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共通タスク
この項では、Script Editorで実行する一般的なタスクについて説明します。この項では、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。

Packaged CCE展開（Packaged CCE：CCE-PAC-M1および Packaged CCE：CCE-PAC-M1 Labの
み）の部門管理者の場合、Script Editorへのアクセス権はありません。代わりに、クライアン
トの機能制御またはロールによって制限される、Internet Script Editorを使用する必要がありま
す。

（注）
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パレット
図 1 : [パレット（Palette）]アイコン

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。

関連トピック

[General]タブ（2ページ）
[ルーティング（Routing）]タブ（2ページ）
[ターゲット（Targets）]タブ（2ページ）
[キュー（Queue）]タブ（3ページ）

[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。

関連トピック

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

コネクタノード

数式の使用法

開始ノード

[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。

関連トピック

分類とコールタイプ

メディアルーティングドメイン

[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。
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関連トピック

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

[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。

関連トピック

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

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 2 : [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。
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図 3 :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。開始ノード
を参照してください。

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。

ノードへのコメントの追加
図 4 : [コメント]アイコン

ほとんどのノードには [コメント]タブがあります。

図 5 : [コメント（Comment）]タブ

手順

ステップ 1 コメントを追加するには、テキストの入力フィールドに入力します。

ステップ 2 ノード内でのコメントの表示場所を選択するには、テキストの配置エリアのオプションボタ
ンを選択します。
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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 モニタモードでスクリプトを表示するときは、[ラベルの位置（Label position）]領域にあるス
ライダを次のいずれかの場所に移動させることで接続ラベルの場所を指定できます。

a) 発信元には、編集するノードに近い接続ラベルが表示されます。
b) 宛先には、ターゲットノードに近い接続ラベルが表示されます。
c) センターには、ノード間の接続ラベルが表示されます。

ステップ 2 [モニタラベルの表示（Displaymonitor labels）]チェックボックスをクリアすることで、接続ラ
ベルを削除できます。

スクリプトの検証

手順

ステップ 1 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。

ステップ 2 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（ValidateAll）]
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 6 : [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。
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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]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。

[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、以下の通り、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 TypeManager）]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 7 : [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

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。
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図 8 : [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

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 9 : [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
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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 TypeManager）]ダイアログボックスで、[OK]をクリックしま
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。

（注）

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（QuickEdit）]：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。

•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：

•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。
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• [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。

Unified CCEと Unified 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。

Unified 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。

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 Unified 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。
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•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、Unified 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、はじめる前にを参照してください。
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