使用します。

9：最大フィールド長

ssn：「ssn.wav」という名前のメ
ディア ファイルを再生します。
（注）

その他すべての設定はデフォ
ルトのままです。

先行入力を Get Digits マイクロアプリケーションで使用できるのは、user.microapp.input_type が D に設定
された場合のみです。 「Get Speech と外部 Voice XML」を参照してください。
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[VRU スクリプト名（VRU 説明
Script Name）] フィール
ドの設定
GD, -4, S

gd：Get Digits マイクロアプリ
ケーションを使用します

[構成パラメータ
（Configuration Param）]
フィールドの設定

説明

6,12,

6：最小フィールド長

-4：Call.PeripheralVariable4 に指
定されたファイルを呼び出しま
す

12：最大フィールド長
その他すべての設定はデフォ
ルトのままです

S：システム メディア ライブラ
リからファイルを取得します

Get Speech と外部 Voice XML
Get Speech マイクロアプリケーションを使用して、情報を外部 VoiceXML との間で双方向に受け
渡しできます。 次の表に、外部 VoiceXML を使用するように Get Speech スクリプトを設定する方
法を示します。
外部 VoiceXML を使用するように Get Speech マイクロアプリケーションをセットアップするには、
[メディア ライブラリ タイプ（Media Library Type）] を「V」に設定します。 CVP サービスは、外
部 VoiceXML ファイル名で指定された外部 VoiceXML を呼び出す VoiceXML を作成します。 外部
VoiceXML への URL は、media_server、locale、App_Media_Lib、および外部 VoiceXML ファイル
名の組み合わせで構成されます。 VoiceXML ファイル名にファイル拡張子が含まれていない場合、
デフォルトの「*.VoiceXML」が使用されます。
外部 VoiceXML が使用される場合、次の GetSpeech VRU スクリプト パラメータのみが使用されま
す。
• 「無効な入力の回数（Number of Invalid Entry）」エラー
• 「入力なしの回数（Number of No Entry）」エラー
CVP サービスの「NoEntry」および「InvalidEntry」再試行ロジックは、外部 VoiceXML が <noinput>
または <nomatch> イベントを返してきたときに使用されます。
エラー処理
エラー処理
Get Speech マイクロアプリケーションから呼び出された外部 VoiceXML のエラー処理には次が含
まれます。
• [メディア ライブラリ タイプ（Media Library Type）] を「V」に設定し、[外部 VoiceXML 名
（External VoiceXML Name）] パラメータを設定しなかった場合、「無効な VRU スクリプト
名（Invalid VRU Script Name）」エラーが Packaged CCE に返されます。
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Get Digits と番号入力の完了
Unified CVP は、GD の番号入力をいくつかの条件についてテストして、番号入力が完了したかど
うかを判別します。
Unified CVP は、発信者が次のいずれかを入力すると、番号入力が完了したと見なします。
• 許容される最大桁数の番号（終了キーが使用されていない場合）。
• 最大桁数の番号（終了キーを除く）。
• 最大桁数より少ない状態で終了キー。
• 最大桁数より少ない状態で桁間タイムアウトの時間を超過。
• 何も入力せずに入力なしタイムアウトの時間に到達。

注意

次に説明するすべてのシナリオについてテストするように Packaged CCE スクリプトをセット
アップすることが重要です。

番号入力が完了した場合
番号入力が完了した後、Unified CVP は、番号の文字列を検証して、その長さが最小長以上（>=）
かつ最大長以下（<=）であるかどうかを判別します。
可変長のデータ入力では、[最大フィールド長（Maximum Field Length）] の値に終了キーは含まれ
ません。 たとえば、GD マイクロアプリケーションが 6 ～ 12 桁のパスワードを受け入れ、番号入
力の完了が終了キー（またはタイムアウト）によって示される場合、[最小フィールド長（Minimum
Field Length）] の設定は 6、[最大フィールド長（Maximum Field Length）] の設定は 12 になり、
DTMF 終了キーは 1 文字で定義されます。
結果を CVP サービスに返す前に、SIP サービスは終了キーを廃棄します（Packaged CCE に返され
る CED にはパスワード番号のみが含まれます）。

（注）

この例では、桁間タイムアウトになる前に 13 桁目の番号が入力され、その番号が終了キーで
なければ、余分な番号はゲートウェイ VXML ブラウザによってバッファリングされ、次の番
号収集ノード（例：GD または Menu マイクロアプリケーション）で消費されます。
この先行入力動作の詳細については、オンラインの『Cisco VoiceXML Programmer’s Guide』の
「Type-ahead Support」を参照してください。
番号文字列を検証した後、Unified CVP は次を実行します。
• 文字列が有効な場合、Unified CVP は番号文字列（終了キーは除く）を Call.CallerEnteredDigits
変数に格納し、チェックマーク（成功）分岐からノードを抜け出し、制御を Packaged CCE
ソフトウェアに返します。
• 文字列が有効ではない場合、Unified CVP はそれを無効な入力と見なし、次を実行します。
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◦ [無効な入力試行の回数（Number of Invalid Entry Tries）] の値に到達していない場合、
Unified CVP はエラー メッセージを再生し、元の音声案内をもう一度再生します。
◦ [無効な入力試行の回数（Number of Invalid Entry Tries）] の値に到達している場合、Unified
CVP は、最後に入力された番号文字列を Call.CallerEnteredDigits 変数に格納し、X（失
敗）分岐からノードを抜け出し、user.microapp.error_code ECC 変数を 16（無効な試行
の最大回数に到達（Reached Maximum Invalid Tries））に設定し、制御を Packaged CCE
に返します。

入力なしタイムアウトが発生した場合
発信者が何も入力しないまま [入力なしタイムアウト（No Entry Timeout）] の時間が経過した場
合、次が実行されます。
• [入力なしの試行回数（Number of No Entry Tries）] の値に到達していない場合、Unified CVP
は「入力がありません（no entry）」というエラー メッセージを再生し、元の音声案内をも
う一度再生します。
• [入力なしの試行回数（Number of No Entry Tries）] の値に到達している場合、Unified CVP は
X（失敗）分岐からノードを抜け出し、Call.CallerEnteredDigits 変数を NULL に設定し、
user.microapp.error_code ECC 変数を 17（入力なしの試行の最大回数に到達（Reached Maximum
No Entry Tries））に設定し、制御を Packaged CCE に返します。

Menu マイクロアプリケーション
このマイクロアプリケーションは、メニューメディアファイルを再生し、定められた番号を取得
します。 （Menu は、入力して妥当性を確認する番号が 1 文字であることを除けば、Get Digit マ
イクロアプリケーションと同じです）。
Unified CVP は、取得した番号を次の処理のために Packaged CCE へ返します。これには、Packaged
CCE/CVP メッセージング インターフェイスの発信者入力番号（CED）フィールドが使用されま
す。

Menu マイクロアプリケーション用のネットワーク VRU スクリプト設定の設定
Packaged CCE Administration のネットワーク VRU スクリプト ツールを使用してパラメータを指定
します。

手順
ステップ 1

[VRU スクリプト（VRU Script）] フィールド パラメータを設定します。
• [マイクロアプリケーション タイプ（Micro-application type）]： Menu の場合、有効なオプショ
ンは M または m です。
• [メディア ファイル名（Media File Name）]： 再生されるメディア ファイルの名前（つまり、
音声案内ファイル）。 有効なオプションは次のとおりです。
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◦ ファイル名（たとえば、.wav ファイル）
（注）

ファイル名は、大文字と小文字が区別されま
す。

◦ null：（デフォルト）このフィールドが空の場合、Unified CVP は、user.microapp.inline_tts
ECC 変数の中身を調べます。 この ECC 変数に値が格納されている場合、Unified CVP
は TTS を使用して音声案内を行います。 この ECC が空の場合、音声案内は再生されま
せん。
◦ -（番号 1 ～ 10）：Unified CVP は、対応する Call.PeripheralVariable ファイルに含まれる
ファイルを再生します。 たとえば、-2 と入力した場合、Unified CVP は
Call.PeripheralVariable2 を参照します。
• [メディア ライブラリ タイプ（Media Library Type）]： 再生されるメディア ファイルの場所
を示すフラグ。 有効なオプションは次のとおりです。
◦ A：（デフォルト）アプリケーション
◦ S：システム
• [一意性の値（Uniqueness value）]： これはオプションです。 VRU スクリプト名を一意に識
別する文字列。
ステップ 2

[構成パラメータ（Configuration Param）] フィールド パラメータを設定します。
• メニューの選択肢のリスト： 有効なオプションは次のとおりです。
◦0～9
◦ *（アスタリスク）
◦ #（シャープ記号）
使用可能な形式には、次のものが含まれます。
◦ /（スラッシュ）で区切られた個別のオプション
◦ スペースなしの -（ハイフン）で区切られた範囲
• [割り込みを許可（Barge-in Allowed）]： 割り込み（番号入力時にメディアの再生を中断）が
許可されるかどうかを指定します。
有効なオプションは次のとおりです。
◦ Y：（デフォルト）割り込みを許可
◦ N：割り込みを禁止
割り込みの詳細については、Unified CVP による割り込みの処理, （229 ページ）を参照して
ください。
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• [入力なしタイムアウト（No Entry Timeout）]： 発信者が番号の入力を開始できる秒数。 超
過した場合、システムはタイムアウトします。 有効なオプションは 0 ～ 99 です（デフォル
トは 5）。
• [入力なしの試行回数（Number of No Entry Tries）]: 音声案内が再生された後に発信者がデー
タを何も入力しないでいると、Unified CVP は「Menu」のサイクルを繰り返します。 （合計
には初回のサイクルも含まれます）。有効なオプションは 1 ～ 9 です（デフォルトは 3）。
• [無効な試行回数（Number of Invalid Tries）]： Unified CVP は、発信者が無効なデータを入力
した場合、音声案内のサイクルを繰り返します。（合計には初回のサイクルも含まれます）。
有効なオプションは 1 ～ 9 です（デフォルトは 3）。
• [タイムアウト メッセージのオーバーライド（Timeout Message Override）]： 有効なオプショ
ンは次のとおりです。
◦ Y：システム デフォルトをあらかじめ録音されたアプリケーション メディア ライブラ
リ ファイルでオーバーライドします
◦ N：（デフォルト）システム デフォルトをオーバーライドしません
• [無効な入力メッセージのオーバーライド（Invalid Entry Message Override）]： 有効なオプショ
ンは次のとおりです。
◦ Y：システム デフォルトをあらかじめ録音されたアプリケーション メディア ライブラ
リ ファイルでオーバーライドします
◦ N：（デフォルト）システム デフォルトをオーバーライドしません
（注）

タイムアウト メッセージと無効な入力メッセージの詳細については、「システム
メディア ファイル」を参照してください。

Menu の設定例
次の表に、入力タイプが DTMF のアプリケーションで使用するための Menu の設定例をいくつか
示します。
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表 17： Menu の設定例（DTMF アプリケーション）

[VRU スクリプト名
（VRU Script Name）]
フィールドの設定

説明

構成パラメータの設定 説明

M,Banking

M：Menuマイクロアプ 1-3
リケーションを使用し
ます。
Banking：
「Banking.wav」という
名前のメディア ファイ
ルを再生します。
（注）

このファイル
には、たとえ
ば次のような
メッセージが
格納されてい
ます。「当座
預金について
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。 金融市
場については
3 を押してく
ださい。」

1-3：1、2、3 の番号を
受け入れます。 その他
すべての設定（入力な
しタイムアウト、入力
なしの試行回数、無効
な試行回数、タイムア
ウト メッセージのオー
バーライド、無効な入
力メッセージのオー
バーライド）はデフォ
ルトのままです。
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[VRU スクリプト名
（VRU Script Name）]
フィールドの設定

説明

M,Main_Menu

M：Menuマイクロアプ 0-2/9,,4,2,2
リケーションを使用し
ます。

0-2/9：0、1、2、およ
び 9 の番号を受け入れ
ます。

Main_Menu：
「Main_Menu.wav」と
いう名前のメディア
ファイルを再生しま
す。

,（スキップされたパラ
メータ）：デフォルト
の割り込み設定（Y）
を受け入れます。

（注）

構成パラメータの設定 説明

このファイル
には、たとえ
ば次のような
メッセージが
格納されてい
ます。「当座
預金に関する
情報または取
り引きについ
ては 1 を押し
てください。
普通預金また
は定期預金に
ついては 2 を
押してくださ
い。 その他
の情報につい
ては 0 を押し
てください。
担当者の内線
番号をご存知
の方は 9 を押
してくださ
い。」

4：入力なしタイムアウ
トの値（秒）。
2：許容される入力なし
の試行回数。
2：許容される無効な試
行回数。
その他すべての設定
（タイムアウト メッ
セージのオーバーライ
ド、無効な入力メッ
セージのオーバーライ
ド）はデフォルトのま
まです。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
272

0

Packaged CCE によるスクリプティング
Unified CVP マイクロアプリケーション

[VRU スクリプト名
（VRU Script Name）]
フィールドの設定

説明

構成パラメータの設定 説明

M,-2,S

M：Menuマイクロアプ 1-3
リケーションを使用し
ます。
-2：
Call.PeripheralVariable2
に指定されたファイル
を再生します。
S：システム メディア
ライブラリからファイ
ルを取得します。

（注）

1-3：1、2、3 の番号を
受け入れます。 その他
すべての設定（入力な
しタイムアウト、入力
なしの試行回数、無効
な試行回数、タイムア
ウト メッセージのオー
バーライド、無効な入
力メッセージのオー
バーライド）はデフォ
ルトのままです。

制御が外部スクリプト実行ノードのチェックマーク（成功）分岐に進む場合、Menu により
ECC 変数 user.microapp.error_code がゼロに設定されます（成功を意味します）。 制御が X
（失敗）分岐に進む場合は、通常、Menu によりこの変数が「Unified CVP スクリプトのエラー
チェック」に一覧されているいずれかのコードに設定されます。

Menu と番号入力の完了
Unified CVP は、Menu の番号入力を 2 つの条件についてテストして、番号入力が完了したかどう
かを判別します。
• 発信者が番号を入力した場合、Unified CVP は、その番号がこのメニューに対して有効な番
号セットの範囲内かどうかを確認します。
• 発信者が番号を入力しない場合、Unified CVP は、[入力なしタイムアウト（No Entry Timeout）]
の値に到達していないかどうかを確認します。

注意

次に説明するすべてのシナリオについてテストするように Packaged CCE スクリプトをセット
アップすることが重要です。

番号入力の完了
発信者が番号を入力した後、Unified CVP は CCE Configuration Manager で定義された有効なメニュー
オプションのリストに対してその番号を検証します。 その後、Unified CVP は次を実行します。
• 番号が有効な場合、Unified CVP はその番号を Call.CallerEnteredDigits 変数に格納し、チェッ
クマーク（成功）分岐からノードを抜け出し、制御を Packaged CCE に返します。
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• 番号が有効ではない場合、Unified CVP はそれを無効な入力と見なし、次を実行します。
◦ [無効な入力試行の回数（Number of Invalid Entry Tries）] の値に到達していない場合、
Unified CVP は、「無効なメッセージ」ファイルを再生し、メニューの音声案内をもう
一度再生します。
◦ [無効な入力試行の回数（Number of Invalid Entry Tries）] の値に到達している場合、Unified
CVP は、最後に入力された無効な番号を user.microapp.caller_input 変数に格納し、X
（失敗）分岐からノードを抜け出し、user.microapp.error_code ECC 変数を 16（無効な
試行の最大回数に到達（Reached Maximum Invalid Tries））に設定し、制御を Packaged
CCE に返します。

入力なしタイムアウトが発生した場合
発信者が [入力なしタイムアウト（No Entry Timeout）] の時間内に番号を入力しなかった場合、次
が実行されます。
• [入力なしの試行回数（Number of No Entry Tries）] の値に到達していない場合、Unified CVP
は「入力がありません（no entry）」というエラー メッセージを再生し、メニューの音声案
内をもう一度再生します。
• [入力なしの試行回数（Number of No Entry Tries）] の値に到達している場合、Unified CVP は
X（失敗）分岐からノードを抜け出し、Call.CallerEnteredDigits 変数を NULL に設定し、
user.microapp.error_code ECC 変数を 17（入力なしの試行の最大回数に到達（Reached Maximum
No Entry Tries））に設定し、制御を Packaged CCE に返します。

Get Speech マイクロアプリケーション
Get Speech（GS）マイクロアプリケーションは、VXML Server 上で Call Studio スクリプトを実行
するために使用されます。

Get Speech マイクロアプリケーション用のネットワーク VRU スクリプト設定の設定
Packaged CCE Administration のネットワーク VRU スクリプト ツールを使用してパラメータを指定
します。

（注）

デフォルトでは、VXML_Server という名前の事前に設定されたネットワーク VRU スクリプト
が Packaged CCE にすでに設定されています。 これは、Call Studio スクリプトを実行するすべ
ての外部スクリプト実行ノードで使用される必要があります。 Courtesy Callback などのオプ
ション機能を使用する場合は、追加の GS ネットワーク VRU スクリプトを設定する必要があ
ります。
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手順
ステップ 1

[VRU スクリプト（VRU Script）] フィールド パラメータを設定します。
• [マイクロアプリケーション タイプ（Micro-application type）]： Get Speech の場合、有効なオ
プションは GS または gs です。
• [メディア ファイル名（Media File Name）]： GS の場合、このフィールドでサポートされる
値は Server のみです。
• [メディア ライブラリ タイプ（Media Library Type）]： GS の場合、このフィールドでサポー
トされる値は V のみです。
• [一意性の値（Uniqueness value）]： これはオプションです。 VRU スクリプト名を一意に識
別する文字列。

ステップ 2

[構成パラメータ（Configuration Param）] フィールド パラメータを設定します。
（注）
構成パラメータ 1 ～ 10 は、GS が外部 VXML でサポートされる CVP を備えた Packaged
CCE 以外の導入のみを対象にしています。 [FTP 情報を渡す（Pass FTP Information）] パ
ラメータ（パラメータ 11）は、エージェント グリーティング録音機能を使用する場合
に設定できます。
• [FTP 情報を渡す（Pass FTP Information）]：FTP サーバ情報を VXML Server に渡すかどうか
を指定します。 このオプションは、VXML Server アプリケーションが FTP_Client 要素を使用
し、FTP サーバ情報が Operations Console ですでに設定されている場合にのみ有効です。 有
効なオプションは次のとおりです。
◦ Y：FTP サーバ情報を VXML Server に VXML Server セッション変数として渡します。
◦ N：（デフォルト）FTP サーバ情報を渡しません。
[FTP 情報を渡す（Pass FTP Information）] パラメータが設定されていない場合、次の情報が
渡されます。
◦ ftpServer：空白で区切られている FTP サーバの文字列。 たとえば、
ftp_host1|21|username|password ftp_host2 となります。 ホスト名以外は省略可能です。

詳細については、『Elements Specifications for Cisco Unified CVP VXML Server and Cisco
Unified Call Studio』ガイドに記載されている FTP_Client 要素の設定を参照してくださ
い。
◦ ftpPath：FTP サーバ上のパス。 デフォルトでは、ECC 変数 user.microapp.locale の値、
パス セパレータ（/）、および ECC 変数 user.microapp.app_media_lib の値を連結して
このパスが構成されます。 ただし、user.microapp.app_media_lib の値が .. の場合は例外
です。この場合は、app が代わりに使用されます。 たとえば、en-us/app というパスに
なります。
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VXML Server 上で実行している Call Studio スクリプトへの情報の送信
ECC 変数配列を使用することにより、VXML Server 上で実行している Call Studio スクリプトに最
大で 1050 個の文字を渡すことができます。
表 18： 外部 VoiceXML への ECC 変数配列

ECC 変数名

タイプ

要素の最大数

各要素の最大サイズ

user.microapp.ToExtVXML

配列

5

210

この変数配列には、セミコロンで区切られた名前と値のペアのリストが格納されます。 次に構文
の例を示します。
表 19：配列定義の例

変数名

値

user.microapp.ToExtVXML[0]

"Company=Cisco;Job=technical writer"

user.microapp.ToExtVXML[1]

"Location=Boxborough;Street=Main"

user.microapp.ToExtVXML[2]

"FirstName=Gerrard;LastName=Thock"

user.microapp.ToExtVXML[3]

"Commute=1hour;Car=Isuzu"

Unified CVP は、名前と値の各ペアをコール上のセッション変数として VXML Server に送信しま
す（たとえば、Cisco という値が格納された Company という名前のセッション変数）。 これらの
セッション変数には、Call Studio スクリプトからアクセスできます。

VXML Server から Packaged CCE へのデータの返信
Unified CVP は、VXML Server から 840 個の文字を返すことができます。
次の ECC 変数配列が追加されます。
表 20： 外部 VoiceXML からの ECC 変数配列

ECC 変数名

タイプ

要素の最大数

各要素の最大サイズ

user.microapp.FromExtVXML

配列

4

210

Get Speech マイクロアプリケーションは、user.microapp.caller_input 変数と
user.microapp.FromExtVXML 配列の各要素で構成される最大 840 個の文字を返します。
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（注）

デフォルトでは、user.microapp.FromExtVXML ECC 変数が Packaged CCE に対して事前に定義
されていますが、有効になっていません。 この事前定義済みの ECC 変数を使用したり、必要
に応じて長さを更新したりすることができます。

Call Studio を使用した Unified CVP 用のスクリプティング
Call Studio を使用して、高度な CVP アプリケーションを作成できます。作成したアプリケーショ
ンは、VXML サーバ マシンにロードして実行できます。
VXML サーバ アプリケーションを起動するには、次のような Packaged CCE ルーティング スクリ
プトを作成します。
• VXML サーバと直接対話してアプリケーションを実行するよう、VoiceXML ゲートウェイに
指示する user.microapp.ToExtVXML[0] ECC 変数を含むスクリプト
• 結果を Packaged CCE に渡すようにアプリケーションに指示するスクリプト
この項の内容は次のとおりです。
• Call Studio およびこれを使用してデータを Packaged CCE に渡す方法
• Call Studio スクリプトを Packaged CCE スクリプトに統合する方法
• Unified CVP で Call Studio スクリプトを展開する方法

Call Studio について
Call Studio は、Eclipse ベースのサービス作成環境です。その出力は、アプリケーション フローを
記述した中間ファイルになります。
Call Studio のスクリプティング環境には、次のような多数の機能が用意されています。
• CVP 関数のパレットによるドラッグアンドドロップ インターフェイス
• データベース クエリーを実行可能
• Java アプリケーションで実行可能なタスクを実行するために、Java コードを記述して拡張可
能
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次の図は、スタンドアロンの Unified CVP で使用可能な Call Studio アプリケーションを示してい
ます。ここでは、Packaged CCE 検索コール フロー モデルが表示されています。 「設定手順の概
要」を参照してください。
図 64：スタンドアロンの Unified CVP で使用される Call Studio アプリケーション

設定手順の概要
この章では、多くの Unified CVP コール フロー モデル（導入モデル）の設定に使用される一連の
手順の概要を示しています。
コール フロー モデルの手順の各セットには、次が含まれています。
• コール フロー モデルの概要
• そのコール フロー モデル内の各コンポーネントを設定するための手順の概要
• 各タスクを実行するための詳細手順への参照（このガイド内、オンライン ヘルプ内、または
他のマニュアル内）
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この章には、ゲートウェイ、Packaged CCE VRU 処理、および Unified CVP コール サーバ（SIP
サービス、Packaged CCE サービス、および CVP サービスを含む）を設定するための情報（また
は情報への参照先）も記載されています。

Call Studio ReqICMLabel 要素によるデータの受け渡し
Call Studio スクリプトは、ReqICMLabel 要素を使用して、発信者入力、コール Peripheral 変数、お
よび拡張コール コンテキスト（ECC）変数を Packaged CCE 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
では、返された Packaged CCE ラベルの結果を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。
ReqICMLabel が自身のパスを抜け出したら、Packaged CCE スクリプトによって設定された値を、
ReqICMLabel 要素の [要素データ（Element Data）] タブを選択することにより取得できます。 要
素データの値は、{Data.Element.ReqICMLabelElement.result} です。 ReqICMLabelElement は、Call
Studio スクリプト内の ReqICMLabel 要素の名前です。 この要素のデフォルト名は ReqICMLabel_<n>
です。 たとえば、ReqICMLabel を GetICMLabel に変更した場合、Packaged CCE から返される値は
{Data.Element.GetICMLabel.result} になります。ここで、result は、Packaged CCE ラベルが格納さ
れている ReqICMLabel 要素の変数です。
表 21：設定

名前（ラベ タイプ
ル）

必須
単一の設定 置換可能
（Required） 値

コール
文字列
Peripheral 変
数 1 ～ 10
（callvar1 ～
callvar10）

No

Yes

Yes

デフォ
ルト

（注）
Call Studio スクリプトから
Packaged CCE サーバに渡
されるコール Peripheral 変
数。 この設定には、最大
40 文字まで指定できま
す。 Packaged CCE サーバ
は、1 つの結果内で最大 10
個までのコール Peripheral
変数について名前と値のペ
アを返します。 Call Studio
スクリプトで callvar<n> に
格納していた値は、
Packaged CCE スクリプト
で変更されなければそのま
ま返されます。
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名前（ラベ タイプ
ル）

必須
単一の設定 置換可能
（Required） 値

デフォ
ルト

（注）

コール
文字列
Peripheral 変
数の返り値
1 ～ 10
（callvarReturn1
～
callvarReturn10）

No

Yes

Yes

Packaged CCE ラベル要求
の返信時に作成されるコー
ル Peripheral 変数。
Packaged CCE スクリプト
によってこれらの変数に値
が設定されているかどうか
に関係なく返されます。
これらの変数は、Packaged
CCE コール Peripheral 変数
へのレポートを Packaged
CCE から返されるものと
分けておくために 2 セット
必要です。

FromExtVXML0 文字列配 No
～ 3（外部 列
VXML 0 ～
外部 VXML
3）

Yes

Yes

Call Studio スクリプトから
Packaged CCE Packaged
CCE サーバに渡される外
部コール コンテキスト
（ECC）変数 各変数は、
最大 4 つの外部 VoiceXML
変数の名前と値のペアの文
字列です（セミコロンで区
切られています）。 この
設定には、最大 210 文字ま
で指定できます。

ToExtVXML0 文字列配 No
～ 4（外部 列
VXML 0 ～
外部 VXML
4）

Yes

Yes

Packaged CCE スクリプト
から受け取る外部コール
コンテキスト（ECC）変
数。 Packaged CCE サーバ
は、最大 5 つの外部
VoiceXML 変数の名前と値
のペアの文字列（セミコロ
ンで区切られている）を返
します。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
280

0

Packaged CCE によるスクリプティング
Call Studio を使用した Unified CVP 用のスクリプティング

名前（ラベ タイプ
ル）
Timeout

整数

必須
単一の設定 置換可能
（Required） 値

デフォ
ルト

（注）

Yes

3000
（ミリ
秒）

転送要求がタイムアウトす
る前に Packaged CCE サー
バからの応答を待つミリ秒
数。

Yes

Yes

（注）

caller_input 文字列
（発信者入
力）

No

Yes

Yes

この値は、500
ミリ秒単位で増
減されます。

この設定には、最大 210 文
字まで指定できます。
caller_input は、Call Studio
から Packaged CCE へのみ
渡されます。

表 22：要素データ

名前

タイプ

（注）

result

文字列

Packaged CCE サーバから返される Packaged CCE ラベル。
この result は、他の Call Studio 要素（Transfer や Audio な
ど）への入力として使用できます。 要素データの値は、
{Data.Element.ReqICMLabelElement.result} です。

callvar<n>

文字列

Call Studio スクリプトが Packaged CCE サーバに渡すコー
ル Peripheral 変数。 有効なコール Peripheral 変数は callvar1
～ callvar10 です。

callvarReturn<n>

文字列

Packaged CCE スクリプトが VXML Server に返すコール
Peripheral 変数。 有効なコール Peripheral 変数は
callvarReturn1 ～ callvarReturn10 です。
たとえば、文字列値「CompanyName=Cisco Systems, Inc」
を持つコール Peripheral 変数 3 が Packaged CCE スクリプ
トに含まれる場合は、Packaged CCE スクリプトから返さ
れる CompanyName の値に次を使用してアクセスできま
す。
Data.Element.ReqICMLabelElement.callvarReturn3
返される値は「Cisco Systems, Inc.」です。
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表 23：セッション データ

名前

タイプ

（注）

name

文字列

Packaged CCE ラベルで返される ToExtVXML 変数に格納
された名前と値のペアの値 Call Studio スクリプトから正
しい値を取得するには、Packaged CCE スクリプトでどの
名前と値のペアが設定されるか知っている必要がありま
す。
たとえば、文字列値「CustomerName=Mantle」を持つ
user.microapp.ToExtVXML0 変数が Packaged CCE スクリプ
トに含まれている場合は、Data.Session.CustomerName を
指定します。 同じ Packaged CCE スクリプトに文字列値
「BusinessType=Manufacturing」を持つ
user.microapp.ToExtVXML0 変数が含まれている場合は、
Data.Session.BusinessType を使用して、Packaged CCE スク
リプトから返されるカスタマー ビジネス タイプにアクセ
スできます。

表 24：終了状態

名前

（注）

done

要素の実行が完了し、値の取得に成功しました。

error

要素が値の取得に失敗しました。

Studio 要素フォルダは「Cisco」です。

Call Studio スクリプトと Unified CCE スクリプトの統合（従来の方法）
ここでは、VXML Server を従来の方法で 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。
• VXML Server 用の ECC 変数が設定されている Unified CCE スクリプトの作成
• Packaged CCE スクリプト内で実行する VRU スクリプトの作成

Call Studio スクリプトと Packaged CCE スクリプトの統合
次の手順では、Call Studio スクリプトを Packaged CCE と統合する方法について説明します。
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手順
ステップ 1

ステップ 2

user.microapp.ToExtVXML[0] ECC 変数に application=HelloWorld を設定します。
（注）
この例では、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
それに合わせて変更します。
Packaged CCE 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。
• ネットワーク VRU スクリプトのタイムアウト設定を VXML Server アプリケーションのタイ
ムアウト値よりも大きい値に設定します。 （このタイムアウトは、障害の発生した VXML
Server からのリカバリ用にのみ使用されます）。
• 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、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 3

Packaged CCE スクリプトの設定が完了したら、対応する VXML Server スクリプトを Call Studio で
設定します。 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 要素のコール入力の値を必ず含める
• 必ず Data Feed/SNMP ロガーを追加してレポーティングを有効にする

アウトバウンド オプションのスクリプティング
アウトバウンド オプションでは、管理ワークステーションに設定された Packaged CCE Enterprise
スクリプティングを使用してキャンペーンを管理します。
スクリプトには次の 2 種類があります。
• アウトバウンド オプション管理スクリプト
• アウトバウンド オプション エージェント予約スクリプト

アウトバウンド オプション管理スクリプト
アウトバウンドオプション管理スクリプトでは、アウトバウンドキャンペーン用のキャンペーン
スキルグループを有効化、無効化、または制限します。このスクリプトでは、特定のキャンペー
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ンのスキル グループを、管理スクリプトがアクセスできる時間その他の条件係数に基づいて自動
的に終了させることもできます。 スクリプティングはスキル グループ レベルで行われます。こ
れにより、複数のスキル グループに分散される大規模なキャンペーンを柔軟に管理できます。
キャンペースのスキル グループを有効にするには、キャンペーン モードをプレビュー モード、
ダイレクト プレビュー モード、プログレッシブ モード、またはプレディクティブ モードのいず
れかに設定します。 （これらのモードの詳細については、「管理スクリプトの設定」の項のテー
ブルを参照してください）。 管理スクリプトをスケジュールし、一定の間隔でスクリプトが実行
されるようにします。キャンペーンのスキルグループを無効にするには、管理スクリプトでスク
リプト ノードを使用して、そのスキル グループのキャンペーン モードを着信に変更します。
このスクリプトでは、キャンペーンスキルグループで使用されるエージェントの割合や、そのス
キルグループが他のキャンペーンまたはインバウンドコールで使用されるかどうかを制御するこ
ともできます。

（注）

管理スクリプトはキャンペーン スキル グループを制御します。 キャンペーン スキル グルー
プは、一度に 1 つのキャンペーンだけにマッピングできます。 新しいキャンペーンが追加さ
れた場合は、スキル グループを再利用できます。 キャンペーン スキル グループを再利用する
場合、その管理スクリプトも再利用する必要があります。ただし、2つの管理スクリプトを使
用して同じスキル グループを制御することは可能ですが、アウトバウンド オプションに対す
るキャンペーン モード要求が競合する可能性があります。

アウトバウンド オプション エージェント予約スクリプト
予約スクリプトは、特定のアウトバウンドキャンペーンとパーソナルコールバック用にエージェ
ントを予約するためにダイヤラで使用されます。 このタイプのスクリプトでは、ダイヤラはキャ
ンペーン スキル グループに設定されたダイヤル番号を使用して、メディア ルーティング クライ
アント経由でルート要求を行います。 各キャンペーンにはそれぞれ独自のダイヤル番号と予約ス
クリプトが設定されています。 エージェントが応答できない場合、スクリプトのデフォルト動作
によってコールが終了され、ダイヤラはエラーを受け取ります。 この章で前述したように、スキ
ル グループ統計に応答可能なエージェントが含まれていれば、ダイヤラは予約要求を再試行しま
す。 エージェントに複数のアクティブなキャンペーンを処理するスキルがある場合は、キャン
ペーン内でそれらのエージェントを分配するスクリプトを持つ予約コールをキューイングできま
す。
留守番電話または放棄の場合は、CVP にコールを転送できます。

コール タイプ レポーティングおよびアウトバウンド オプション キャンペーン
コール タイプは、ルート ポイント ダイヤル番号をルーティング スクリプトにマップする Unified
CC の概念です。 これは、特定のルーティング スクリプトを経由するすべてのコールを説明する
ためのエンタープライズ用オブジェクトのレポートに非常にも非常に便利です。 コール タイプ
は、主にコールセンター内のインバウンドトラフィックに適用されますが、これはアウトバウン
ド コールを発信する際にダイヤラはルーティング スクリプトを使用しないためです。 ただし、
アウトバウンド オプションは、エージェントの予約および CVP へのコール転送にルーティング
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スクリプトを使用しません。これは、コールがどのようにルーティングされているかをいくらか
把握できるようにするためです。
アウトバウンドオプションは、ルーティングスクリプトと物理コールを使用してエージェントを
予約し、コール タイプ リアルタイム レポートおよびコール タイプ 30 分レポートには、アウトバ
ウンド オプション予約コールのデータが含まれます。 このコール タイプ データには、予約コー
ルに関するデータのみが含まれ、アウトバウンド コールに関するレポーティング情報は含まれな
いことに注意することが重要です。 コール タイプ レポーティングに関する混乱を避けるために、
アウトバウンド オプション ルーティング スクリプト用に別のコール タイプを作成します。

Unified CVP での Call Studio スクリプト
Call Studio スクリプトは、次のいずれかの方法で導入できます。
• Call Studio で、Call Studio スクリプトを作成し、[アーカイブ（Archive）] オプションを使用
してローカル マシンに導入します。
• Call Studio で、[リモートで導入（Deploy Remotely）] オプションを使用して、スクリプトを
FTP サーバに導入します。
• Operations Console で、アーカイブされた Call Studio スクリプト ファイルをローカル マシン
から Operations サーバにアップロードし、他の VXML Server マシンに導入します。

Call Studio を使用した Call Studio スクリプトの導入
手順
ステップ 1

1 つ以上の VoiceXML アプリケーション スクリプトを作成または変更します。

ステップ 2

Call Studio を使用して、ActivityLogger、ErrorLogger、および Admin Logger ツールを使用するロ
ガーをセットアップします。 アプリケーションごとに Unified CVP Datafeed ロガーをセットアッ
プします。
（注）
Call Studio には CVPDatafeedLogger と CVPSNMPLogger も含まれています。 Call Studio
では、これらのロガーに対して他のパラメータ（ログ ファイル サイズ、ログ レベルな
ど）も変更できます。
詳細については、Call Studio のマニュアルを参照してください。

ステップ 3

アーカイブ オプションを使用して 1 つ以上の VoiceXML アプリケーション スクリプトをローカル
マシンに導入します。 アーカイブされたスクリプトは、次のようなユーザ指定のディレクトリに
zip ファイルとして保存されます。
C:\Program Files\Cisco\CallStudio
（注）

サンプルのフォルダは C:\Cisco\CallStudio です。これは、デフォルトのフォルダでもあ
ります。
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Operations Console を使用した Call Studio スクリプトの導入
手順
ステップ 1

Web ブラウザから、次の URL を入力します。
https://ServerIP:9443/oamp または http://ServerIP:9000/oamp

ステップ 2

[ユーザ名（User Name）] フィールドにユーザ ID を入力します。
（注）
Unified CVP のインストール後の初回ログイン時には、Administrator（デフォルトのユー
ザ アカウント）と入力します。
[パスワード（Password）] フィールドに、パスワードを入力します。次の点に注意してください。

ステップ 3

• 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 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。リンク
をクリックし、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。
Operations Console の初期ウィンドウが表示されます。
ステップ 4

[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。

ステップ 5

[デバイスの割り当て（Device Association）] ドロップダウン メニューから、[ゲートウェイ
（Gateway）] を選択します。

ステップ 6

[使用可能（Available）] ペインで、導入するアーカイブ済みスクリプト ファイルを 1 つ以上選択
します。

ステップ 7

矢印アイコンをクリックして、ファイルを [使用可能（Available）] から [選択済み（Selected）] に
移動させます。

ステップ 8

[転送（Transfer）] をクリックして、選択したアーカイブ済みスクリプト ファイルを選択したデバ
イスに転送します。
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レポート
この章では、レポーティング データの収集方法、レポートに表示されるシステム エンティティ、
エンティティごとのレポートの一覧、およびデータ収集とレポートのコンテンツに影響する設定
について説明します。
• レポーティング データ, 287 ページ
• レポーティング エンティティおよび概念, 292 ページ
• データ損失およびコンポーネント フェールオーバー, 345 ページ
• コール タイプおよびスキル グループ メトリック, 350 ページ
• スキル グループに関するレポーティング, 353 ページ
• プレシジョン キューに関するレポーティング, 353 ページ

レポーティング データ
Packaged CCE は、大量のコール データを管理します。それらは Packaged CCE Data Server 上で処
理されます。この項では、どのようにシステムでレポートデータが複製され、レポートに表示さ
れるかについて説明します。

リアルタイム データの収集
Unified CCE Peripheral Gateway とコール ルータによってリアルタイム データが生成され、データ
サーバと外部の AW/HDS/DDS サーバに転送されます。 古いリアルタイム データは常に新しいリ
アルタイム データで上書きされます。 履歴は保存されません。 リアルタイム データはデータ
フィールドに保存され、次の表のように 4 つの時間増分が反映されます。
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表 25：リアルタイム データの時間増分

リアルタイムデータ 説明
の時間増分
Half

「Half」の値には、現在の 30 分間の値が格納されます。 リアルタイムの
30 分間の値は、間隔設定の影響を受けません。 つまり、履歴レポート間
隔を 15 分に設定した場合、リアルタイム テーブルの Half 値は xx:00:00 ～
xx:29:59 または xx:30:00 ～ xx:59:59 のいずれかに入る現在の 30 分間を表
します。
たとえば、現在の時刻が 09:18:33 である場合、Call_Type_Real_Time テー
ブルの [CallsOfferedHalf] カラムには特定の 30 分間における最初の 18 分と
33 秒を反映する値が格納されます。 09:00:00 または 09:30:00 の時刻に新し
い 30 分間が始まると、データベース要素はゼロにリセットされます。

Now

「Now」には、特定の瞬間（最後のチェック）におけるアクティビティの
スナップショットが格納されます。
たとえば、Packaged CCE ソフトウェアでは CallsQNow がトラッキングさ
れます。これは、サービスまたはルートのキューに現在格納されている
コールの数です。 コールが応答されるとコールがキューを離れるため、
CallsQNow のカウントはすぐに 1 少なくなります。 この変更は、この値を
クエリーするレポートが次回リアルタイム アップデートされるときに表示
されます。

To5

「To5」の値には、直近の 5 分間にトラッキングされたデータが格納され
ます。 直近の 5 分間のデータには、5 分間の「スライディング」ウィンド
ウが使用されます。

Today

各値の午前 0 時以降のカウントが格納されます。

履歴データと間隔データの収集
Packaged CCE は、一部の履歴データを Half_Hour テーブルに保存し、その他の履歴データを間隔
テーブルに保存します。 間隔テーブルには 30 分単位のサマリーが格納されます。 間隔データは
13ヵ月間保存されます。レポートをさらに長期間保存したい場合は、オプションのデータベース
サーバ（AW/HDS/DDS）を追加します。
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表 26：履歴データと間隔データ

履歴データ

説明

間隔（30 分）

（注）

• Dialer_Interval と Campaign_Query_Rule Interval の 2 つ
の間隔テーブルには、常に 30 分単位のデータが格納
されます。

インターバル テーブルには次のものがあります。
• Agent_Interval（30）
• Agent_Skill_Group_Interval（30）
• Skill_Group_Interval（30）
• Call_Type_Interval（30）
• Call_Type_Skill_Group_Interval（30）
• Campaign_Query_Rule_Interval（30）
• Dialer_Interval（30）
• Router_Queue_Interval（30）
Half Hour

Half_Hour テーブルには、完了した 30 分間隔のデータのみが格納さ
れ、データ フィールドは、拡張子が「ToHalf」のデータベース
（Application_Gateway_Half_Hour.ErrorsToHalf など）に保存されま
す。
これらの要素には、完了した 30 分インターバルの値が含まれていま
す。 完了したインターバルは、xx:00:00 ～ xx:29:59 または xx:30:00
～ xx:59:59 の範囲の期間です。
たとえば、現在の時刻が 15:50:00 であるとします。 15:47:00 にエラー
が発生しました。 現時点でレポートされる 30 分間の間隔は、15:00:00
～ 15:29:59 の範囲内です。 15:47:00 に発生したエラーは、16:00:00
にデータベースに書き込まれます。これは 15:30:00 ～ 15:59:59 の 30
分間の間隔が完了する時刻です。
Half_Hour テーブルの例を次に示します。
• Application_Gateway_Half_Hour
• Campaign_Half_Hour
• Trunk_Group_Half_Hour
• Route_Half_Hour
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設定データ
設定テーブルは、Configuration Manager および Web Config で定義されたエンティティおよびエン
ティティ名を定義します。これらには、履歴テーブルをレポートで使用されているテキストラベ
ルと関連付ける [EnterpriseName] フィールドが含まれます。
設定テーブルの例は、エージェント、エージェント チーム、スキル グループ、およびコール タ
イプのテーブルです。 たとえば、Web Config で新しいエージェント チームを追加すると、エー
ジェント チーム データベース テーブルでそのチームの EnterpriseName が追加されます。
設定データおよびルーティング スクリプトは、Administration & Data Server 上で作成および編集さ
れ、 データ サーバに保存され、データ サーバのデータベースに保存され、オプションの外部
AW/HDS/DDS サーバに複製されます。

（注）

Web Config 内のフィールド名は、データベース内のエンタープライズ名にマップされます。

コールの詳細データ
Packaged CCE は、データ サーバ上のこれらの 2 つの詳細テーブルのそれぞれのレコードを 5 週間
保持します。 さらに詳細レポートを保持したい場合は、オプションのデータベース サーバ
（AW/HDS/DDS）を設定に追加する必要があります。 次に示すように、コールの詳細は 2 つの
データベース テーブルに保存されます。
• ルート コールの詳細
ルータは、処理するすべてのコール ルーティング要求について、コールおよびそのコールが
Unified ICM によってどのように Peripheral にルーティングされたかに関する詳細なデータを
記録します。 このルート コールの詳細データ（RCD レコード）は、Route_Call_Detail テー
ブルに格納されます。
RCD データは、スクリプト終了時にデータベースに書き込まれます。 直接ダイヤル、転送、
会議などのルーティングされないコールには、RCD レコードはありません。
Route_Call_Detail テーブル内のデータを使用して、コールの開始点を確認できます。 たとえ
ば、入力された自動番号識別（ANI）および行われた要求のタイプを確認できます。 一般的
な Route_Call_Detail レコードには、CVP 要求で発信されたコール、および 9785551000 とい
う ANI が含まれている場合があります。 また、ルート コールの詳細データにより、コール
がキューに保持されていた時間もわかります。
• 終了コールの詳細
詳細な終了コールの詳細データ（TCD レコード）は、Peripheral に着信するすべてのコール
に対して書き込まれます。
TCD レコードは、コール セグメントの終了後、および後処理の完了時に書き込まれます。
たとえば、一般的な Termination_Call_Detail データには、コールがインバウンドの ACD コー
ルであること、そのコールが特定のスキル グループによって処理されたこと、特定のエー
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ジェントがそのコールを処理したことなどが示されます。 Termination_Call_Detail レコード
にもコールの最終的な結果（たとえば、コールの終了方法（ネットワーク内で放棄、接続解
除/ドロップ、および放棄遅延）が記録されます。
Packaged CCE では、大半のインバウンド コールには、少なくとも 2 つの TCD があります。
1 つは CVP にあったコールのセグメント用、もう 1 つはエージェントによって処理された
コールのセグメント用です。
Termination_Call_Detail テーブルには、コール タイプ レポート、コール タイプ プレシジョン
キュー レポート、およびコール タイプ スキル グループ レポートの作成に使用された TCD
を示すレコードが含まれます。
コールの詳細レコードは、Route_Call_Detail テーブルと Termination_Call_Detail テーブルに格納さ
れますが、パフォーマンス上の理由から、標準の（ストック）レポートは、この 2 つのテーブル
からはデータを取得しません。
レポートでコールの詳細データを使用するには、カスタム データベースから生成されるカスタム
レポートを作成する必要があります。 この 2 つの詳細テーブルは、5 週間に制約されます。 さら
に詳細レコードのレポートが必要な場合は、外部データベース（AW/HDS/DDS）を設定に追加す
る必要があります。

レポーティング データを保持するデータベース テーブル
レポート データはすべて、Packaged CCE データベースのテーブルおよび行から取得されます。
多くのフィールドは、レポートに表示されるカラム名を反映する、直接データベース値です。
次に例を示します。
• エージェントが現在作業中のアクティブ タスクの方向は、Agent_Real_Time.Direction から取
得されます。
他のレポート データ フィールドはわかりにくいですが、これは、算出値を表示している、同じ
データ エンティティ名が複数のコンテキストで使用されている、名前が明確に示されていない発
信データベース値であるためです。
算出フィールド。 多くのレポート値は、算出フィールドの結果です。 たとえば、スキル グルー
プのリアルタイム アクティビティを表すレポートで、平均アクティブ時間（AAT）は次のように
算出されます。Skill_Group_ Real_Time.HandledCallsTalkTimeTo5 /Skill_Group_
Real_Time.CallsHandledTo5 算出フィールドの詳細については、『Unified Intelligence Center Report
Template Guide』を参照してください。
複数のテーブルおよびコンテキストで使用されているフィールド。 例としては、[削除済み
（Deleted）]、[説明（Description）]、および [EnterpriseName] フィールドがあり、これらは複数の
テーブルに表示されます。

レポート データが異なる理由
この章では、レポートでどのようにデータが異なるか、およびその理由について説明します。
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リアルタイム レポートおよび履歴レポート
リアルタイム データは 30 分間隔で履歴データベースに移動されるため、リアルタイム データの
カウント（CallsHandledTo5 など）は履歴間隔レコードのカウント（CallsHandled など）とは一致
しません。
8:55 にコールがコンタクト センターに着信して、エージェントが応答する例を考えます。
• CallsAnswered のリアルタイム カウントは 1 ずつ増加します（+1）。
• 8:55 ～ 9:00 の間に、リアルタイム データは応答されたコールを示します。
• 応答されたコールは、9:00（8:00 ～ 8:59:59 の間隔が終了するとき）まで 30 分のデータを入
力しません。

間隔境界
[CallsOffered] や [CallsHandled] などのカウントは 1 日単位では通常一致しますが、特定の間隔では
必ずしも一致するとはかぎりません。 このような不一致は、一部のデータ要素のカウントが境界
をまたいで増加している場合があるために発生します。
次の例を検討してください。8:55 にコールがコンタクト センターに着信し、エージェントが応答
したとします。 エージェントは 9:05 にコールを完了しました。
• 履歴データベースでは、このコールは 8:30:00 ～ 8:59:59 の間隔で提供されたものとしてカウ
ントされます。
• また、9:00:00 ～ 9:29:59 の間隔に処理されたものとしてカウントされます。
• 9:00:00 ～ 9:29:59 の間隔に対応するレポートを実行すると、その間隔の間に処理されたタス
ク数と提供されたタスク数は一致しません。
また、その間隔の間に提供されたタスク数が、放棄されたタスクと処理されたタスクの合計数と
一致しない場合もあります。 提供されたタスクには、このインターバルの間にエージェントに提
供されたコールとタスクの数が表示されますが、処理されたタスクおよび放棄されたタスクには、
直前のインターバルで提供されてこのインターバルで完了したコールが含まれる場合があります。
一部の履歴レポート テンプレートでは、統計を「完了タスク」に分類しています。これはその統
計が、特定の間隔で完了したすべてのコールとタスクを表すことを示しています。
一般には、間隔の境界問題は、日報を作成すれば低減されます。ただし、コンタクトセンターが
24 時間運用の場合、11:30:00 ～ 11:59:59 や 12:00:00 ～ 12:29:59 の間隔などでは依然として不一致
が生じる可能性があります。

レポーティング エンティティおよび概念
この項では、レポートを使用できる Unified CCE エンティティについて説明します。 各エンティ
ティの定義と、そのエンティティに関して使用できる情報の説明があります。
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エージェント状態
エージェント状態は、スキル グループ内のエージェントのアクティビティから決定されます。
エージェント状態は、多数のデータベース テーブルに記録され、レポートでは、番号（[待受停止
（Not Ready）]）とパーセンテージ（[% 待受停止（% Not Ready）]）で表示されます。
現在のエージェントのアクティビティを表示するために、エージェント状態をリアルタイムでモ
ニタすることができます。 また、エージェント状態の傾向を特定するために過去のパフォーマン
スデータを検討することもできます。たとえば、履歴レポートを使用すれば、エージェントがス
ケジュールを守っているかどうかを示す、エージェントが待受停止状態であった時間を表示する
ことができます。
チャット メディア ルーティング ドメイン（MRD）の場合には、一部の状態の情報が異なります。
この表では、これらの違いを明示しています。
表 27： レポートに表示されるエージェント状態

スキルグループでの状態 チャットを除くすべての MRD の説明 チャット MRD の説明
アクティブ/通話中
（Active/Talking）

エージェントはこのスキル グループ エージェントは、このスキル
で、タスクまたはコールを処理中で グループに関連付けられた 1 つ
す。
以上のチャット リクエストを
音声以外のタスクを処理するエージェ 処理しています。これらのエー
ントの場合、この状態は「アクティ ジェントに対しては、状態は
「アクティブ」としてレポート
ブ」としてレポートされます。
されます。
音声タスクを処理するエージェント
の場合、この状態は「通話中」とし
てレポートされます。

後処理後待受（Work
Ready）

エージェントは、このスキル グルー エージェントは、このスキル
プのコールまたはタスクの後処理を グループに関連付けられたタス
行っています。
クのラップアップを行っていま
音声コールを処理している場合は、 す。 エージェントは、このス
後処理の完了時に非アクティブ状態 キル グループに関連付けられ
たタスクに関してアクティブ状
になります。
態ではありません。
エージェントが音声以外のタスクを
処理している場合は、後処理が終わ
るとエージェントが対応タスクなし
状態または待受停止状態になる場合
があります。
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スキルグループでの状態 チャットを除くすべての MRD の説明 チャット MRD の説明
後処理後待受停止（Work エージェントは、このスキル グルー
Not Ready）
プのコールの後処理を行っています。
後処理が完了すると、エージェント
は待受停止状態になります。

一時停止/保留
（Paused/Hold）

エージェントは、このスキル
グループのコールの後処理を
行っています。 後処理が完了
すると、エージェントは待受停
止状態になります。

音声以外のタスクを処理するエージェ このスキル グループに関連付
ントの場合、状態は「一時停止」と けられたチャット タスクに関
してレポートされます。
して、エージェントは「一時停
音声タスクを処理するエージェント 止」状態です。
の場合、状態は「保留」としてレポー
トされます。
アウトバウンド オプション コールを
処理するエージェントの場合、保留
状態はエージェントがコールに対し
て確保されていることを示します。
これは、アウトバウンド ダイヤラが
コールの接続中にエージェントを保
留にするためです。

リザーブ（Reserved）

このスキル グループに関連付けられ エージェントは、このスキル
たコールまたはタスクがエージェン グループにおいて、アクティ
トにすでに提供されています。
ブ、後処理後待受、一時停止の
音声コールの場合は、エージェント いずれの状態でもありません。
の電話機が呼び出されているときに このスキル グループに関連付
けられた 1 つ以上のタスクが、
予約済み状態になります。
エージェントにすでに提供され
アウトバウンド オプション コールを ています。
処理するエージェントがリザーブ状
態になることはありません。アウト
バウンド オプション ダイヤラでは、
コールに対してエージェントを確保
する際にエージェントを保留にしま
す。
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スキルグループでの状態 チャットを除くすべての MRD の説明 チャット MRD の説明
他スキル ビジー（Busy
Other）

同じ MRD の別のスキル グループで、
エージェントがアクティブ、後処理
他スキル ビジー状態と 後待受、リザーブ、または保留/一時
は、間隔の間に、他のス 停止のいずれかの状態になっていま
キルグループに割り当て す。
られているコールをエー
ジェントが処理している
状態を指します。
たとえば、あるエージェ
ントは、1 つのスキル グ
ループにおいてインバウ
ンドコールで通話しなが
ら、同時に別のスキルグ
ループにログオンして、
このスキルグループから
のコールを受け入れられ
るようにしている場合が
あります。

エージェントは、このスキル
グループに関連付けられたタス
クに関してアクティブ、後処理
後待受、リザーブ、または一時
停止の状態ではありません。
同じ MRD の別のスキル グルー
プで、エージェントがアクティ
ブ、後処理後待受、リザーブま
たは一時停止のいずれかの状態
になっています。

エージェントがアクティ
ブ状態になれるのは
（コールで通話したり、
コールを処理したりでき
るのは）、一度に 1 つの
スキル グループのみで
す。 したがって、この
エージェントが 1 つのス
キルグループでアクティ
ブ状態になっている間
は、別のスキルグループ
では他スキルビジー状態
になっているものと見な
されます。
対応タスクなし（Not
Active）

エージェントはこのスキル グループ エージェントはこのスキル グ
に関連付けられたタスクまたはコー ループに関連付けられたタスク
ルの作業をしていません。
またはコールの作業をしていま
せん。
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スキルグループでの状態 チャットを除くすべての MRD の説明 チャット MRD の説明
待受停止（Not Ready）

エージェントにタスクを割り当てる
ことはできません。 エージェントが
1 つのスキル グループで待受停止の
場合、エージェントは同じ MRD 内の
すべてのスキル グループで待受停止
になります。

エージェントにタスクを割り当
てることはできません。 エー
ジェントが 1 つのスキル グルー
プで待受停止の場合、エージェ
ントは同じ MRD 内のすべての
スキル グループで待受停止に
なります。

レポートでのエージェント状態の計算方法
エージェントの状態は、多くのレポートでパーセンテージで表されます。
表 28：エージェント状態のパーセンテージの計算

テーブル.フィー 計算
ルド
% 対応中
（%Active）

Agent_Skill_Group_ Interval.TalkInTime + Agent_Skill_Group_ Interval.TalkOutTime
+ Agent_Skill_Group_ Interval.TalkOtherTime + Agent_Skill_Group_
Interval.TalkAutoOutTime + Agent_Skill_Group_ Interval.TalkPreviewTime +
Agent_Skill_Group_ Interval.TalkReserveTime / Agent_Skill_Group__
Interval.LoggedOnTime

% ビジーその他
（%BusyOther）

Agent_Skill_Group _Interval.BusyOtherTime / Agent_Skill_Group_
Interval.LoggedOnTime

% 保留中
（%Hold）

Agent_Skill_Group_ Interval. HoldTime / Agent_Interval.LoggedOnTime

% 対応タスクな
し
（%NotActive）

履歴：Agent_Skill_Group_ Interval.AvailTime / Agent_Interval.LoggedOnTime

% 予約済
（%Reserved）

Agent_Skill_Group _ Interval.ReservedStateTime / Agent_Skill_Group
_Interval.LoggedOnTime

% 後処理
（%WrapUp）

(Agent_Skill_Group _Interval.WorkReadyTime + Agent_Skill_Group_
Interval.WorkNotReadyTime ) / Agent_Skill_Group_Interval.LoggedOnTime)

% 待受停止（%
Not Ready）

Agent_Skill_Group _Interval.NotReadyTime /
Agent_Skill_Group_Interval.LoggedOnTime

リアルタイム：Skill_Group_Real_Time.Avail / Skill_Group_Real_Time.LoggedOn
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エージェント状態、スキル グループ、およびプレシジョン キュー
エージェントは、MRD 内の複数のスキル グループまたはプレシジョン キューに属することがで
きます。エージェントがスキルグループにルーティングされたタスクを処理するとき、エージェ
ントはそのスキル グループでアクティブになります。
• 直接着信コールの場合、またはルーティングされたコールがダイヤル番号を使用せずに転送
された場合、アクティブなスキル グループはそのエージェントのデフォルト スキル グルー
プまたは最初に定義されているスキル グループです。
• 新規発信コール（AgentOutCall または InternalCall）または転送されたアウトバウンド コール
の場合、アクティブなスキル グループは、エージェントに最初に定義されているスキル グ
ループです。
チャット タスクを処理する（および同時に複数のタスクを作業できる）エージェントに関してレ
ポートする場合は、[MRD で利用可能（Available in MRD）] カラムおよび [エージェント状態（Agent
State）] カラムの両方からエージェントの状態の情報を収集します。
アクティブなスキルグループまたはプレシジョンキューにおけるエージェントの状態によって、
所属する MRD の他のスキル グループまたはプレシジョン キューの状態が、次のように決まりま
す。
• エージェントが MRD の 1 つのスキル グループまたはプレシジョン キューでアクティブ、後
処理後待受、リザーブ、または保留/一時停止の場合、その MRD の他のすべてのスキル グ
ループまたはプレシジョン キューでは、そのエージェントの状態は他スキル ビジーになり
ます。
• エージェントが MRD 内の 1 つのスキル グループまたはプレシジョン キューで待受停止の場
合、エージェントはその MRD のすべてのスキル グループまたはプレシジョン キューで待受
停止になります。
関連トピック
マルチチャネル環境におけるレポート

エージェント状態とタスク状態の関係
エージェント状態時間は、コールまたはタスクが終了しているかどうかにかかわりなく、間隔の
境界ごとにレポートされます。 コールおよびタスクの状態時間は、タスクが終了した時点でだけ
レポートされます。 コールまたはタスクは、ラップアップが完了した時点で終了します。
次の図は音声コールの場合のエージェント状態とコール状態の相関関係を示しています。 エー
ジェントのリザーブ時間には、コールがエージェントの電話を呼び出していた時間、またはエー
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ジェントのデスクトップで待った時間（提供/呼び出し時間）だけでなく、コールがエージェント
の電話またはデスクトップに到達するのにかかった時間（ネットワーク時間）も含まれています。
図 65：エージェント状態とタスク状態の関係

コールがエージェントの電話を呼び出しているときに間隔の境界が終了した場合、エージェント
のリザーブ時間には、エージェントのリザーブ時間にはネットワーク時間と呼び出し時間の一部
が含まれます。 残りの呼び出し時間は、次の間隔で、そのエージェントのリザーブ時間にレポー
トされます。 ただし、コールの時間はそのコールのラップアップが完了するまでレポートには表
示されません。

エージェント状態を示すレポート
エージェントの状態に関する情報を示すレポートの一部は、次のとおりです。
• Unified IC エージェント チーム状態数 - リアルタイム
• Unified IC エージェント - リアルタイム全フィールド
• Unified IC エージェント - 履歴全フィールド

エージェントのログアウト理由コード
エージェントのログアウト理由コードは、エージェントデスクトップソフトウェアで定義し、履
歴レポートでは、テキストコードを持たない相当する数字として表示されます。たとえば、理由
コード 1 が「End of Shift」に相当し、エージェントがログアウトでその理由を選択した場合、レ
ポートには「1」と表示されます。
デスクトップで設定されたコードに加えて、エージェントがソフトウェアによってログアウトさ
れると一部のコードが自動的に生成されます。 次の表では、これらの事前定義されたログアウト
理由コードについて説明します。
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表 29：エージェントのログアウト理由コード

事前定義された
ログアウト理由
コード

説明

-1

Peripheral の再起動により、エージェントが再び初期化されました。

-2

PG によってエージェントがリセットされました。通常は、PG の障害が原因
です。

-3

エージェントがログインしている間に、管理者がそのエージェントの内線を
変更しました。

50002

CTI OS コンポーネントに障害が発生したために、エージェントがログアウト
されました。 これは、エージェント デスクトップ アプリケーションのクロー
ズ、ハートビートのタイムアウト、CTI OS サーバの障害、または CTI OS の
障害のいずれかが原因である可能性があります。

50004

Agent Desk Settings で設定されている非アクティブ状態が発生したため、エー
ジェントがログアウトされました。

50020

エージェントのスキル グループの割り当てが動的に変更されたため、エー
ジェントがログアウトされました。

50030

エージェントのスキル グループの割り当てが Administration & Data Server 上
で動的に変更されたため、エージェントがログアウトされました。

50040

コールに失敗したためモバイル エージェントがログアウトされました。

50042

固定接続モードを使用しているときに電話回線が切断されたため、モバイル
エージェントがログアウトされました。

エージェントのログアウト理由コードを示すレポート
エージェントのログアウト理由コードに関する情報を含むレポートの一部は、次のとおりです。
• Unified IC エージェント - リアルタイム全フィールド
• Unified IC エージェント - 待受停止詳細
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エージェントの受信不可理由コード
待受停止状態になる際にエージェントが選択したコードを示し、待受停止状態であった経過時間
のパーセンテージを計算し、指定する時間範囲に基づいて特定の待受停止理由を示すレポートが
あります。
これらのレポートは、エージェントが適切な回数の休憩を取っているか、休憩の長さは適切かを
確認するのに役立ちます。
一部のレポートには、理由コードのテキスト（設定している場合）および対応する番号の両方が
表示されます。 たとえば、エージェントが待受停止状態になる際に「ブレーク（Break）」を理由
コードとして選択し、Configuration Manager でこのコードにテキストを設定した場合、レポートに
は「ブレーク [1]（Break [1]）」と表示されます。 他のレポートには、待受停止理由コードの番号
のみが表示されます。
エージェントのログイン セッション全体が指定された時間範囲に含まれていない場合（エージェ
ントが時間範囲の終わりにまだログイン中の場合など）は、レポートではエージェント名の横に
アスタリスク（*）が表示されて、その時間範囲のエージェントのデータが完全なものではないこ
とが示されます。
Unified CC の場合は、ユーザが定義した待受停止理由コードに加えて、ソフトウェアによって自
動的にエージェントが待受停止状態にされた場合のために事前定義された待受停止理由コードが
あります。 次の表では、これらの事前定義された待受停止理由コードについて説明します。
表 30：Unified CC に対して事前定義された待受停止理由コード

事前定義された
待受停止理由
コード

説明

50001

CTI OS クライアントの接続が解除され、エージェントがログアウトされまし
た。
（注）

この理由コードは 50002 に変換されるため、50001 はエージェント
のログアウト レコードには表示されません。

50002

CTI OS コンポーネントに障害が発生したために、エージェントがログアウト
されました。 これは、エージェント デスクトップ アプリケーションのクロー
ズ、ハートビートのタイムアウト、CTI OS サーバの障害、または CTI OS の
障害のいずれかが原因である可能性があります。

50003

Unified CM によって、そのデバイスがアウト オブ サービスであるとレポート
されたため、エージェントがログアウトされました。

50004

エージェント デスク設定で定義されているエージェントの非アクティブ状態
が発生したため、エージェントはログアウトされました。
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事前定義された
待受停止理由
コード

説明

50005

Peripheral で複数回線のエージェント制御が有効な Packaged CCE による展開
で、複数回線のエージェントの動作がエージェント状態に影響を与えるよう
に設定されている場合、エージェントは、非 ACD 回線でのコールの通話中
に、このコードを使用して待受停止に設定されます。

50010

エージェントは、ルーティングされた複数のコールを連続して受信しません
でした。 エージェントにコールがこれ以上ルーティングされないように、シ
ステムはエージェントを自動的に待受停止にします。 デフォルトでは、コー
ルを連続して 2 件受信しないと、そのエージェントが待受停止になるように
設定されています。

50020

エージェントのスキル グループが Administration & Data Server 上で動的に変
更されたため、エージェントはログアウトされました。

50030

あるエージェントが、PG静的デバイスターゲットと同じダイヤル番号（DN）
を使用する動的なデバイス ターゲットにログインした場合、このエージェン
トはログアウトされます。

50040

コールに失敗したため、モバイル エージェントはログアウトされました。

50041

モバイル エージェントの電話回線がビジーで呼び出したときにコールが失敗
したため、このモバイル エージェントの状態は待受停止に変更されました。

50042

常時接続モードの使用中、電話回線が切断されたため、モバイル エージェン
トはログアウトされました。

50041

エージェントの電話回線がビジーで呼び出したときにコールが失敗したため、
エージェントの状態が待受停止に変更されました。

32767

エージェントがコールに応答せず、コールが別のエージェントまたはスキル
グループにリダイレクトされたため、エージェントの状態が待受停止に変更
されました。

-1

エージェントが再初期化されました（Peripheralの再起動時に使用されます）。

-2

PG によってエージェントがリセットされました。通常は、PG の障害が原因
です。

-3

エージェントがログインしている間に、管理者がそのエージェントの内線を
変更しました。
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デフォルトでは、事前定義された待受停止理由コードには、文字による理由コードは関連付けら
れていません。レポートには番号で表示されます。これらの待受停止理由コードに対応する文字
コードを表示する場合は、Reason Code ガジェットで事前定義された待受停止理由コードを入力し
て、関連付けるテキストを入力してください。 たとえば、32767 の待受停止理由コードに
「Redirection on No Answer」というラベルを付けることができます。

エージェントの待受停止理由コードを示すレポート
待受停止コードに関する情報と受信不可として経過した時間を含むレポートの一部は、次のとお
りです。
• Unified IC（Intelligence Center）エージェント スキル グループ - リアルタイム全フィールド
• Unified IC エージェント スキル グループ - 履歴全フィールド

エージェントのタスク処理
エージェントはさまざまなタイプのタスクの受信と発信を行えます。 エージェントが処理するタ
スクのタイプおよびエージェントのタスクの処理効率を示すレポートがあります。 たとえば、発
信、受信、転送、および会議コールの統計情報を示すレポートがあります。また、エージェント
がコールに応答できなかったときに、再ルーティングされたコールの数を示すレポートもありま
す。

タスクのタイプ
タスクには、内部または外部、受信または発信があります。
• 内部タスクは、1 人のエージェントに対して別の人または Packaged CCE 内の別のエージェン
トから発信されるコールです。
• 外部タスクは、Packaged CCE 外に発信されるコール、CVP 経由で着信するタスク 、または
Packaged CCE 外の 人からエージェントに対してルーティングされるタスクです。 たとえば、
コール センターから顧客へのコールは外部と見なされます。
• 受信タスクは、1 人のエージェントが受信するタスクです。 マルチチャネルのタスクは常に
受信になります。
• 発信タスクは、1 人のエージェントが発信するコールです。 たとえば、顧客がエージェント
に電話を掛ける場合、そのコールはエージェントにとっては受信になります。 エージェント
がスーパーバイザに電話を掛ける場合、そのコールはエージェントにとっては発信になりま
す。
音声コールの場合だけ、エージェントは、コールの転送、転送されたコールの受信、コンサルティ
ング コールの発信、および会議コールへの参加を行えます。
次の表では、エージェントが受信および発信を行えるタスクとそれらのタスクのレポート方法に
ついて説明します。
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表 31：タスクのタイプ

タスクのタイプ

説明

レポートされる項
目

受信直接/内部

受信直接タスクは、エージェントの内線に直接到達する 内部受信
タスクです。
この種類のコールの例としては、スクリプトを通過せず
に別のエージェントから直接転送されたコールやエージェ
ント転送コールの結果として発生したコールがあります。
これらのコールのデータは、Agent_Skill_Group_Interval
履歴データベース テーブルの [InternalCallsRcvd] フィール
ドに保存されます。

発信外部

これらは、エージェントが自分の内線から発信するコー 外部発信タスク
ルで、コンタクトセンターの外側に発信されます。発信
外部タスクは常に音声タスクです。
コンサルタティブ コール、会議発信コール、および転送
発信コールは、それらのコールがコンタクト センターの
外側または別のサイトでリモート エージェントの内線に
発信された場合、発信外部コールとしてカウントされま
す。
エージェント転送ダイヤリングは、接続先エージェント
に到達するためにコールがコンタクト センターの外側に
発信される場合は、コールを開始するエージェントにとっ
ては発信外部となります。
これらのコールのデータは、Agent_Skill_Group_Interval
履歴データベース テーブルの [AgentOutCalls] フィールド
に保存されます。

発信内部

これらはエージェントが自分の内線からコンタクト セン 内部発信タスク
ター内の別の内線に発信するコールです。 発信内部タス
クは常に音声タスクです。
コンサルタティブ コール、会議発信コール、および転送
発信コールは、それらのコールが別の CVP に発信された
場合、発信内部コールとしてカウントされます。
エージェント転送コールは、コールを開始するエージェ
ントにとっては発信内部コールとなります。
これらのコールのデータは、Agent_Skill_Group_Interval
履歴データベース テーブルの [InternalCalls] フィールドに
保存されます。
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タスクのタイプ

説明

レポートされる項
目

Packaged CCE ルー エージェントへルーティングされるすべてのコールです。 処理タスク
ティング コール アウトバウンド オプション コールは Packaged CCE ルー 処理タスクには、
ティング/受信コールと見なされます。
転送されるコール
これらのコールのデータは、Agent_Skill_Group_Interval および電話会議に
履歴データベース テーブルの [CallsHandled] フィールド なるコール、およ
びコンサルティン
に保存されます。
グコールを含むす
べてのコールが含
まれます。処理タ
スクの情報を利用
すれば、ルーティ
ングされたタスク
の全体像を把握で
きます。 [転送受
信（Transfer In）]
および [会議発信
（Conf Out）] な
どの他のレポート
カラムには、タス
クがどのように処
理されたかを示す
詳細情報が表示さ
れます。
転送受信

1 人のエージェントに別のエージェントから転送される 転送受信
コールです。 再ルーティングのため 1 人のエージェント （Transfer In）
から CVP へブラインド転送されるコールは、この列の再
ルーティングされたコールを受信するエージェントにカ
ウントされます。
（注）

これらのコールのデータは、Agent_Skill_Group_Interval
履歴データベース テーブルの [TransferredIn] フィールド
に保存されます。
転送発信

エージェントから転送されたコール。 エージェントは、 転送発信
受信コールと発信コールの両方を転送できます。
（Transfer Out）
これらのコールのデータは、Agent_Skill_Group_Interval
履歴データベース テーブルの [TransferredOut] フィールド
に保存されます。
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タスクのタイプ

説明

レポートされる項
目

コンサルタティブ エージェントが別のコールを保留状態にして、別のエー コンサルト発信
ジェントまたはスーパーバイザに相談したコール。
これらのコールのデータは、Agent_Skill_Group_Interval
履歴データベース テーブルの [ConsultativeCalls] フィール
ドに保存されます。
会議受信

受信した会議コール。

会議受信

これらのコールのデータは、Agent_Skill_Group_Interval
履歴データベース テーブルの [ConferencedInCalls] フィー
ルドに保存されます。
会議発信

発信した会議コール。

会議発信

これらのコールのデータは、Agent_Skill_Group_Interval
履歴データベース テーブルの [ConferencedOutCalls] フィー
ルドに保存されます。

タスク時間
エージェントが行えるタスクのタイプごとに、エージェントがそのタスクの処理に費やした時間
が Agent_Skill_Group_Interval データベース テーブルに次のように記録されます。
• Packaged CCE ルーティング タスク：これらのタスクの時間は、エージェントがタスクに応
答した時点で開始し、エージェントがラップアップを完了した時点で終了します。 この時間
は [HandledCallsTime] フィールドに保管されます。
• 受信直接タスク：これらのタスクの時間は、エージェントがタスクに応答した時点で開始
し、タスクが切断された時点で終了します。 この時間は [InternalCallsRcvdTime] フィールド
に保管されます。
• 外部発信タスク：これらのタスクの時間は、エージェントがタスクを開始した時点で開始
し、タスクが切断された時点で終了します。 この時間は [AgentOutCallsTime] フィールドに
保管されます。
• 内部発信タスク：これらのタスクの時間は、エージェントがタスクを開始した時点で開始
し、タスクが切断された時点で終了します。 この時間は [InternalCallsTime] フィールドに保
管されます。
• 転送受信タスク：これらのタスクの時間は、エージェントが転送されたタスクに応答した時
点で開始し、タスクが切断された時点で終了します。 この時間は [TransferredInCallsTime]
フィールドに保管されます。
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• 転送発信タスク：これらのタスクの時間は、エージェントが転送ボタンをアクティブにした
時点で開始し、転送が完了した時点で終了します。 この時間は [TransferredOutCallsTime]
フィールドに保管されます。
• コンサルタティブ タスク：これらのタスクの時間は、エージェントが転送ボタンをアクティ
ブにした時点で開始し、ターゲット エージェントが応答して保留中のタスクが復元された
（コンサルト コールがドロップされた）とき、またはコンサルト先の通話者がドロップした
時点で終了します。 この時間は [ConsultativeCallsTime] フィールドに保管されます。
• 会議受信タスク：これらのタスクの時間は、エージェントがタスクに応答した時点で開始
し、タスクが切断された時点で終了します。 この時間は [ConferenceInCallsTime] フィールド
に保管されます。
• 会議発信タスク：これらのタスクの時間は、エージェントが会議ボタンをアクティブにした
時点で開始し、エージェントが会議コールから切断され、スーパーバイザがコールからド
ロップした時点で終了します。 この時間は [ConferenceOutCallsTime] フィールドに保管され
ます。
さまざまなタイプのコールの、時間に関するレポート データが重複していることに気付く場合が
あります。これは、エージェントに直接ルーティングされるタスクおよびコールなどの受信タス
クは、転送受信と会議受信になり得るために起こります。 エージェントにより行われた受信コー
ルまたは発信コールは両方とも、転送発信と会議発信になり得ます。 受信コールまたは発信コー
ルの合計時間には、転送と会議の時間も含まれています。

（注）

エージェントは、着信コールに対して、受信と発信の両方向に転送と会議を実行できます。
ただし、発信コールの場合にエージェントが転送と会議を実行できるのは、発信方向だけで
す。 この違いは、エージェントが発信タスクを別のエージェントに転送する場合、そのタス
クは引き続き発信タスクと見なされることを意味します。

エージェントのタスク処理を示すレポート
Unified IC エージェント - 履歴全フィールド レポートには、待受停止コードに関する情報と待受停
止として経過した時間が含まれます。

エージェントの稼働率：フルタイム換算および稼働率
エージェントは複数のメディアや複数のスキル グループで作業できるため、全時間を 1 つのスキ
ル グループのタスクの処理に費やすことは通常はありません。 スキル グループとメディアで作
業するエージェントを基準として必要なスタッフを調べることが難しい場合があります。
レポートテンプレートではエージェントの稼働率と、特定のスキルグループで一定期間内に実行
される作業の処理に必要なフルタイム勤務のエージェントの人数を簡単に確認できる、2 つのタ
イプの統計が用意されています。
これらの統計は、次のとおりです。
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• % 稼働率
• FTE（フルタイム換算）
稼働率（レポートでは [% 稼働率（% Utilization）]）は、スキル グループでエージェントがコール
処理に費やした合計時間を、エージェントがタスクを処理できる状態であった合計時間で除算し
て算出されます。 エージェントが待受中であった時間を算出する場合、システムは、エージェン
トがログオンしていた合計時間から待受停止状態であった時間を減算して算出されます。 稼働率
は、スキル グループ内でのエージェントの稼働率を示します。 たとえば、40 分間コールの処理
が可能であったエージェントが、実際のコールの処理に20分を費やした場合、そのエージェント
の稼働率は 50% になります。
フルタイム換算（レポートでは [FTE]）は、その一定期間内にそのスキル グループで処理された
作業を実行するために必要となる、フルタイム勤務のエージェントの人数を表します。 システム
では FTE を算出するために、作業が実行された合計時間をその間隔の合計時間で除算します。 た
とえば、エージェントが間隔（30 分）の間にタスクの処理に合計 3 時間（180 分）を費やした場
合、その間隔内のタスク処理の FTE は 180 分/30 分であり、フルタイム勤務のエージェント 6 人
に相当します。 つまり、すべてのエージェントがフルタイムでタスクを処理した場合、その作業
は 6 人のエージェントで処理できたことになります。
レポートには、8 時間シフトの計算に基づいた FTE 値も示されます。 エージェントは 1 日 8 時間
のシフトで働くものと仮定しています。 FTE は、作業が実行された合計時間を 8 時間で除算して
計算されます。 たとえば、複数のエージェントが 8 時間の作業シフト（480 分）の間にタスクの
処理に合計 48 時間（2,880 分）を費やした場合、その間隔内のタスク処理の FTE は 2,880 分/480
分であり、フルタイム勤務のエージェント 6 人に相当します。 つまり、すべてのエージェントが
フルタイムでタスクを処理した場合、その作業は 6 人のエージェントで処理できたことになりま
す。

（注）

8 時間未満の間隔をレポートで選択した場合、結果の値は予想より低くなります。

稼働率と FTE メトリックを示すレポート
使用率と FTE に関する動作情報を含むレポートの一部は、次のとおりです。
• エンタープライズ スキル グループ - 履歴全フィールド
• Peripheral スキル グループ - 履歴全フィールド レポート
• Peripheral スキル グループ - リアルタイム全フィールド レポート
• プレシジョン キュー - リアルタイム全フィールド
• プレシジョン キュー - 履歴全フィールド
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エージェント状態を示すレポート
エージェントの状態に関する情報を示すレポートの一部は、次のとおりです。
• Unified IC エージェント チーム状態数 - リアルタイム
• Unified IC エージェント - リアルタイム全フィールド
• Unified IC エージェント - 履歴全フィールド

エージェントのログアウト理由コードを示すレポート
エージェントのログアウト理由コードに関する情報を含むレポートの一部は、次のとおりです。
• Unified IC エージェント - リアルタイム全フィールド
• Unified IC エージェント - 待受停止詳細

エージェントに関するレポーティング
これらは、エージェントに関する Cisco Unified Intelligence Center のレポートです。
関連トピック
エージェント チーム レポート, （312 ページ）
エージェント状態を示すレポート, （298 ページ）
スーパーバイザのアクション レポート, （312 ページ）
稼働率と FTE メトリックを示すレポート, （307 ページ）

スキル グループ（Skill Groups）
スキル グループとは、同じタイプの要求を処理できる共通の能力を持つ、エージェントの集まり
です。 たとえば、同じ言語を話すエージェントや、請求に関する問い合わせに対応できるエー
ジェントの集まりなどです。
各スキル グループは、1 つのメディア ルーティング ドメインに属しています。
エージェントは、ゼロ、1 つ、または複数のスキル グループのメンバーになることができます。
エージェントのパフォーマンスをモニタする際には、エージェントのレポートを個別に作成する
ことも、1 つ以上のスキル グループのすべてのエージェントを対象にレポートを作成することも
できます。
スキル グループのレポートを作成し、エージェントのアクティビティ（たとえば通話中のエー
ジェント数、応答可能なエージェント数、または特定のスキル グループの後処理をしているエー
ジェント数など）を表示できます。
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エージェント スキル グループ レポートの作成に加えて、スキル グループ レポートを使用して動
作のパフォーマンスを監視することもできます。たとえば、あるスキルグループのパフォーマン
スを別のスキルグループと比較したり、ルーティングスクリプトと設定によってコールが均等に
分配されているかどうかを確認したりできます。

デフォルトのスキルグループ（Default Skill Group）
デフォルトのスキル グループは、音声コールと音声以外のタスクに関する情報を取得するバケッ
トとして機能します。

レポーティングにおけるデフォルトのスキル グループのロール
次の状況では、デフォルト スキル グループがバケットとして動作し、情報を取得します。
• Packaged CCE ルーティング スクリプトによりルーティングされないコールの場合
• スキル グループがルーティング スクリプトで指定されない場合
• エージェント転送ノードがエージェント間ダイヤリング用ルーティング スクリプトで使用さ
れている場合
• エージェント キューイング ノードがエージェントにタスクをキューイングし、エージェン
トがエージェント キューイング ノードで指定されたスキル グループにログインされない場
合
デフォルト スキル グループを使用すると、次の利点があります。
• サービスおよびコール タイプ レポートには Packaged CCE ルーティング コールのみが含まれ
るため、エージェントまたはスキル グループ レポートがサービスおよびコール タイプ レ
ポートとバランスします。
• エージェントおよびスキル グループ レポート内で非 Packaged CCE ルーティング コールを隔
離または識別します。
デフォルトのスキル グループの統計は、さまざまなタイプのコール（新規コール、エージェント
間のダイヤリング、転送コール、会議コール）によって影響を受けます。
Packaged CCE システムでマルチチャネル オプションを導入すると、設定されるメディア ルーティ
ング ドメインごとにデフォルト スキル グループが作成されます。

新規コールによるデフォルトのスキル グループ統計の増加
すべての直接発信コールおよび直接受信コールが新規に発生した場合、デフォルトのスキル グ
ループのコール統計は、次のフィールドが増加します。
• 外部発信コールの [AgentOutCalls]
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（注）

エージェントがコンサルタティブコールの一部としてコールを発信する場合、
コールにはデフォルトのスキル グループの属性が設定されません。 元のコー
ルのコンサルティング エージェントのスキル グループの属性が設定されま
す。

• 内部発信コールの [InternalCalls]
• 直接着信コールの [InternalCallRcvd]

（注）

デフォルトのスキル グループはどのスクリプトでも参照されないため、デフォルトのスキル
グループの [CallsHandled] は増加しません。

エージェント間のダイヤリングによるデフォルトのスキル グループ統計の増加
スクリプト内でエージェント転送ノードを使用してエージェント間のダイヤリングを行った場合
も、デフォルトのスキル グループは影響を受けます。 OutgoingExternal または OutgoingInternal
は、エージェント間のコールを開始したエージェントのデフォルトのスキル グループに対して増
加します。 デフォルトのスキル グループである InternalCallsReceived は、エージェント間のコー
ルを受信したエージェントのデフォルトのスキル グループに対して増加します。

転送コールおよび会議コールによるデフォルトのスキル グループ統計の増加
デフォルトのスキル グループは、転送コールと会議コールの影響も受けます。 エージェント A
が、 Packaged CCE/IPCC でルーティングされたコールを、スクリプトを使用せずに直接別のエー
ジェントへ転送するか会議を実行した場合、エージェント A の OutgoingExternal または
OutgoingInternal は、 Packaged CCE でコールがルーティングされたスキル グループに計上されま
す。 ただし、エージェント B の IncomingDirect コールは、デフォルトのスキル グループに計上さ
れます。
ただし、そのエージェント（エージェント A）が、 Packaged CCE/IPCC でルーティングされたコー
ルを、エージェント転送ノードを含む転送スクリプトまたは会議スクリプトにアクセスするため
のダイヤル番号に転送するか会議を実行した場合、エージェント A の OutgoingExternal または
OutgoingInternal は、 Packaged CCE/IPCC でコールがルーティングされたスキル グループに対して
増加します。 エージェント B の IncomingDirect コールは、デフォルトのスキル グループに対して
増加します。
既存のコールが存在しない場合、デフォルトのスキル グループは、緊急アシスト コールおよび
スーパーバイザ アシスト コールに対しても増加します。
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スキル グループの操作に関するレポート
スキル グループ テンプレートを使用すると、操作について深く理解したり、あるスキル グルー
プが他のスキルグループと比較してどのように実行されるかを確認したり、ルーティングスクリ
プティングと設定によりコールが均等に分散されるかどうかを追跡したりできます。
• Packaged CCE のすべてのスキル グループについてレポートできます。
• エージェント スキル グループの割り当てにより、コール統計情報についてレポートできま
す。

（注）

複数のスキル グループのエージェントについては、エージェント パフォーマンスを監視する
ためにスキル グループ テンプレート別にエージェントをツールとして使用することもできま
す。

提供されたコールのスキル グループに対する計算方法
スキル グループでの RouterCallsOffered の完了状態は、Skill_Group_Interval テーブルの次のフィー
ルドを使用して計算されます。
• RouterCallsAbandToAgent
• CallsHandled
• RouterCallsDequeued
• RedirectNoAnsCalls
• RouterError
• ReserveCalls
• RouterCallsAbandQ
• RouterCallsAbandDequeued

スキル グループ操作を示すレポート
スキル グループに関する動作情報を含むレポートの一部は、次のとおりです。
• Peripheral スキル グループ - 履歴全フィールド
• Peripheral スキル グループ - リアルタイム全フィールド

エージェント チームとスーパーバイザ
この項では、エージェント チームとスーパーバイザについて説明します。
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エージェント チームとスーパーバイザ
この項では、エージェント チームとスーパーバイザについて説明します。

エージェント チーム レポート
スーパーバイザは、監視するチームのエージェントに関するレポートを作成して、特定のチーム
のパフォーマンスをモニタできます。
プライマリ スーパーバイザはエージェント チームに、0 または 1 人選択できます。セカンダリ
スーパーバイザは、各チームに複数選択できます。 各スーパーバイザは、複数のチームのスー
パーバイザになれます。

スーパーバイザのアクション レポート
エージェント チームのスーパーバイザは、デスクトップ上でスーパーバイザ機能を利用できま
す。これらの機能には、スーパーバイザアシスト、緊急支援、割り込み、および代行受信があり
ます。 スーパーバイザ アシストと緊急支援には、既存のコールとコールなしの 2 つの種類があり
ます。

（注）

これらのスーパーバイザ機能は、音声以外の MRD を使用しているエージェントでは利用でき
ません。

既存のコールに対するスーパーバイザ アシストおよび緊急支援
Unified Intelligence Center では、スーパーバイザ アシストと緊急支援を有効にできます。
エージェントは、チームに割り当てられているプライマリスーパーバイザまたはセカンダリスー
パーバイザからの特別なアシスタンスが必要な場合、デスクトップ上の [SV アシスト（supervisor
assist）] または [緊急アシスト（emergency assist）] ボタンをアクティブにできます。
次のガイドラインに従うと、正しくて役に立つデータをこれらの機能から取得できます。
• スーパーバイザ アシスト リクエストおよび緊急アシスト リクエストを処理するスーパーバ
イザのためのスキル グループを設定するように計画します。 たとえば、各エージェント チー
ムのプライマリ スーパーバイザとセカンダリ スーパーバイザに対して、1 つのスキル グルー
プを設定します。 このようにすると、これらのスキル グループにリクエストを転送でき、
これらのスキル グループのスーパーバイザ アシストおよび緊急アシストのコール アクティ
ビティに関してレポートを作成できます。
• コール タイプを作成し、作成されたコール タイプにマップされるダイヤル番号を設定する
ことを計画します。
• 要求を適切なスーパーバイザ スキル グループに送信するスクリプトを実行します。 スクリ
プトでは、まずプライマリ スーパーバイザを対象とした後、セカンダリ スーパーバイザが
設定されている場合は、セカンダリ スーパーバイザにキューイングします。
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スーパーバイザ アシストまたは緊急支援に対して、エージェントのデスクトップ設定で [コンサ
ルト（consult）] がオプションとして選択されている場合： エージェントがスーパーバイザ アシ
ストまたは緊急支援のデスクトップ機能をアクティブにするときにエージェントがコール中の場
合、CTI ソフトウェアはエージェントの電話の代わりに会議キーをアクティブにし、スーパーバ
イザアシストまたは緊急支援のスクリプトを使用してスーパーバイザをコールします。（この例
では、緊急アシストまたはスーパーバイザ アシストのスクリプトに、スーパーバイザを検出する
ためのエージェント転送ノードがあると仮定しています。スーパーバイザアクションのレポート
については、『Configuration and Scripting Considerations for Reporting on Supervisor Action』を参照
してください）。スーパーバイザは、コールに応答し、エージェントにプライベートで相談しま
す。 Agent Skill Group テーブルと Skill Group テーブル内で、次のフィールドが増加します。
表 32：既存のコール：コンサルタティブ

コールのルーティング先のエージェントスキル スーパーバイザのデフォルトのスキルグループ
グループに対して増加するフィールド
に対して増加するフィールド
CallsHandled、InternalCall、
SupervisorAssistCalls/EmergencyAssist

InternalCallsRcvd

エージェントについては、コールは [処理タスク（Tasks Handled）] レポート フィールド、および
[SV アシスト（Sup Assist）] または [緊急（Emergency）] レポート フィールドのいずれかにレポー
トされます。 スーパーバイザの場合、コールは [処理タスク（Tasks Handled）] レポート フィール
ドにレポートされます。

（注）

コンサルテーション中、スーパーバイザは、スーパーバイザのデスクトップの介入機能を使用
して、コールへの介入を決定できます。

割り込み
スーパーバイザがデスクトップへの割り込み機能をアクティブにすると、エージェントのデスク
トップはスーパーバイザへの会議を完了し、スーパーバイザがコールに参加できるようにします。
エージェント スキル グループおよびスキル グループのテーブルで割り込み機能がアクティブに
された場合、エージェントとスーパーバイザの両方の次のフィールドが増加します。
表 33：スーパーバイザの介入

コールのルーティング先のエージェントスキル スーパーバイザのデフォルトのスキルグループ
グループに対して増加するフィールド
に対して増加するフィールド
CallsHandled、InternalCall、BargeInCalls

BargeInCalls、InternalCallsRcvd

エージェントについては、コールは [処理タスク（Tasks Handled）] レポート フィールドおよび
[割り込み（Barge-In）] レポート フィールドにレポートされます。 スーパーバイザについては、
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コールは [処理タスク（Tasks Handled）] レポート フィールドおよび [割り込み（Barge-In）] レポー
ト フィールドにレポートされます。

代行受信
スーパーバイザはコールを代行受信（引き継ぎ）する場合、[代行受信（Intercept）] デスクトップ
ボタンを有効にします。 これにより、エージェントが会議から切断されるため、スーパーバイザ
はコールを代行受信できるようになります。 代行受信の操作中には、Agent Skill Group テーブル
と Skill Group テーブルの両方に対して、次のフィールドが増加します。
表 34：スーパーバイザの代行受信

コールのルーティング先のエージェントスキル スーパーバイザのデフォルトのスキルグループ
グループに対して増加するフィールド
に対して増加するフィールド
InterceptCalls

InterceptCalls

エージェントの場合、コールは [代行受信（Intercept）] レポート フィールドにレポートされます。
スーパーバイザの場合、コールは [代行受信（Intercept）] レポート フィールドにレポートされま
す。

エージェント チームに関する情報を示すレポート
これらは、エージェント チームの情報を含むレポートの一部です。
• Unified IC エージェント チーム - リアルタイム全フィールド
• Unified IC エージェント チーム - 履歴全フィールド
• エージェント チーム状態数 - リアルタイム

スーパーバイザに関するレポーティング
これらは、スーパーバイザに関する Cisco Unified Intelligence Center のレポートです。
関連トピック
エージェント チーム レポート, （312 ページ）
スーパーバイザのアクション レポート, （312 ページ）
稼働率と FTE メトリックを示すレポート, （307 ページ）
エージェントの待受停止理由コードを示すレポート, （302 ページ）
エージェントのログアウト理由コードを示すレポート, （299 ページ）
スキル グループ内のエージェント アクティビティに関するレポート
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エージェント チームに関する情報を示すレポート
これらは、エージェント チームの情報を含むレポートの一部です。
• Unified IC エージェント チーム - リアルタイム全フィールド
• Unified IC エージェント チーム - 履歴全フィールド
• エージェント チーム状態数 - リアルタイム

平均応答時間
平均応答時間（ASA）は、サービスに対するすべての受信タスクが応答されるまで待機した時間
の合計です。 これには、遅延時間、キュー時間、および呼び出し時間が含まれます。
ASA はコールがキューに入った時点で開始し、次のレベルで設定されます。
• エージェント
• スキル グループ
• コール タイプ
• プレシジョン キュー
エージェント レベルとスキル グループ レベルでは、エージェントおよびスキル グループのパ
フォーマンスの監視に ASA メトリックが役立ちます。
コール タイプ レベルでは、ASA メトリックにより、発信者のシステム操作およびコールへの応
答速度に関する情報が得られます。
エージェントの場合：エージェントの平均応答時間は、HH:MM:SS（時、分、秒）の形式で、タ
スクが応答されるまでに発信者がキューで待機した時間とエージェント デスクトップで呼び出し
ていた時間の合計をエージェントが応答したタスクの数で除算することによって得られる値。
スキル グループの場合：スキル グループの平均応答時間は、HH:MM:SS（時、分、秒）の形式
で、タスクが応答されるまでに発信者がキューで待機した時間とエージェント デスクトップで呼
び出していた時間の合計を応答されたタスクの数で除算することによって得られる値。
コール タイプの場合：コールが最初のスキル グループ キューイングまたは最長時間対応可能な
エージェント（LAA）選択ノードで処理されてから、そのコールが応答されるまでにかかった、
平均応答時間。 この時間は、コールの量やスタッフのレベルに応じて 1 日の間でも変化するの
で、サービス品質の重要な尺度となります。
プレシジョン キューの場合：プレシジョン キューの平均応答時間は、HH:MM:SS（時、分、秒）
の形式で、タスクが応答されるまでに発信者がキューで待機した時間とエージェント デスクトッ
プで呼び出していた時間の合計を応答されたタスクの数で除算することによって得られる値。
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ASA の計算方法
ASAの計算方法は、レポーティングオブジェクトに関連付けられているシステムのタイプによっ
て異なります。
表 35：ASA の計算

テーブル.フィールド

計算

Skill_Group_Interval

Skill_Group_ Interval.AnswerWaitTime /
Skill_Group_ Interval.CallsAnswered

CallType _Interval

Call_Type_ Interval.AnswerWaitTime / Call_Type_
Interval.CallsHandled

Call_Type_Skill_Group_Interval

Call_Type_Skill_Group_Interval AnswerWaitTime
/ Call_Type_Skill_Group_Interval.CallsAnswered

Precision_Queue_Interval

Skill_Group.AnswerWaitTime /
Skill_Group_Interval.CallsAnswered

エージェントおよびスキル グループの ASA
エージェント。 エージェントに対する ASA は、PG レベルで計算されます。
エージェントがコールに応答可能になると、この内部キューイング時間が Packaged CCE によって
PG に送信されます。 PG は、内部キュー時間、呼び出し時間、およびネットワーク時間を合計
し、これをエージェント スキル グループ テーブル内の AnswerWaitTime に追加します。 次に
AnswerWaitTime は、エージェントの CallsAnswered で除算されます。
スキル グループ。 スキル グループに対する ASA は、PG レベルで計算されます。
次の例を検討してください。
• コールがスキル グループ X でキューイングされている。
• 時刻 T に、コールはその後時刻 T + 30 秒にスキル グループ Y でキューイングされる。
• スキル グループ Y でエージェントがコールに応答する前に、さらに 10 秒経過する。
この場合、内部キューイング時間は 40 秒になります。 これはコールがキューイングしていた合
計時間ですが、コールがスキル グループ Y でキューイングしたのは 10 秒間だけです。
エージェントの PG は、内部キュー時間、呼び出し時間、ネットワーク時間を追加してコールの
合計 AnswerWaitTime を作成し、これをスキル グループ テーブル内の AnswerWaitTime に追加し
ます。 次に、AnswerWaitTime は、スキル グループの ASA を得るために Skill Group テーブル内の
CallsAnswered で除算されます。
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プレシジョン キュー。 ASA は、プレシジョン キューに関連した PG 間のスキル グループを合計
して、プレシジョン キューに対して算出されます。

エージェントの ASA を示すレポート
エージェントおよびスキル グループの ASA 統計情報を示すレポートの一部は、次のとおりです。
• Unified IC Peripheral スキル グループ - リアルタイム全フィールド
• Unified IC Peripheral スキル グループ - 履歴全フィールド

コール タイプの serviceASA
コール タイプ ASA は、AnswerWaitTime を CallsAnswered で除算した値です。
コール タイプ ASA は、コールがトランスレーション ルーティングされ、エンタープライズ キュー
での経過時間と ACD キューでの経過時間が含まれる場合のみ適用できます。

コール タイプの ASA を示すレポート
次のレポートには、ASA 統計情報が含まれます。
• Unified IC コール タイプ - 履歴全フィールド

再クエリー
コールに応答しないエージェントにコールが送信された場合、Packaged CCE は再クエリーと呼ば
れる方法を使用してコールを処理します。
再クエリーを使用すると、開始時からコールの監視が行われます。 コールがエージェントに送ら
れ、戻され、別のエージェントにルーティングされた時間を含む、コール用のタイマーがありま
す。
再クエリー機能を使用するには、キュー ノードでターゲットの再クエリー設定を有効にします。
再クエリーの設定は、CVP および CUCM で設定される時間を使用して行われます。 コール タイ
プは変わらず、コールは同じスクリプトにとどまります。 再クエリー プロセス中、CVP はコール
の制御を維持します。
次の手順は、一般的な再クエリー プロセスを示します。
1 スクリプトで、再クエリーが有効に設定された接続メッセージを CVP に送信することにより、
コールがエージェントに接続され、再クエリー タイマーが開始します。
2 エージェントの電話が鳴ります。
3 CVP で再クエリー タイムアウトが発生すると、コールはエージェントから戻され、コールが
再クエリーされることを示すメッセージがルータに送信されます。 PG がエージェントを対応
不可としてマークすると、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び、
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CVP にコールを新しい接続先に接続するよう指示します。 コールを再キューイングする接続
先は、別のエージェントまたは IVR の場合があります。
再クエリーのベスト プラクティス
優先する方法として再クエリーを使用することをお勧めします。 再クエリーから正確で役立つ
データを得るために、次のガイドラインに従ってください。
• ルーティング スクリプト内では、ターゲットの再クエリー オプションを有効にします。 ター
ゲットの再クエリーは、キュー、エージェント キューイング、プレシジョン キュー、ラベ
ル、選択、およびルート選択の各ノードで使用できます。
• 新しいエージェントまたはスキル グループにリダイレクトされるまでに、コールが呼び出し
を行う時間を決めます。 再クエリーされたコールがサービス レベルにどのように影響する
かを考慮します。 つまり、サービス レベルのしきい値時間が CVP の再クエリー タイムアウ
トと正しく整合していることを確認します。
• 再クエリー状態用に別のコール タイプを作成するように計画します。 別のコール タイプを
使用すると、再クエリーされたコール タイプのアクティビティに関してレポートできます。
このコール タイプのデータを表示すると、再クエリーされたコールの数を判断し、それらの
コールが最終的にどのように処理されたかを確認できます。
• キュー ノードから再クエリーが発生した場合、スクリプト実行は、選択したエージェントに
対応するノードのエラー経路を取ります。 スクリプトのキュー ノードのエラー経路で、コー
ル タイプを変更します。

コール タイプ
この項では、コール タイプについて説明します。

コール タイプのレポート
サービスおよびコール タイプ レポートで提供される主な統計情報には、次が含まれます。
• 平均応答時間（ASA）
• 受信、処理、および放棄されたコールの数
• 発信者がキューで待機した時間
• 利用可能なエージェントにキューイングされたコール数
• サービス レベルの目的が一致しているかどうか
• 発信者が転送する必要があるかどうか
• ビジー信号を聞いた発信者の数
• エラーが発生したコール数
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スキル グループおよびエージェント レポートは、ASA、平均 処理時間、放棄、リダイレクト、
および処理されたコールなど、多くの同じメトリックを提供しますが、コールタイプレポートは
これらのメトリックをカスタマー エクスペリエンスのさらに全体像を提供し、アプリケーション
別に編成された統計情報の検討を支援する形式で表示します。

コール タイプ
コール タイプとは、受信コールのカテゴリです。 コール ルータは、コール タイプに基づいて、
適切なエージェントにコールを最終的に送信するルーティングスクリプトを選択します。コール
タイプごとに、どのルーティング スクリプトを実行するかがスケジュールされています。
コール タイプは、最も高いレベルのレポート エンティティであり、Peripheral から独立していま
す。
コールタイプには、音声（電話）および音声以外（電子メールおよびテキストチャットなど）の
2 種類があります。
• 音声コール タイプの場合は、まずダイヤル番号（DN）で分類されますが、さらに発呼者回
線 ID（CLID）で分類することもできます。
• 音声以外のコール タイプの場合は、まずスクリプト タイプ セレクタでカテゴリ分けされま
すが、さらにアプリケーション文字列 1 およびアプリケーション文字列 2 で分類することも
できます。
発信者が希望するサービスの種類に対応するコール タイプを作成し、スクリプトにおいてコール
タイプを変更すると、カスタマー エクスペリエンスを反映したレポート統計情報になります。

（注）

提供するコール処理ごとに別のコール タイプを設定すると、大半のカスタム レポートの必要
性をなくすことができます。

（注）

• ソフトウェアは、複数のスキル グループに同時にコールを提供できるルーティングを許
可します。 Call_Type_Skill_Group_Interval テーブルは、特定のスキル グループに関連付
けられたコール タイプの詳細を記録します。 このテーブルから生成されたレポートに
は、スクリプトがどのようにコールをルーティングしたか、およびエラーが発生した、
放棄された、無応答時にリダイレクトされたなどのスキルグループに関連付けられたコー
ルが表示されます。

コール タイプに関するベスト プラクティス
レポートのニーズを満たすために作成する必要があるコール タイプを考慮し、提供するコール処
理のタイプごとに個別のコール タイプを設定します。
導入モデル、スクリプティング、キューイング、およびコールがトランスレーション ルーティン
グされるかどうかに基づいて、次のようにコール タイプを定義できます。
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• 異なる Peripheral にルーティングされるコールの数やルーティング エラーが発生したコール
の数など、コール センターのエンタープライズ ライドのルーティング統計情報を提供しま
す。
• コンタクト センター内で発生したアクティビティの特定のタイプに関するレポートを作成す
るために、コールをグループ化することができます。 たとえば、応答がない場合にリダイレ
クトするコールまたは別のエージェントに転送されるコールに個別のコール タイプを作成す
る場合があります。
• セルフ サービス CVP アプリケーションの統計情報に関するレポートを作成します。
コールの転送および会議に関連付ける別のコール タイプを設定しますか。
設定すると、別のルーティング スクリプトで処理できます。
ネットワーク CVP セルフサービス アプリケーションまたは情報収集アプリケーション内の個々
のトランザクションに関するレポート作成を計画しますか。
計画する場合は、トランザクションごとに別のコール タイプを設定します。
情報収集 CVP メトリックをキュー メトリックから分離しますか。
分離する場合は、キューイングに別のコール タイプを設定します。
RONA の状況に関連付けられる別のコール タイプを設定しますか。
設定すると、無応答のコールを、無応答時リダイレクト状態を処理するルーティング スクリプト
に転送することができます。さらに、この無応答時リダイレクトコールタイプに関するレポート
を作成して、無応答時にリダイレクトされたコールが最終的にどのように処理されたかを表示す
ることもできます。
エージェントチームごとに、スーパーバイザアシストおよび緊急支援スクリプトに関連付ける別
のコール タイプを設定しますか。
設定すると、スーパーバイザおよびそのエージェントのチームのプライマリ スーパーバイザまた
はセカンダリスーパーバイザにリクエストを割り当てることができる緊急アシストルーティング
スクリプトに、アシスタンス リクエストを転送することができます。 コール タイプ レポートを
使用して、スーパーバイザ アシスタンス コールのデータを表示できます。
コール タイプのサービス レベルを決定しますか?
サービス レベルは、コールの応答目標がどの程度達成されたかを示しています。
コール タイプごとに個別のサービス レベルを設定することも、すべてのコール タイプを対象に
したグローバル サービス レベルを設定することもできます。
非常に短時間で放棄されたコールを放棄ショート コールからフィルタ処理で除外するように設定
しますか?
放棄ショート コールを使用する場合は、放棄待機時間コール タイプを Configuration Manager で設
定します。 放棄待機時間内に放棄されたコールがショート コールとしてレポートされます。
放棄ショート コールを使用しない場合は、[Abandon call wait time] フィールドを空白のままにして
おきます。
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そのコール タイプで、応答されたコールおよび放棄されたコールに関するレポートを作成する
「バケット間隔」を定義しますか。
これらの「バケット間隔」は、各間隔で応答されたコール数と放棄されたコール数を表示するコー
ルタイプレポートに表示され、いつコールが放棄、または応答されているかをモニタするのに役
立ちます。

コール タイプの変更
コールタイプは、コールを新しいルーティングスクリプトに転送する、またはさまざまな行程や
トランザクションのレポート メトリックを収集するために、コールの存続期間中に変更される場
合があります。
ルーティング スクリプト内でコール タイプを変更する理由には、次のものが含まれます。
• セルフサービス CVP スクリプトでは、トランザクションが完了したことを示すために、スク
リプトの特定のポイントでコール タイプを変更する場合があります。
たとえば、顧客が銀行に電話を掛けていて、セルフサービス スクリプトを使用して自分の口
座残高を正しく確認できた場合、口座残高のトランザクションが完了して新しいトランザク
ションが始まったことを示すために、コール タイプの変更が必要な場合があります。 この
場合は、レポートが必要なトランザクションごとにコール タイプを作成します。
• 情報収集のメトリックとキューイングのメトリックを分けるために、情報収集 CVP スクリプ
トの最後にコールがキューに入れられた時点で、コール タイプを変更する場合があります。
この場合は、情報収集アプリケーションに関連付けられたコール タイプとキューイングに関
連付けられたコール タイプを作成します。
コール タイプのサービス レベルのしきい値タイマーは、サービス レベルが定義されているコー
ル タイプにコールが入った時点で開始します。 サービス レベル タイマーが経過すると、サービ
ス レベルは、このコールに関連付けられている現在のコール タイプに適用されます。
コール タイプがスクリプト変更またはコール タイプ ノードを使用して変更されると、サービス
しきい値タイマーはリセットされます。
サービス レベルは、キューイング ノードおよび LAA の選択ノードを使用するスクリプトに関連
付けられているコール タイプに対してだけ定義します。

（注）

コール タイプは次の要因に応じて変更されます。
• コールの各レッグの TCD レコードは最後のコール タイプと関連付けられます。
• マイクロアプリケーションのキャプチャ（CAP）を使用する際は、異なる TCD 行と複数の
コール タイプが生成されます。
• コールがキューで放棄される際、コール タイプは変更されません。
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コール タイプ レポーティング
コール タイプ レポートの使用は、エンタープライズでのビジネス ニーズに基づいており、Packaged
CCE ソフトウェアによって提供される機能の使用をどのように計画するかによって決まります。
コール タイプ レポーティングは、Unified CC での完全なカスタマー エクスペリエンスを、Packaged
CCE でのサービス レポーティングと同様に提供します。
コール タイプ レポートは次の目的で使用できます。
• エージェントが応答したコール
• CVP で放棄されたコール
• エージェントへのルーティング中またはエージェントの電話機が応答する前に放棄された
コール
• ショート コール
• ビジー、呼び出し、デフォルト ルーティング、またはネットワーク ルーティング処理が提
供されるコール
• コール タイプまたはスクリプト変更ノードを使用して、ルーティング スクリプト内の別の
コール タイプに移動したコール
• VRU へのルーティング中に放棄されたコール
• 無効なラベルを持つコール
• エージェントの電話機の無応答時に再ルーティングするコール
• ラベル ノードを使用してスクリプトを終了する、監視されていないデバイス（ボイス メー
ルなど）へのコール
• コールがトランスレーション ルーティングされた際のコール処理統計情報の全コール期間の
レポートの作成
• グローバルなコール処理の目的でグループ化されたコールに関するレポートの作成
• 異なる Peripheral へルーティングされるコール数、およびルーティング エラーが発生したコー
ル数など、コール センターのエンタープライズ全体のルーティング統計情報の提供
• セルフ サービス CVP アプリケーション の統計情報のレポートの作成
• 転送されたコールなど、特定のアクティビティに関するレポートの作成（これらのアクティ
ビティにコール タイプが設定されている場合）

提供されたコールのコール タイプに対する計算方法
コール タイプでの CallsOffered の完了状態は、Call_Type_Interval テーブルの次のフィールドを使
用して算出されます。
• CallsHandled
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• ErrorCount
• ICRDefaultRouted
• NetworkDefaultRouted
• ReturnBusy
• ReturnRing
• NetworkAnnouncement
• OverflowOut
• IncompleteCalls
• ShortCalls
• CallsRoutedNonAgent
• CallsRONA
• ReturnRelease
• AgentErrorCount
• TotalCallsAband

コール タイプ レポーティングに対するコール エラーの影響
コール エラーによってデータベースがどのように増分されるかは、次の条件に依存します。
• CCE/CVP スクリプトへのルーティング中に放棄されたコールとは、VRU へ送信される途中
にネットワーク内で放棄されたコールです。 たとえば、Communications Manager の CTI ルー
ト ポイントから VRU への送信中にコールが放棄される場合があります。 これらのコールに
よって、Call_Type テーブルの [ErrorCount] カラムが増加します。
コール タイプに設定された放棄待機時間内に発信者がコールを放棄した場合、CVP へのルー
ティング中に放棄されたコールは、エラーではなくショート コールとしてカウントされま
す。 放棄されたショート コールの詳細については、次の項を参照してください。
• エージェントへのルーティング中に放棄されるコールとは、コールがエージェント デスク
トップにあるときにエラーが発生したコールです。 このコールは、Call_Type テーブルの
[AgentErrorCount] の一部としてカウントされます。
コール タイプ レポートの [Calls Error] フィールドは、両方のエラー カラムが結合された算出フィー
ルドです。 5o\ たとえば、コールタイプ - 履歴全フィールド レポートの [Calls Error] フィールド
は、Call_Type_Interval.IncompleteCalls + Call_Type_Interval.AgentErrorCount で導出されます。

無効なラベルを持つコールがコール タイプ レポーティングに与える影響
無効なラベルとは、設定が誤っているラベルまたは見つからないラベルのことです。 これには、
デフォルトラベルを定義するのが有効です。デフォルトラベルを定義すると、設定が誤っている
ラベルに遭遇したコールが、少なくともデフォルト ラベルまで移動でき、コール タイプ レポー
トで計算および処理されるようになります。
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ラベルの設定が誤っている原因は次のものが考えられます。
• スクリプト ノードで指定されたラベルがルーティング クライアント上に存在しない。この
場合、スクリプト ノードで指定されたラベルがルーティング クライアントに存在していな
い可能性があります。
• ラベルが不正なエージェントを指している。この場合、コール前のメッセージはあるエー
ジェントに送信されますが、実際のコールは別のエージェントに送信されます。 このコール
は、不完全なコールとしてレポートされます。
ノードでラベルが定義されていない場合は、コールのエラー条件が発生し、エラーとしてレポー
トされます。

CVP で無応答が発生したコールがコール タイプ レポーティングに与える影響
CVP 無応答コールの数は、エージェント レポートおよびスキル グループ レポートで表示できま
す。
CVP 無応答機能により、エージェントがコールに応答しない場合は、指定された秒数の後、コー
ルがエージェントから切断され、別のエージェントに再割り当てされるか、再キューイングされ
ます。 無応答は、コールがエージェントの電話から再ルーティングされたときに、エージェント
状態を待受停止に変更する場合にも使用されます。 CVP 無応答機能により、エージェントはルー
ティング要求に対して応答不可になります。 Packaged CCE CVP の無応答タイムアウトを超過す
ると、コールは別のスキル グループまたはエージェントにルーティングするために再キューイン
グされます。

（注）

セントラル コントローラは、CVP からの応答を最大 30 秒間待ちます。したがって、CVP の無
応答タイムアウトは 30 秒未満にする必要があります。 30 秒以内に応答が受信されない場合、
コールは失敗します。
無応答の状況を処理するルーティング スクリプトは 2 通りの方法で設定できます。つまり、コー
ルが再クエリーされた場合にスクリプトのコール タイプを変更するか、あるいはスクリプトで同
じコール タイプを使用し続けるかを指定できます。
無応答に関するスクリプトの内容は、表示されるレポート データに次のような影響を与えます。
• コール タイプを変更する場合、CallsOffered、CallsRequeried および OverflowOut が最初のコー
ル タイプに対して更新されます。 CallsOffered およびコールの完了に関連するフィールド
（[CallsHandled] など）は、2 番目のコール タイプに対して増加します。
2 つのコール タイプを使用すると、コール タイプ レポートで無応答の発生を識別できます。
たとえば、無応答の状況で使用する特定のコール タイプを作成すると、そのコール タイプ
に提供されたコールを監視することで、コールがリダイレクトされているかどうかを確認で
きます。 また、他のコール タイプに対して [フロー発信（Flow Out）] フィールドが増加して
いるかどうかも確認できます。
• コール タイプを変更しない場合、CallsOffered およびコールの完了に関連するフィールド
（[CallsHandled] など）が増加します。 [フロー発信（Flow Out）] は増加しません。 エージェ
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ント レポートまたはスキル グループ レポートを表示しない場合は、コールが応答なしでリ
ダイレクトされているかどうかがわかりません （カスタム レポートを書けば CallsRequeried
の値を表示できます）。

（注）

Unified CVP アプリケーションは再クエリーを実行し、別のスクリプトへの分岐を行わずに他
のエージェントまたはスキル グループにコールをリダイレクトするため、コール タイプの
[CallsRONA] フィールドは増加しません。

ラベル ノードで終了して監視されていないデバイスにルーティングされるコールがレポートに与える影響
ラベル ノードは、音声メールまたは Web コンソール担当者にコールを転送するときに使用しま
す。また、音声メニュー中に発信者によってダイヤルされる番号またはその他の条件が原因で、
Unified ICM/CC によって監視されていない他のデバイスにコールを転送するときにも使用します。
これらのコールは RoutedNonAgent としてカウントされ、コール タイプ レポートの [その他（Other）]
カラムに表示されます。

コール タイプ レポート
次のレポートには、コール タイプに関するデータが表示されます。
• Unified IC コール タイプ放棄/応答分布 - 履歴
• Unified IC コール タイプ - 履歴全フィールド
• Unified IC コール タイプ - リアルタイム全フィールド

コールに関するレポーティング

バケット間隔
バケット インターバルを指定すると、特定の時間増分（0 ～ 8 秒、60 秒未満など）内の放棄呼ま
たは応答呼のデータを追跡できます。
バケット間隔は次のものに関連付けられます。
• コール タイプ
• スキル グループ
• プレシジョン キュー
これらはシステム全体に対して、および個々のコールタイプに対して設定できます。ローカル設
定がシステム レベルの設定に優先します。
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サービス レベルでは、何パーセントのコールが特定の時間内に応答されたかがわかりますが、
サービスレベルのどれくらい近くで、コールが応答または放棄されたかはわかりません。バケッ
トの間隔では、コールが応答されるまでに、または放棄されるまでに、発信者がどれくらい待っ
ているかも把握できます。
たとえば、サービス レベルが 2 分の場合に、間隔を 30 秒、1 分、90 秒、120 秒、180 秒、210 秒、
および 240 秒に設定したとします。 これらのインターバルを使用すれば、コールが 180 秒のサー
ビス レベルしきい値の 30 秒後までに応答されたのか、ほとんどの人が応答されるまでにさらに
1 分長く待っているのかがわかります。
この間隔は、発信者が放棄するまでにどれぐらい待とうという意志があるかについての洞察も得
られます。 たとえば、サービス レベルを 2 分過ぎるまでは、発信者の多くはコールを放棄しない
とします。この場合は、サービスレベルの目標を変更できることが示されている可能性がありま
す。
レポートの不一致を回避するには、特定の時間境界（つまり、1 日、週、または月の終わり）で
のみバケット間隔設定を変更します。 時間境界を変更するときには、変更するインターバルに対
してレポートを実行しているユーザがいないことを確認してください。
Packaged CCE には、1 つのシステム デフォルト バケット間隔があります。この間隔の境界（増
分）は、8、30、60、90、120、180、300、600、および 1,200（秒）です。

バケット間隔レポート
バケット間隔データを示すレポートは、次のとおりです。
• Unified Intelligence Center：コール タイプ放棄/応答分布 - 履歴
• Unified Intelligence Center：コール タイプ - 履歴全フィールド レポート
• スキル グループ放棄/応答分布
• プレシジョン キュー放棄/応答分布

サービス レベル
サービスレベルは、コールへの応答に関する目標を設定し、評価する際に役立ちます。サービス
レベルは設定可能です。必要な情報の種類に応じて、異なる方法で定義できます。

サービス レベルについて
指定された期間内にサービス レベル イベントを持つすべてのコールは、その期間に提供された
サービス レベル コールであると見なされます。 これは、サービスに最初に提供された時に各コー
ルをカウントする、コールに提供された値とは異なることを示しています。
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（注）

サービス レベルは、サービス レベル時間内に応答も放棄もされていないコールの影響は受け
ません。 たとえば、サービス レベルのしきい値内でエラー条件が発生したコール、または監
視されていないデバイスに（ラベル ノードを使用して）送信されたコールは、サービス レベ
ルに影響を与えません。
サービス レベルの計算では、次の 2 つの設定パラメータが重要です。
• [サービス レベルのしきい値（Service level threshold）]：コールを処理するための目標として
設定する秒数。 特定時間のサービス レベルを計算する場合、Packaged CCE ソフトウェアは、
その間隔内でサービス レベル イベントが発生したコール数を特定します。
• [サービス レベル タイプ（Service level type）]：放棄されたコールがサービス レベルに影響
を与える方法。

サービス レベルしきい値（Service Level Threshold）
サービス レベルしきい値は、コールとエージェントを接続する場合の目標として設定する秒数単
位の値です。
たとえば、コールの 80% を 2 分以内に応答するという目標を立てたとします。 この場合、サービ
ス レベルしきい値を 120 秒に設定します。 レポートには、しきい値の時間内に応答されたコール
のパーセンテージが表示されるため、目標を達成しているかどうかが確認できます。
サービス レベルしきい値を 0 秒に設定すると、コールにサービス レベル イベントが設定されず、
コールはサービス レベル コールとして処理されません。

サービス レベル タイプ（Service Level Type）
サービス レベルのタイプによって、サービス レベルのしきい値よりも前に放棄されたコールが
サービス レベル計算に与える影響が決まります。
サービス レベル タイプは、Configuration Manager で 3 つのオプション（プラス、マイナス、ま
たはまったく影響なし）として示されます。
• 放棄呼が、プラスの影響を与える計算方法
一部のコンタクト センターでは、放棄呼がサービス レベルにプラスの影響を与えるように
する必要があります。 これらのコンタクト センターでは、サービス レベルしきい値の時間
内に放棄されたコールは処理済みコールと見なされます。 放棄呼は、サービス レベルにプ
ラスの影響を与えると見なされます。
• 放棄呼が、マイナスの影響を与える計算方法
他のコンタクト センターでは、サービス レベルのしきい値時間内に応答されたコールだけ
が処理済みコールと見なされます。 これらのコンタクト センターでは、サービス レベル時
間内に放棄されたコールによってサービス レベルに悪い影響が出ます。 放棄呼は、サービ
ス レベルにマイナスの影響を与えます。
• 放棄呼の無視
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他のコンタクト センターでは、サービス レベルの計算から放棄呼が除外される場合があり
ます（放棄呼を無視する計算方法）。
サービス レベルの計算は、サービス レベル設定に定義されたサービス レベル タイプに基づきま
す。 これらについては、次の表で説明します。
表 36：サービス レベル タイプの数式

サービスレベルタイプ サービス レベルを決定するために使用される数式
（Service level type）
放棄呼の無視

コール タイプおよびサービスに対して：ServiceLevelCalls/
（ServiceLevelCallsOffered – ServiceLevelAband）

放棄呼へのマイナスの コール タイプおよびサービスに対して：ServiceLevelCalls/
影響
（ServiceLevelCallsOffered）
放棄呼へのプラスの影 コール タイプとサービスに対して：（ServiceLevelCalls +
響
ServiceLevelAband）/（ServiceLevelCallsOffered）

サービス レベル タイプの計算方法の例については、次のコール数を考慮してください。
• サービス レベルしきい値（ServiceLevelCalls）内に応答 = 70 コール
• サービス レベルしきい値（ServiceLevelAband）内に放棄 = 10 コール
• 超過サービス レベルしきい値（ServiceLevelCallsOffered –（ServiceLevelCalls +
ServiceLevelAband））= 20 コール
• 合計サービス レベル イベント（ServiceLevelCallsOffered）= 100 コール
これらのコール数では、次のように、各タイプに対してサービス レベルが計算されます。
表 37：サービス レベルの計算

このサービス レベル タイプの場合：

サービス レベル計算：

放棄呼を無視する計算方法

70/（100 - 10）= 77%

放棄呼が、マイナスの影響を与える計算方法

70/100 = 70%

放棄呼が、プラスの影響を与える計算方法

（70 + 10）/100 = 80%

放棄呼を追跡しない場合は、[放棄待機時間（Abandon Wait Time）] フィールドを空白のままにし
ます。

Packaged CCE アドミニストレーション ガイド リリース 9.0(x)
328

0

レポート
サービス レベル

コール タイプのサービス レベル
カスタマーエクスペリエンスを全体的に測定するためにコールタイプを使用すると、コール処理
全体と発信者によるシステムの使用状況について深く理解できるようになります。
コール タイプのサービス レベルのしきい値タイマーは、サービス レベルが定義されているコー
ル タイプにコールが入った時点で開始します。 サービス レベル タイマーが経過すると、サービ
ス レベルは、このコールに関連付けられている現在のコール タイプに適用されます。
キューイングノードを使用するスクリプトに関連付けられているコール タイプだけが、サービス
レベルを定義します。 コール タイプがスクリプト変更またはコール タイプ ノードを使用して変
更されると、サービスしきい値タイマーはリセットされます。
このコール タイプに対して発生する可能性があるサービス レベル イベントは、次の 4 つです。
• サービス レベルのしきい値が経過する前に、エージェントがコールに応答します。 この場
合、ServiceLevelsCallsOffered および ServiceLevelCalls データベース フィールドが増加しま
す。
• サービス レベルのしきい値が経過する前に、CVP またはエージェントの電話でコールが放棄
された場合。 この場合、ServiceLevelCallsOffered および ServiceLevelAband データベース
フィールドが増加します。
• サービス レベルのしきい値が経過する前に応答されなかったため、コールがリダイレクトさ
れた場合。 この場合、[ServiceLevelCallsOffered] データベース フィールドの値が増加します。
• サービス レベルのしきい値タイマーが経過した場合。 例：コールがエージェントによって
応答、または放棄されないまま、サービス レベルのしきい値に達しました。 この場合、
ServiceLevelCallsOffered データベース フィールドが増加します。
サービス レベルしきい値が経過する前にコールにエラーが発生した場合、[ServiceLevelError] デー
タベース フィールドの値は増加しますが、[ServiceLevelOffered] の値は増加しません。 サービス
レベルしきい値が経過した後にコールにエラーが発生した場合は、[ServiceLevelOffered] の値が増
加します。
サービス レベル計算からエラーを除外するには、次の手順を実行します。
• エラー コールを除外して ServiceLevelCallsOffered を調整します。
調整された SL 提供コール数 = SL 提供コール数 –（Total Error コール数 - ServiceLevelError）
この例では、放棄コールがマイナスの影響を与えます。
ServiceLevel = ServiceLevelCalls/（ServiceLevelCallsoffered –（AgentErrorCount + ErrorCount –
ServiceLevelError））

スキル グループのサービス レベル
スキル グループ レベルでは、エージェントおよびスキル グループ パフォーマンスを監視する場
合にサービス レベル メトリックが役に立ちます。 スキル グループのサービス レベルのしきい値
タイマーは、コールがスキル グループにキューイングされた時点で開始されます。
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プレシジョン キューを使用してスキル グループを拡張または置換できます。 プレシジョン キュー
の詳細については、「Create Precision Queue」を参照してください。

（注）

デフォルトでは、スキル グループのサービス レベルしきい値は、エージェント Peripheral のデ
フォルト値に設定されます。
このスキル グループに対して発生する可能性があるサービス レベル イベントは、次の 5 つです。
• サービス レベルのしきい値が経過する前に、エージェントがコールに応答します。 この場
合、コールに応答したスキル グループの [ServiceLevelsCallsOffered] および [ServiceLevelCalls]
データベース フィールドの値が増加します。 コールが複数のスキル グループにキューイン
グされた場合は、他のスキル グループに対する [ServiceLevelsCallsOffered] および
[ServiceLevelCallsDequeued] データベース フィールドの値が増加します。
• サービス レベルしきい値が経過する前に、スキル グループからコールがキューイング解除
されます。 この場合、ServiceLevelsCallsOffered および ServiceLevelCallsDequeued データベー
ス フィールドが増加します。 コールは、別のスキル グループにルーティングされるスキル
グループからキューイング解除される場合に、キャンセル キュー ノードを使用してキュー
イング解除されることがあります。
• サービス レベルのしきい値が経過する前に、VRU（キュー）またはエージェントの電話で
コールが放棄された場合。 この場合、ServiceLevelCallsOffered および ServiceLevelAband デー
タベース フィールドが増加します。
• サービス レベルのしきい値が経過する前に応答されなかったため、コールがリダイレクトさ
れた場合。 この場合、ServiceLevelCallsOffered データベース フィールドが増加します。
• サービス レベルのしきい値タイマーが経過した場合。 例：コールがエージェントによって
応答、または放棄されないまま、サービス レベルのしきい値に達しました。 この場合、
ServiceLevelCallsOffered データベース フィールドが増加します。
使用するスクリプティングによってはコールを複数のスキル グループにキューイングできるた
め、1 つのコールがキューイングされたそれぞれのスキル グループのサービス レベル メトリック
が更新されます。
そのような場合に、サービス レベルにどのような影響があるかを理解することが重要です。
• コールが複数のスキル グループにキューイングされ、サービス レベルしきい値が経過する
前に応答された場合は、コールに応答したスキル グループの [ServiceLevelsCallsOffered] およ
び [ServiceLevelCalls] データベース フィールドの値が増加します。 他のスキル グループで
は、[ServiceLevelsCallsOffered] および [ServiceLevelCallsDequeued] データベース フィールド
の値が増加します。
• コールが複数のスキル グループにキューイングされ、サービス レベルしきい値が経過する
前にキュー内で放棄された場合は、すべてのスキル グループの [ServiceLevelsCallsOffered] お
よび [ServiceLevelCallsAband] データベース フィールドの値が増加します。 この結果により
すべてのスキル グループのサービス レベルにマイナスまたはプラスのどちらの影響が出る
かは、個々のスキル グループの設定でのサービス レベルの計算で放棄呼をどのように処理
するかに基づきます。
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• コールが複数のスキル グループにキューイングされ、サービス レベルしきい値が経過した
後にキュー内で放棄された場合は、すべてのスキル グループの [ServiceLevelsCallsOffered]
データベース フィールドの値が増加します。 この結果、サービス レベルにマイナスの影響
が出ます。
• コールが複数のスキル グループにキューイングされ、スキル グループにルーティングされ
てから（例：エージェントを呼び出す場合に放棄する）、サービス レベルしきい値が経過す
るまでにコールを放棄する場合は、放棄されたスキル グループに対して
[ServiceLevelCallsOffered] および [ServiceLevelCallsAband] データベース フィールドの値が増
加し、他のスキル グループで [ServiceLevelCallsOffered] および [ServiceLevelCallsDequeued]
データベース フィールドの値が増加します。
ServiceLevelCallsOffered からエラーを削除する場合は、カスタム レポートで ServiceLevelCallsOffered
–（Errors – SLErrors）という数式を使用できます。

サービス レベルのベスト プラクティス
サービス レベルの設定およびスクリプティングを行う場合は、次のガイドラインを考慮してくだ
さい。
• サービス レベル時間は、コールがコール タイプに入った時点で開始されます。 コールがス
キル グループにキューイングされる時点でサービス レベル時間が開始されるように、キュー
およびエージェントの統計の収集に使用するコール タイプ スクリプトを設定します。 サー
ビス レベルは、スキル グループ キューイング ノードを含むスクリプトを指しているコール
タイプに対してだけ定義します。
• 1 つのコール タイプ（つまり、コール タイプのマッピングを使用してスクリプトに対して指
定された最初のコール タイプ）を、キューより先に統計情報を収集するように設定します。
• キューおよびエージェントの統計の収集に使用される他のコール タイプを設定します。
• ルーティング スクリプトで、キューイング情報の収集に使用されるコール タイプにコール
を送信するために、スクリプト変更またはコール タイプ ノードを含めます。
• スキル グループ/プレシジョン キューおよびサービス レベル メトリックは、1 つのコールが
キューイングされるそれぞれのスキル グループ/プレシジョン キューで更新されます。 その
ようなケースでは、コールがサービス レベルしきい値の内外で放棄された場合に、サービス
レベルにマイナスの影響を与える場合があります。 サービス レベルの計算に放棄呼を含め
る場合に、放棄呼がサービス レベルにマイナスの影響を与えないようにする必要がある場合
は、1 つのスキル グループ/プレシジョン キューにキューイングすることを検討してくださ
い。
これらのガイドラインに従った場合、最初のコール タイプ（コールの最初のマップ先）によっ
て、コールがスキルグループにキューイングされる前に統計が収集されます。その後、スクリプ
トによって、スキル グループ/プレシジョン キューにコールがキューイングされた後で情報を収
集するように設定されたコール タイプにコールが渡されます。
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サービス レベル関係：MRD、スキル グループ、およびプレシジョン キュー
MRD、スキル グループ、およびプレシジョン キューのサービス レベル設定は、階層形式であり、
次のように解釈されます。
MRD は最大レベルです。 MRD のデフォルト設定値は Service level threshold = 30 seconds と Service
level type = Ignore Abandoned Calls です。 Ignore Abandoned Calls は唯一の値であり、保護されま
す。 スキル グループとプレシジョン キューは、明示的に設定されていない限り、MRD から値を
継承します。 スキル グループとプレシジョン キューのデフォルト設定は MRD から取得されます
が、上書きできます。

ショート コール、放棄呼、およびオーバーフロー コール
この項では、ショート コール、放棄呼、およびオーバーフロー コールについて説明します。

ショート コール
ショート コールとは、すぐに放棄されたコールまたは応答後すぐに切断されたコールのことで
す。ショートコールを定義することによって、システムに留まっていた時間が短すぎるためイベ
ントとは見なされないコールをレポート メトリックから除外できます。
破棄呼の待ち時間タイマーは、放棄呼がカウントされないしきい値を定義します。 放棄しきい値
がサービスレベルしきい値よりも小さい場合、コールによってサービスレベルは影響を受けませ
ん。 コール待機時間がこのしきい値よりも大きい場合、コールは提供済みとしてカウントされま
す。
応答ショートコールしきい値は、コールが応答済みとしてカウントされず、エージェントパフォー
マンスに影響を与えない時間を定義します。
ショート コールを使用して False の放棄をフィルタで除外する場合、またはコールの応答および
終了が早すぎて処理済みと見なされないことを検出する場合は、次のことを考慮してください。
• Peripheral に対して放棄ショート コールを設定できます。 これらのコールは、その Peripheral
に設定されたサービスに対して追跡されます。
• どれだけ早く放棄するかに関係なく、すべての放棄呼をショート コールとしてカウントしな
いことを選択できます。
• 放棄呼がどのようにサービス レベルに影響を与えるか（マイナス、プラス、またはまったく
影響なし）を選択できます。
• コール タイプに対して応答ショート コールを設定することはできません。
• どれだけ早く終了するかに関係なく、すべての応答コールをショート コールとしてカウント
しないことを選択できます。
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（注）

ショート コールのコンセプトは、音声メディア クラスにのみ適用されます。
これらのショート コール機能にアクセスするには、次の項を参照してください。
ショート コールをフィルタおよび検出デバイスとして使用
次の一般的な手順を実行します。
1 AW（DataServer）にアクセスします。
2 [Configuration Manager] > [ツール（Tools）] > [エクスプローラ ツール（Explorer Tools）] > [PG
Explorer] を選択します。
3 [取得（Retrieve）] をクリックします。
4 [汎用 PG（Generic PG）] を展開します。
5 [CUCM_PG] # をクリックします。
画面の右側に、タグのグループがあります。
• Peripheral
• 詳細設定（Advanced）
• エージェントの配信（Agent Distribution）
• Peripheral モニタ（Peripheral Monitor）
• デフォルト ルート（Default route）
• ルーティング クライアント（Routing client）
• スキル グループ マスク（Skill Group Mask）

放棄ショート コール
放棄呼待機時間しきい値に対して設定された値より後で放棄呼は、放棄されたと見なされます。
これはグローバルな設定です。
放棄呼待機時間しきい値よりも前に放棄されたコールは、ショート コールとしてレポートされま
す。
放棄ショート コールによって、[CallsOffered] フィールドは変更されますが、[CallsAbandon] フィー
ルドは変更されないため、レポートに影響を与えます。

応答ショート コール
電話に応答するエージェントが不在の場合、発呼者がすぐに電話を切ると応答ショート コールが
反映されます。
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応答ショート コールは、スキル グループおよびエージェント スキル グループに対してレポート
されます。
ショート コール タイマーは、エージェントがコールに応答した時点で開始し、CallsAnswered メ
トリックはこれらのコールに対して更新されます。
通話時間が Peripheral に設定された応答ショート コールしきい値よりも短い場合は、
Skill_Group_Interval および Agent_Skill_Group_Interval テーブル内の [ShortCalls] フィールが増加し
ます。 そのコールは、処理コールとショート コールの両方としてレポートされます。
エージェントに対して自動応答が有効になっている場合で、一定期間内に多数のショート コール
がある場合は、ショート コールでのレポートを使用することで、コールが自動応答されたときに
端末の前にいなかったエージェントを特定できます。 これは、エージェントが不在の場合は、発
信者がすぐに電話を切るものと想定しています。

ショート コール レポート
複数の全フィールド レポートには、提供されたが、処理および放棄されないコールを追跡できる
ようにする [ショート タスク（Short Tasks）] カラムが含まれます。
次のレポートは、ショート コールに関する動作情報を示します。
• Unified Intelligence Center：エージェント - 履歴全フィールド レポート
• Unified Intelligence Center コール タイプ - 履歴全フィールド レポート
• Unified Intelligence Center エージェント スキル グループ - 履歴全フィールド
• プレシジョン キュー - 履歴全フィールド

放棄呼
エージェントに接続される前に発信者が切断した場合、コールは放棄されたものと見なされます。
これには、CVPでキューイングされたまたは待機している間に発信者が電話を切った場合が含ま
れます。 放棄呼の数が多い場合、発信者がキューで長い間待たされていることを示している可能
性があります。
サービス レポートには、すべての放棄呼の累積統計が示されます。 コール タイプ レポートには、
コールが放棄された場所についての追加情報が表示されます。

（注）

放棄呼待機時間しきい値よりも前に放棄されたコールは、ショート コールと見なされます。
たとえば、放棄呼待機時間を 10 秒に設定し、発信者が 9 秒で切断した場合、そのコールは
ショート コールと見なされ、受信や放棄とは見なされません。
放棄呼待機時間を設定するには、[xyz] 画面で [Peripheral] タブにアクセスします。 この手順に関
する詳細については、ショート コール, （332 ページ）を参照してください。
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放棄呼によるレポーティングへの影響
放棄のメトリックには、VRU（プロンプトまたはセルフサービス）での放棄、キューでの放棄、
およびエージェントでの放棄の 3 つのタイプがあります。
Packaged CCE/CC では、これらの放棄タイプごとの放棄カウントが別々に追跡されます。 また、
これらの放棄呼が放棄される前に経過した時間もトラッキングされます。
コール タイプ レポートの [放棄（Aban）] カラムに表示される値には、そのコール タイプの合計
放棄カウントが示されており、それには VRU（プロンプトまたはセルフ サービス）で放棄された
コール、キューで放棄されたコール、およびエージェントの電話の呼び出しやエージェントの電
話への転送中に放棄されたコールが含まれています。 この値は、[TotalCallsAband] データベース
フィールドから取得されています。
レポートの [放棄平均遅延時間（Avg Aban Delay Time）] フィールドには、これらの放棄呼で経過
した平均時間も表示されます。このフィールドは、現在の間隔内にこのコールタイプで終了した
すべての放棄呼の平均遅延時間を表しています。 この値は、
Call_Type_Interval.CallDelayAbandTime/Call_Type_Interval.TotalCallsAband から取得されています。
情報収集とキューイングの統計情報を分割するために、コールが放棄されたコール タイプだけで
コールの経過時間を計測することもできます。 この値は、CTDelayTotalAbanTime データベース
フィールドで追跡されています。このフィールドに含まれるのは、すべてのコールタイプではな
く、コールが放棄されたコール タイプで経過した時間だけです。
次の例を検討してください。
• あるコールでは、「Info_Call_Type」という情報収集コール タイプで 30 秒が経過していま
す。
• 次に、たとえば、Queue_Call_Type というキューイング コール タイプにコール タイプがスク
リプトによって変更されて、コールがキューイングされます。
• キューで 15 秒待った後、コールが放棄されます。
この場合、コールが放棄されるまでのコールの経過時間の合計は 45 秒になります。 ただし、コー
ルが放棄された「Queue_Call_Type」におけるコールの経過時間は 15 秒です。 「Queue_Call_Type」
のコール タイプの統計は次のように更新されます。
Queue_Call_Type
• CallDelayAbandTime = 45 秒
• CTDelayTotalAbanTime = 15 秒。

（注）

カスタム レポートを書けば、さまざまな放棄呼やそれらの放棄呼の経過時間に関するレポー
ティングを行えます。 スクリプト内または VRU（プロンプトまたはセルフ サービス）にある
コールに対して、放棄呼に関連するカウントや時間を測定するには、放棄呼の合計からエー
ジェントでの放棄とキューでの放棄を減算します。
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放棄ショート コールによるレポーティングへの影響
コール タイプのショート コールとは、そのコール タイプの放棄待機時間しきい値内で放棄され
たコールのことです。ショートコールを定義することによって、システムに留まっていた時間が
短すぎるため通常のコールとは見なされないコールを除外できます。ショートコールは、コール
タイプおよびサービスに対して定義できます。

（注）

ショート コールは、すべてのコール タイプに対してグローバルに設定されます。
ショート コール タイマーは、コールに対してルート リクエストが受信された時点で開始します。
[CallsOffered] フィールドは、ルート リクエストが受信されると更新されます。 コールが放棄待機
時間しきい値内で放棄された場合、[ShortCalls] フィールドは更新されますが、放棄呼数は更新さ
れません。 コール タイプは最も高いレベルのレポート エンティティであるため、VRU またはエー
ジェントの電話において放棄されたコールは、コール タイプの放棄待機時間しきい値内で放棄さ
れた場合には、コール タイプにおいて放棄されたショート コールと見なすこともできます。
放棄されるまでの時間に関係なく、すべての放棄呼をショート コールとしてカウントしないよう
にするには、コール タイプの [放棄呼待機時間（Abandon call wait time）] フィールドをブランク
にしておくことで、放棄ショート コールを無効にできます。

放棄呼レポート
次のレポートは、コール タイプとサービスに関する放棄統計情報を示します。
• CallType 放棄/応答分布 - 履歴
• CallType - 履歴全フィールド
• CallType - リアルタイム
• CallType SkillGroup - 履歴全フィールド

転送および会議
音声コールは、転送または会議が可能です。電子メール、チャット、およびブレンディッドコラ
ボレーション タスクなどの音声以外のタスクは転送および会議はできません。
転送はブラインドです。 ブラインド転送では、エージェントは別のエージェントが対応可能かど
うかを先に確認せずに、別のエージェントにコールを転送します。

転送および会議について
Packaged CCE は、エージェントおよびスキル グループへの直接の転送および会議をサポートして
います。
転送と会議からの正確で役立つデータを得るために、次のガイドラインに従ってください。
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• 関連するルート ポイントが指定されたダイヤル番号を、エージェントおよびスキル グルー
プへの転送と会議用に設定します。
• 設定したダイヤル番号を使用して転送する場合には、別のスクリプトを作成するように計画
してください。 最初のスクリプトで、コールを転送する際などにコール タイプを変更しま
す。コールは転送スクリプトに送信されます。 別のスクリプトを準備すると、エージェント
のデフォルトのスキル グループではなく、複数のコール タイプやスキル グループにまたがっ
てデータをトラッキングできます。
• エージェントは、手動でコールを別のエージェントに転送を、または ACD 上でエージェン
トの内線を直接ダイヤルして別のエージェントで会議を行うことができます。
• エージェントは、ACD 番号を使用して ACD 上のルーティング スクリプトにアクセスできま
す。また、オプションで、コールをPackaged CCE にポストルーティングすることができま
す。
後者の方法を推奨しますが、これは、Packaged CCE は転送されたコールおよびエンタープラ
イズ間でどのように処理されるかを追跡できないためです。 また、コールを別の ACD サイ
トに転送する機能もあります。
直接エージェント転送を阻止することを推奨しますが、これは、レポートの目的では、スキ
ル グループおよびサービス割り当てのために ACD に依存する必要があるためです。 ACD 自
体で転送および会議を処理している場合は、ACD 番号を転送のレポート方法の制御に使用し
ます。

（注）

エージェント拡張が設定されていない場合、Packaged CCE は、直接転送を認
識しません。

ポストルーティングを使用したコールの転送および会議の提供を計画する場合は、正確で役立つ
データを得るために、次のガイドラインに従ってください。
• すべての転送および会議をポストルーティングする場合は、転送および会議のシナリオに対
して別のスクリプトの作成を検討してください。
• 設定したダイヤル番号を使用する Packaged CCE 上の転送用に別のスクリプトを作成するよ
うに計画します。 別のスクリプトを ACD または Packaged CCE 上に準備すると、すべての既
知のスキル グループ間でデータを追跡できます。

（注）

これを行わない場合、レポート統計による影響を受けるスキル グループは不
明となり、結果が予測できません。

転送および会議に関する設定とスクリプティング
スキル グループへの転送および会議についての設定とスクリプティングを行う場合は、次のガイ
ドラインに従ってください。
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• ダイヤル番号を設定します。
• 新しいコール タイプを作成するか、既存のコール タイプを識別して、コール タイプをダイ
ヤル番号に関連付けます。
• スキルグループ キューイング ノードを含むスキル グループに転送するためのルーティング
スクリプトを作成します。 このスクリプトにより、転送コールおよび会議コールが正しいス
キル グループにキューイングされます。
• コール タイプをルーティング スクリプトに関連付けます。

動作レポート
動作レポートには、トランスレーションルート、トランク、およびトランクグループに関するレ
ポートが含まれます。

トランクおよびトランク グループ
すべての Peripheral には、1 つ以上の関連付けられたトランク グループがあり、それぞれのトラン
ク グループには 1 つ以上の物理トランクが含まれています。
サービス中のトランク数、アイドル状態のトランク数、およびトランク グループ内のすべてのト
ランクが同時にビジーになっていた時間（全トランク使用中）などのデータに関してレポートす
ることができます。
次のレポートには、トランク グループに関する動作情報が含まれます。
• Unified Intelligence Center IVR ポート パフォーマンス履歴レポート

IVR/VRU セルフサービス
この項では、音声自動応答装置（IVR）用の Customer Voice Portal（CVP）を使用したセルフ サー
ビスについて説明します。

CVP について
CVP（音声応答装置）は、対話式音声自動応答装置（IVR）とも呼ばれ、録音されたアナウンスを
再生して、タッチトーンの発信者入力番号に応答するテレコミュニケーション デバイスです。
CVP には、自動音声認識（ASR）または音声合成（TTS）機能を備えているものもあります。
Packaged CCE の用語では、CVP は、Peripheral に対応し、PG を使用して統合されます。
CVP での使用
エンタープライズには、初期コール処理およびエンタープライズ キューイングを提供する、1 種
類以上の CVP アプリケーションが実装されている場合があります。
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• セルフサービス アプリケーションの場合、顧客は CVP の一連のプロンプトを通じて情報を
入手でき、すべてのトランザクションは CVP 内で行われます。 たとえば、顧客が銀行に電
話をした場合、セルフサービス アプリケーションによって口座番号とパスワードの入力が求
められた後に、口座残高の確認、最近の支払いの確認、および PIN 番号の変更などが可能に
なります。
• 情報収集アプリケーションの場合は、どの部署につなぐかなどの特定の情報を入力するよう
CVP から発信者に求められた後、その情報を使用してルーティングが決定され、その情報が
エージェントのデスクトップに渡されます。
• CVP は、顧客が応答可能なエージェントを待っている間にコールをエンタープライズ キュー
イングするためにも使用されます。 キューイング中には、保留中の音楽を再生したり、CVP
アプリケーションを実行したりするように、CVP を設定する場合もあります。

CVP アプリケーション レポート
CVPは、キューイング、顧客のセルフサービス、情報収集など、さまざまな目的で使用できます。

CVP のタイプがレポート データに与える影響
企業内で使用する CVP アプリケーションのタイプによって、監視すべきレポート データが決まり
ます。
次に例を示します。
• CVP がキューイングだけを行っている場合は、発信者がキューで待っていた時間や、キュー
イングされている間に放棄された発信者の数を確認する必要があります。
• CVP をセルフサービス用に使用している場合は、セルフサービス アプリケーションで正しく
処理されたトランザクション数や、発信者がアプリケーションからエージェントに転送され
たかどうかを確認する必要があります。
• 情報収集アプリケーションを使用している場合は、番号による情報収集を選ばずにエージェ
ントに直接転送された発信者の数を知る必要があります。

セルフサービス、情報収集、およびキューイング CVP アプリケーション
情報収集 CVP アプリケーションは、音声案内での発信者の入力に基づいて、コールをキューイン
グするスキル グループを決定するために使用されます。 発信者入力番号（CED）がルーティング
スクリプト内で使用される CVP から返されて、コールに応答する最適なスキル グループを決定し
ます。
情報収集に使用される IVR サービスから、次のことを判定できる必要があります。
• アプリケーションを通過したコールの数
• 各コールが情報収集アプリケーションで保持された時間
• エージェントにルーティングされる前に切断されるコールの数
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• エージェントに結果的にルーティングされたコールの数
コールがキューイングされる前に IVR 処理がある場合、ベスト プラクティスはキュー ノードの
直前にコール タイプを変更することです。 コール タイプを変更すると、サービス レベル タイ
マーがリセットされ、IVR 時間が除外されます。 スキル グループ キューイング ノードの前にコー
ル タイプを変更しない場合は、IVR 処理時間がサービス レベルの計算に含まれ、サービス レベ
ルにマイナスの影響が出ます。次の図を参照してください。
図 66： スキル グループ キューイング ノードの前にコール タイプを変更

次の図では、コールがどのように情報収集アプリケーションからキューイング アプリケーション
へ移動するかを示します。
この例では、ASA を計算し、サービス レベルを決定するために、50 秒（30 + 20 秒）ではなく、
20 秒が使用されます。
図 67：コール タイプ後に放棄されるコールのコール タイプ データが変更されます。
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（注）

キューイングを処理するコール タイプに対するスクリプト変更を行う前にコールが放棄され
る場合、コール放棄待機時間はリセットされません。 したがって、情報収集コール タイプの
放棄待機時間は、次の図で示すように、コールが最初のコール タイプに入った時点で開始し、
コールが放棄された時点で終了します。

図 68：コール タイプ前に放棄されるコールのコール タイプが変更されます。

次の表は、一部の基本メトリックがコール タイプと IVR サービスでどのように定義されるかを示
しています。
表 38：セルフサービスおよび情報収集アプリケーション メトリック

レポート メトリック

コール タイプ

放棄待機時間

コールが最初にコール コールがサービスに
該当なし
タイプに入った時点で 入った時点で開始しま
開始し、放棄された時 す。
点で終了します。

平均応答時間（ASA） ルーティング スクリプ
ト内の最初のスキルグ
ループ キューイング
ノードで開始します。
サービス レベル

VRU サービス

ルーティング スクリプ
ト内の最初のスキルグ
ループ キューイング
ノードで開始します。

スキル グループ

ルーティング スクリプ
ト内の最初のスキルグ
ループ キューイング
ノードで開始します。

サービス レベルが定義 コールがサービスに
該当なし
されているコール タイ 入った時点で開始しま
プにコールが入った時 す。
点で開始します。

セルフサービス アプリケーションおよび情報収集アプリケーションの進行状況の監視
セルフサービス アプリケーションの効果を判定する方法は複数あります。
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• アプリケーション全体の効果を監視する。 たとえば、CVP アプリケーションを通じて顧客の
ニーズが満たされたかどうか、発信者をエージェントに転送する必要がなかったかどうかだ
けを監視する場合です。
• アプリケーション内の個々のトランザクションの効果を監視する。 たとえば銀行取引サービ
スのアプリケーションで、顧客が複数のトランザクション（口座の参照、残高情報の取得、
最近の支払いについての確認など）を実行できる場合です。 どのトランザクションが使用さ
れたか、また発信者がトランザクションを正常に完了したかどうかを確認することができま
す。
• データベース参照の失敗などのシステム エラーが発生したために、発信者が CVP アプリケー
ションを続行せずにエージェントによって転送された失敗事例を監視する。
同様に、情報収集アプリケーションの効果を判定する方法も複数あります。
• 発信者が、システム プロンプトを使用して適切なリソースにルーティングされたか、または
「0」を押すなどフェールアウト パスを使用してエージェントに直接ルーティングされたか
を監視する。
• データベース参照の失敗などのシステム エラーによって、発信者が的確にルーティングされ
るための番号収集のプロンプトを続行せずにエージェントに転送された失敗事例を監視す
る。

VRUProgress 変数
レポートでアプリケーション特有の用語を使用して、アプリケーション特有のイベントを説明す
る必要があるので、 CVP アプリケーションは、コール センターのアプリケーションの間で一意で
す。 そのようなレポートは、顧客から別の顧客へ、また VRU アプリケーションから別の VRU ア
プリケーションへ広範にわたって変化します。 一部の顧客は、いくつの CVP コールが、 CVP ア
プリケーションによって問題なく処理されたかを知るだけで十分ですが、他の顧客は、 CVP アプ
リケーション内の特定のトランザクションの使用率および成功率を追跡します。 特定の発信者に
より実行される実際の一連のアクティビティや、収集されたデータまたは配信されたデータの内
容にさえ興味を持つ人もいます。
正常に処理されたコールの定義も異なります。 場合によっては、単一のトランザクションで成功
となります。 その他の場合では、それぞれ個々のトランザクションには独自の成功基準があり、
成功のいくつかの段階がある場合があります。 たとえば、一部の顧客は、エージェントへの転送
前に完了したトランザクションがないコールとエージェントへの転送前に 1 つ以上のトランザク
ションが完了したコールを区別します。
システムでは、顧客がこれらの要件を満たすため、必要に応じて使用できるツールを提供してい
ます
• コール ルータ コール オブジェクトの VRUProgress 変数
• Call_Type_Interval テーブルの 7 つの VRUProgress ロールアップ バケット
• Call_Type_Interval VRUProgress 統計に関するレポートのレポート テンプレート
• Route_Call_Detail テーブルの [VRUProgress] フィールド
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次の表では、 CVP スクリプト アプリケーションで使用可能な VRUProgress 変数と、この変数と
レポート カラムの対応関係について説明します。
これらの VRUProgress 変数は CVP アクティビティ レポート内のカラムにマップされ、コール タ
イプごとに各変数に対してカウントされたコール数を表示できるようになります。 必要な場合
は、このデータを使用してアプリケーションを変更することもできます。 たとえば、エラー条件
が頻繁に発生して発信者が強制転送されるような場合は、そのノードの関数を修正することがで
きます。 多数の発信者がアプリケーションで処理される前にエージェントに転送されることを選
択している場合、そのアプリケーションに機能を追加することをお勧めします。
表 39：VRUProgress 変数

スクリプトでの レポートでの表示
変数設定

説明

0

VRU コールでない：レ このコールが VRU コールではないことを示してい
ポートに表示されません ます。 これはデフォルト値です。

1

VRU 未処理

発信者のニーズがアプリケーションのこのポイント
では満たされていないことを示します。

2

VRU 処理

発信者のニーズがアプリケーションのこのポイント
までに満たされていることを示します。 たとえば、
発信者が口座残高を正常に受信した場合です。

3

VRU アシスト

発信者のニーズがアプリケーションで満たされた
後、このコールがエージェントに転送されたことを
示します。 たとえば、発信者が口座情報を正常に受
信した後、別の理由で、または自動応答では入手で
きない追加情報を得るために、エージェントとの通
話をリクエストした場合です。

4

VRU オプトアウト未処理 発信者のニーズがアプリケーションによって満たさ
れる前に、発信者のリクエストによってコールが
エージェントに転送されたことを示します。 たとえ
ば、自動トランザクションの実行前、またはトラン
ザクションの完了処理中に、発信者がエージェント
に転送されるように「0」を押した場合です。
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スクリプトでの レポートでの表示
変数設定

説明

5

VRU スクリプト転送

コールがアプリケーションによってエージェントに
転送されたことを示します。 たとえば、発信者が口
座残高を確認した後、新しい口座オプションについ
て検討するために、アプリケーションが発信者を
エージェントに転送した場合です。 別の例として
は、発信者が特定の種類のサービスをリクエストす
るために番号を入力した後、リクエストを処理する
ために、応答可能なエージェントにコールが転送さ
れた場合が挙げられます。

6

VRU 強制転送

システム エラーが原因で、発信者がエージェントに
転送されたことを示します。 たとえば、アプリケー
ション内の特定ノードにおける失敗が原因で、コー
ルがエージェントに転送された場合です。

7

VRU その他

コールの処理が、他の VRUProgress 変数のいずれと
も一致しないことを示します。

VRUProgress 変数を使用すると、トランザクションの終了時点の最終的な VRU ステータスを示し
たり、アプリケーション内のさまざまなトランザクションを通じて VRU ステータスの変化を示し
たりすることができます。

（注）

アプリケーションの至るところで VRUProgress 変数を変更できますが、コール タイプについ
ては最終ステータスだけがレポートされます。 VRUProgress 変数の値は、ルーティング スク
リプトの終了時にデータベースに書き込まれます。 コール タイプ VRU アクティビティ レポー
トを使用して、スクリプトに関連付けられたコール タイプの統計をモニタリングすることに
より、アプリケーション全体の VRU ステータスをレポートできます。

（注）

アプリケーションの至るところで VRUProgress 変数を変更できますが、コール タイプについ
ては最終ステータスだけがレポートされます。 VRUProgress 変数の値は、ルーティング スク
リプトの終了時にデータベースに書き込まれます。 コール タイプ VRU アクティビティ レポー
トを使用して、スクリプトに関連付けられたコール タイプの統計をモニタリングすることに
より、アプリケーション全体の VRU ステータスをレポートできます。
アプリケーション内の個々のトランザクションについてレポートする場合は、VRUProgress 変数
を変更した後、各トランザクションの終了時点でコールタイプを変更します。トランザクション
ごとに、関連した VRUProgress 変数を持つ異なるコール タイプを設定しておく必要があります。
このアクションにより、VRUProgress 変数の値が、ルーティング スクリプトの終了時点だけでな
く、特定のトランザクションで取り込まれるようになります。コールタイプが変更されると、そ
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のトランザクションに関連付けられたコール タイプに関する値がデータベースに書き込まれま
す。 コール タイプ VRU プログレス レポートを使用して、これらのトランザクションに関連付け
られたコール タイプの統計をモニタリングすることにより、個々のトランザクションについてレ
ポートできます。

VRU メトリックを示すレポート
次のレポートは、VRU アプリケーション用メトリックを示します。
• Unified Intelligence Center IVR ポート パフォーマンス履歴レポート

データ損失およびコンポーネント フェールオーバー
Packaged CCE では、データの収集と保管に高度な手法が使用されます。 システムの複雑さ、収集
されるデータの量、デバイスや Peripheral の多様性、関与する複雑なプロセスのために、履歴レ
ポートに一貫性のないデータが表示される可能性があります。
このようなレポートの不一致は混乱を招きますが、大部分は、関与するプロセス間のタイム ラグ
やデータ自体の性質に起因する一時的な影響までトレースできます。
この項では、履歴データの一時的な不一致や永続的な不一致につながる共通の条件を特定し、説
明します。レポートに表示されるデータに対するシステムフェールオーバーの影響の可能性につ
いて説明し、データ損失を防ぐ方法に関するガイドラインを示します。

レポーティングのデータ フロー
データは Call Router からロガーに送信されます。 デフォルトでは、レポートはロガーから直接行
われます。
Historical Data Server（HDS）はオプションです。 HDS が設定されている場合、ロガーは履歴デー
タを履歴データ サーバに履歴間隔で転送します。

リカバリと複製
リカバリ キー
リカバリ キーとは、すべての履歴データ テーブルの基本キーです。 新しいレコードが履歴テー
ブルに挿入される前に、このキーが必ず 1 増加します。
デュプレックス構成では、最初に初期化を終えたロガーがプライマリ ロガーとして指定されます
（ただし、両方のロガーは常にアクティブで、並行して動作します）。リカバリキーは常にプラ
イマリ ロガーによって初期化されます。 リカバリ キーは現在の GMT 日時に基づいており、必ず
以前に生成された値よりも大きい値を持ちます。これにより、リカバリプロセスでロガー間の同
期を保つことができます。
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ロガーでは HDS のデータを 1 テーブルずつ複製するため、この複製処理には 1 ～ 5 分程度の遅延
が発生する場合があります。
複製（Replication）
複製プロセスでは、ロガーのセントラル データベースにコミットされたデータが HDS データベー
スに複製されます。

（注）

外部 HDS はオプションのコンポーネントです。 デフォルトでは、レポーティングはロガーか
ら実行されます。
複製メカニズムは 2 つのプロセス、すなわちロガー上で実行される複製サーバ プロセスと、ディ
ストリビュータ上で実行される複製クライアント プロセスで構成されます。ディストリビュータ
には HDS もインストールされています。
複製クライアントは、複製サーバに要求を送信し、対応する履歴テーブルの現在のリカバリ キー
よりも大きい値のリカバリキーが関連付けられた履歴データを要求します。複製サーバは、要求
されたデータを毎回 2000 レコードのセットとして返します。
複製サーバは、ロガーの実際のテーブルから履歴データを読み取って複製クライアントへ送信し
ます。複製クライアントは、この履歴データをHDSデータベースにある実際の対応する履歴デー
タに書き込みます。 ロガーから HDS へのデータの複製では、一時テーブルは使用されません。

考えられる遅延または不一致のポイント
HDSに接続されているロガーがオフラインになっても、HDSが別のロガーに接続されることはあ
りません。 たとえば HDS がロガー B に接続されている場合、そのロガー B が故障しても HDS は
ロガー A に接続されません。 ロガー B が再び運用可能になったら、ロガー A のデータを使用し
て回復処理が行われ、現在の履歴情報の受信が開始されます。 ロガー B がロガー A からすべての
データを取得して回復が完了すると、そのデータを使用して HDS への複製が開始されます。
ロガーがオフラインのとき、あるいはロガーがデータの回復中または複製中のときに、この HDS
を使用して最近の間隔のレポートを実行する場合、それらの間隔のデータがレポートに表示され
ないことがあります。 この現象は一時的なものであり、そのレポートで使用されるテーブルの複
製処理が完了すると、データが表示されるようになります。 2 台の HDS Administration & Data
Server を使用したフォールトトレラント システムを使用している場合、プライマリ HDS がデータ
を受信していない間は、バックアップ HDS を使用してレポートを実行できます。
HDS がオフラインになっても、2 台の HDS Administration & Data Server を使用したフォールトト
レラント システムを使用していれば、バックアップ HDS を使用してレポートを実行できます。
HDS が再び運用可能になると、最新の HDS データ バックアップを使用してデータが回復され、
バックアップから取得できなかった最新のデータはロガーから複製されます。
回復データの複製は、通常のロガーと HDS のデータ複製よりも高速に行われます。 HDS の遅延
が、ロガーと HDS の通常の遅延である 1 ～ 5 分にまで回復すると、データが通常どおり複製され
るようになります。
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ロガーおよび HDS の障害によるデータ損失を防止する方法
データ損失は、履歴データベース テーブル内で 1 つまたは複数のレコードが欠落しているデータ
ホールとして表面化します。
データ損失には、一時的な損失と永続的な損失の 2 種類があります。
• 一時的なデータ ホールは、ロガーのリカバリ プロセスで発生する可能性があります。 たと
えば、ロガー A が停止した後再び動作可能になり、ロガー B に同期するよう通知し、停止中
に書き込まれた履歴データを回復したとします。
このリカバリ プロセスが進行している間、ロガー A のレポート データベースには一時的な
データ ホールができ、リカバリ プロセスが完了するとデータ ホールはなくなります。
• 永続的なデータ ホールは、緊急パージの実行中に発生する可能性があります。 たとえばあ
るロガーで、他のロガーまたは HDS にまだ送信されていないレコードが緊急パージによっ
て削除されると、永続的なデータ損失が起こることがあります。
データの保持とバックアップ
HDS がオフライン状態から回復すると、バックアップからデータが欠落している期間について、
すべてのデータがロガーから取得されます。 それ以外のデータは前回の HDS バックアップから
手動で復元する必要があります。
CPU 使用率
空き領域の問題や SQL Server の過負荷が原因で、いずれかのロガーで処理速度が低下することが
あります。 その場合、低速な SQL Server を使用しているロガー上のデータは、他のロガーに比べ
て履歴データの継続性が低下します。 これによって、対応する側の HDS でも処理が遅くなりま
す。
その結果、両側で HDS が設定されており、両方の HDS で同じレポートを実行した場合でも、そ
のレポートが異なっていることがあります。 SQL Server の処理速度を低下させる条件は修正可能
なため、このような不一致は通常は一時的なものです。 多くの場合、自然に拡大するデータベー
スと負荷状況は修正されます。 ロガーと HDS は、最終的には同じ状況に達して同期します。 後
でレポートを実行すると、一致したレポートが生成されます。
ただし、データベース サーバがディスク領域を使い切っている場合、状況は非常に深刻です。問
題が解決されるまで、長期間にわたってデータが一致しない可能性があります。ピアロガーから
データがパージされ、低速な側のロガーで複製されなかった場合、永続的なデータ損失が発生す
る可能性があります。
ロガーでのパージおよび保持のスケジュール設定
パージをスケジュールする目的は、最も古いデータを消去してデータベース領域を開放すること
です。
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緊急パージ
Packaged CCE ロガーでは、万一ロガー セントラル データベースが一杯になるか、設定されたし
きい値サイズに達した場合でも、データ用の十分なデータベース領域が確保されるように、デー
タ保持とデータベース サイズが事前に設定されています。 その目的は、履歴データベースから
データを消去して領域を解放し、許容される最小の領域よりも広い領域をデータベース内に確保
することです。
緊急パージでは、各履歴テーブルが事前定義された順序で 1 つずつ検証され、1 時間分のデータ
がテーブルからパージされます。 履歴テーブルからデータがパージされるとき、空き領域が最小
しきい値よりも大きいかどうかが検証されます。 適切な領域が復旧すると、緊急パージ手順は停
止します。 そうでない場合は次の履歴テーブルに移動し、必要なだけパージが繰り返されます。
HDS に保存されておらず、「停止」したピア ロガーまたはリカバリ プロセスでの複製もされて
いない履歴データが緊急パージによって削除されると、その履歴データは永久に失われる可能性
があります。
データベースの使用率は、複製プロセスにおける通常の状態メッセージとして、数分ごとに表示
されます。 この値を時々監視することで、使用率増加の頻度が高すぎないか、あるいは速すぎな
いかを確認できます。 使用率が設定値（通常は 90 %）を超えると緊急パージが発生します。

PIM 障害およびレポーティングからのデータ損失
次に、UCM または CVP VRU PIM 障害でデータ損失が発生した場合のレポートの考慮事項をいく
つか示します。
Peripheral インターフェイス マネージャ（PIM）は、Peripheral への実際の接続および Packaged CCE
に代わっての CTI インターフェイスの標準化を受け持つ、Peripheral Gateway 上のプロセスです。
PIM で障害が発生した場合に、PIM と UCM または CVP の間のリンクがダウンした場合または
UCM か CVP がダウンした場合、PIM に関連付けられた Peripheral に対して収集されたすべてのレ
ポート データは削除されます。
PIM の障害が発生した場合、Peripheral はセントラル コントローラに対してオフラインであると
マーキングされます。
UCCE エージェント PG の場合、その Peripheral 上のすべてのエージェントの状態はログアウト済
みに設定され、コール ルータなどにレポートされます。
PG がデュプレックスの場合は、A 側または B 側の PIM が Peripheral に対してアクティブです。
片側が接続を失うと、他方が起動し、アクティブになります。

その他に考えられるフェールオーバーのポイント
Peripheral Gateway/CTI Manager Service のフェールオーバー
エージェントの PG または CTI Manager サービスが停止した場合、エージェントは一時的にログア
ウトします。 バックアップ PG または CTI Manager が稼働しはじめると、エージェントは自動的
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に再ログインする場合があります。 エージェント、エージェント スキル グループ、エージェン
ト チーム、およびエージェント Peripheral に関するエージェントメディアログアウトステータス
レポートには、ログアウト理由コード 50002 が表示されます。
表 40：Peripheral Gateway/CTI Manager Service のフェールオーバー前後のエージェント状態

フェールオーバー時のエージェント状態

フェールオーバー後のエージェント状態

利用可能

利用可能

待受停止（Not Ready）

待受停止（Not Ready）

ラップアップ

コール前に応答可能状態であった場合、応答可
能。 それ以外の場合、エージェントは待受停止
に戻ります。

Agent Desktop/CTI OS サーバのフェールオーバー
エージェント デスクトップ（CTI OS デスクトップ）がシャットダウンしたり CTI OS サーバとの
通信を失ったりした場合、または CTI OS サーバがシャットダウンした場合、エージェントは、
Packaged CCE ソフトウェアとの通信を失った Peripheral によってサポートされているすべての
MRD からログアウトされます。
次の状況のいずれかが発生した場合、エージェントは自動的に再ログインします。
• エージェント デスクトップが CTI OS サーバとの通信を回復また再開する
• エージェントがバックアップ CTI OS サーバに接続される
エージェント、エージェントスキルグループ、エージェントチーム、およびエージェントPeripheral
に関するエージェントメディアログアウトステータスレポートには、ログアウト理由コード 50002
が表示されます。
次の表に示すように、エージェントがフェールオーバー後に戻る状態は、フェールオーバー発生
時のエージェント状態によって異なります。
表 41：Agent Desktop/CTI OS サーバのフェールオーバー前後のエージェント状態

フェールオーバー時のエージェ フェールオーバー後のエージェント状態
ント状態
利用可能

利用可能

待受停止（Not Ready）

待受停止（Not Ready）

リザーブ

利用可能
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フェールオーバー時のエージェ フェールオーバー後のエージェント状態
ント状態
ラップアップ

コール前に応答可能状態であった場合、応答可能。 それ以外の
場合、エージェントは待受停止に戻ります。

コール タイプおよびスキル グループ メトリック
この項では、 コール タイプおよびスキル グループ メトリックについて説明します。

コール タイプのリアルタイム テーブル メトリック
次の表に、レポート メトリックに影響する Call_Type_Real_Time テーブルのフィールドをメトリッ
クのカテゴリ別に示します。
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表 42：Call_Type_Real_Time テーブルとレポート メトリック

キューイング メトリック

VRU メトリック/応答メト
リック

サービス レベル メトリック 放棄メトリック

AvgRouterDelayQHalf

CVP：

ServiceLevelAbandHalf

CallDelayAbandTimeHalf

AvgRouterDelayQNow

CallsAtVRUNow

ServiceLevelAbandTo5

CallDelayAbandTimeTo5

AvgRouterDelayQTo5

応答：

ServiceLevelAbandToday

CallDelayAbandTimeToday

AvgRouterDelayQToday

AnsweredWaitTimeHalf

ServiceLevelCallsHalf

CTDelayAbandTimeHalf

CallsLeftQTo5

AnswerWaitTimeTo5

ServiceLevelCallsTo5

CTDelayAbandTimeTo5

CallsAtVRUNow

AnswerWaitTimeToday

ServiceLevelCallsToday

CTDelayAbandTimeToday

RouterCallsQNow

CallsAnsweredHalf

ServiceLevelCallsOfferedHalf DelayAgentAbandTimeHalf

RouterCallsQNowTime

CallsAnsweredTo5

ServiceLevelCallsOfferedTo5

RouterLongestCallQ

CallsAnsweredToday

ServiceLevelCallsOfferedToday DelayAgentAbandTimeToday

RouterQueueCallsHalf

CallsAtAgentNow

ServiceLevelHalf

DelayQAbandTimeHalf

RouterQueueCallsTo5

ServiceLevelTo5

DelayQAbandTimeTo5

RouterQueueCallsToday

ServiceLevelToday

DelayQAbandTimeToday

DelayAgentAbandTimeTo55

RouterQueueWaitTimeHalf

RouterCallsAbandQHalf

RouterQueueWaitTimeTo5

RouterCallsAbandQTo5

RouterQueueWaitTimeToday

RouterCallsAbandQToday

ServiceLevelCallsQHeld

RouterCallsAbandToAgentHalf
RouterCallsAbandToAgentTo5
RouterCallsAbandToAgentToday
TotalCallsAbandHalf
TotalCallsAbandTo5
TotalCallsAbandToday

次の表に、レポート メトリックに影響する Call_Type_Interval テーブルのフィールドをメトリック
のカテゴリ別に示します。
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表 43：Call_Type_Interval テーブルとレポート メトリック

キューイング メトリック

VRU メトリック/応答メト
リック

サービス レベル メトリック 放棄メトリック

AvgRouterDelayQ

CVP：

ServiceLevelAband

CallsQHandled

CTVRUTime

ServiceLevelCalls

AbandInterval1 ～
AbandInterval10

RouterQueueCalls

VRUTime

ServieLevelCallsOffered

CallDelayAbandTime

RouterQueueCallType Limit

応答：

ServiceLevel

CTDelayAbandTime

RouterQueueGlobalLimit

AnsInterval1 ～ AnsInterval10

RouterQueueWaitTime

AnswerWaitTime
CallsAnswered

DelayAgentAbandTime
DelayQAbandTime
RouterCallsAbandQ
RouterCallsAbandToAgent
TotalCallsAband

ネットワーク VRU およびスキル グループ メトリック
応答待機時間と ASA のメトリックには、ネットワーク キュー内で消費された時間は含まれませ
ん。サービス レベル メトリックにはこの時間が含まれます。
放棄スキルグループメトリックでは、キューイング中に放棄されたコール数を判断できますが、
コールが CVP を出てからエージェントがそれに応答するまでの間に放棄されたコール数は特定で
きません。

（注）

どのスキル グループ メトリックにも、セルフサービスで消費された時間またはセルフサービ
ス中に終了したコールは含まれません。コールはキューイングされるまではスキル グループ
に関連付けられず、セルフサービスの完了後にコールがキューイングされるからです。
次の表に、レポート メトリックに影響する Skill_Group_Real_Time テーブルのフィールドをメト
リックのカテゴリ別に示します。
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表 44：Skill_Group_Real_Time テーブルとレポート メトリック

キューイング メトリック

CVP メトリック/応答メト
リック

サービス レベル メトリック

放棄メトリック

CallsQueuedNow

CVP：

ServiceLevelTo5

RouterCallsAbandQTo5

LongestCallQ

なし。

ServiceLevelCallsTo5

RouterCallsAbandToAgentTo5

RouterCallsQNow

応答：

ServiceLevelCallsAbandTo5

RouterLongestCallInQ

AnswerWaitTimeTo5
CallsAnsweredTo5

ServiceLevelCallsDequeuedTo5
ServiceLevelRonaTo5
ServiceLevelCallsOfferedTo5

次の表に、レポート メトリックに影響する Skill_Group_Interval テーブルのフィールドをメトリッ
クのカテゴリ別に示します。
表 45：Skill_Group_Interval テーブルとレポート メトリック

キューイング メトリック

CVP メトリック/応答メト
リック

サービス レベル メトリック

放棄メトリック

CallsQueued

CVP：

ServiceLevel

AbandonRingCalls

RouterQueueCalls

なし。

ServiceLevelCalls

AbandonRingTime

応答：

ServiceLevelCallsAband

RouterCallsAbandQ

ServiceLevelCallsDequeued

RouterCallsAbandToAgent

AnswerWaitTime
CallsAnswered

ServiceLevelError

スキル グループに関するレポーティング
これらは、スキル グループに関する Cisco Unified Intelligence Center のレポートです。
• Peripheral スキル グループ - 履歴全フィールド
• Peripheral スキル グループ - リアルタイム全フィールド

プレシジョン キューに関するレポーティング
次の Cisco Unified Intelligence Center レポート テンプレートは、プレシジョン ルーティング用の新
規のテンプレートです。
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• エージェント プレシジョン キューのメンバーシップ：このレポートには、選択されたエー
ジェント、エージェントがログインするメディア ルーティング ドメイン、および最大 5 つ
の属性が関連付けられたアクティブなプレシジョン キューが表示されます。
• プレシジョン キュー - リアルタイム全フィールド：このレポートには、選択されたプレシ
ジョン キューの現在のステータスが表示されます。
• プレシジョン キュー - 履歴全フィールド：このレポートには、統合されたコールの間隔デー
タとプレシジョン キューの統計情報が表示されます。
• エージェント プレシジョン キュー - 履歴全フィールド：このレポートには、選択されたエー
ジェントに関する選択された間隔のアクティビティが、プレシジョン キューでソートされた
状態で表示されます。
次の Cisco Unified Intelligence Center レポート テンプレートには、プレシジョン ルーティングの
アップデートが含まれます。
• エージェント - リアルタイム：このレポートには、各エージェントについて、アクティブ ス
キル グループまたはアクティブ プレシジョン キュー、状態、およびエージェントがログイ
ンする各メディア ルーティング ドメイン内のコール方法が表示されます。
• エージェント チーム - リアルタイム：このレポートには、選択された各エージェント チーム
の現在のステータスと、選択されたエージェント チーム内の各エージェントの現在の状態お
よびアクティブ スキル グループまたはアクティブ プレシジョン キューが表示されます。
• コール タイプ キュー - 履歴全フィールド：このレポートには、コール タイプ ID 内のスキル
グループとプレシジョン キューの要約統計情報が表示されます。
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