
コールの管理（Manage Calls）

ロールと部署による制約がない限り、管理者は [Unified CCE Administration] > [管理
（Manage）] > [コール（Call）]へのフルアクセス権限を持ちます。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（Bucket Intervals）（1ページ）
•コールタイプ（3ページ）
•ダイヤル番号（7ページ）
•拡張コール変数（Expanded Call Variables）（14ページ）
•ネットワーク VRUスクリプト（Network VRU Scripts）（17ページ）

バケット間隔（Bucket Intervals）
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（Bucket Intervals）]を設定します。各[バケット間隔（Bucket Intervals）]には、[上限
（Upper Bounds{）]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る

ことができます。

システムは削除または編集できない組み込みのバケット間隔を自動的に作成します。
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バケット間隔の追加および保守

次の手順では、バケット間隔を追加する方法について説明します。バケット間隔の維持につい

ては、オブジェクトの更新およびオブジェクトの削除を参照してください。

手順

ステップ 1 [Unified CCEAdministration] > [管理（Manage）] > [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 次のフィールドに入力します。

説明必須ですか？フィールド

部署の管理者は、このバケット間隔に関連付ける

1つの部署をポップアップ一覧から選択する必要
があります。一覧には、この管理者の部署のすべ

てが表示されます。（部署（Departments）を参
照）。

グローバル管理者は、このフィールドをデフォル

トのままに設定しておくことができます。これ

は、グローバル（部署に属さない）としてバケッ

ト間隔を設定します。グローバル管理者は、この

バケット間隔の部署を選択することもできます。

はい（部署の管

理者用）

部署名（Department）

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。

はい[名前（Name）]

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。この値は秒数として解釈されま

す。たとえば、このフィールドに 10と入力する
と、0～ 10秒のタイムスロットで [上限1（Upper
Bound 1）]の間隔が作成されます。

はい上限 1（UpperBound1）
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説明必須ですか？フィールド

各上限値は、前の上限値よりも高くなければなり

ません。[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：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（UpperBound1）、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。

•上限2（UpperBound2）、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（UpperBound3）、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。

•他のすべての [上限（Upper Bound）]フィー
ルドは空白です。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。

いいえ上限 2～ 9（Upper
Bound 2 - 9）

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックし、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。

コールタイプ
[コールタイプ（call types）]は、コールを分類します。システムは、 [コールタイプ（call
types）]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（call types）]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（call
types）]を設定します。
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たとえば、次のコールタイプを作成することができます。

•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

•アウトバウンドオプションのコール

•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および保守（4ページ）
ダイヤル番号（7ページ）

コールタイプの追加および保守

次の手順では、コールタイプを追加する方法について説明します。コールタイプの維持につ

いては、「更新」および「削除」を参照してください。

手順

ステップ 1 [Unified CCE Administration] > [管理（Manage）] > [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（NewCall Type）]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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説明必須ですか？フィールド

部署の管理者は、このコールタイプに関連付け

る [部署（Department）]のポップアップ一覧から
部署を選択する必要があります。一覧には、この

管理者の部署のすべてが表示されます。

グローバル管理者は、このフィールドをデフォル

トのままにしておくことができます。グローバル

（部署に属さない）としてコールタイプを確立

します。グローバル管理者は、このコールタイ

プの部署を選択することもできます。

管理者がコールタイプの部署を選択するときに、

[バケット間隔（Bucket Intervals）]のポップアッ
プリストはその部署のグローバルオブジェクト

とオブジェクトを示します。

管理者がコールタイプの部署を変更すると、選

択内容が新しい部署またはグローバル部署に属さ

ない場合は [バケット間隔（Bucket Intervals）]の
選択がクリアされます。

はい（部署の管

理者用）

部署名（Department）

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。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。

はい[名前（Name）]

255文字以内で、コールタイプに関する説明を入
力します。

ネイティブ文字セットを参照してください。

いいえ[説明（Description）]

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

かが確認できます。システムデフォルトへの

フィールドデフォルトはConfigurationManagerで
設定されます。で設定されます。

他のサービスレベルしきい値を選択するには、

秒単位の値（0～ 2,147,483,647）を入力します。

いいえサービスレベルしきい値

（Service Level
Threshold）
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説明必須ですか？フィールド

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。システムデフォルトへ

のフィールドデフォルトはConfigurationManager
で設定されます。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

メニュー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。

• [放棄呼をマイナスの影響として処理
（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。

• [放棄呼をプラスの影響として処理
（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。

いいえサービスレベルタイプ

（Service Level Type）
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説明必須ですか？フィールド

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。

このコールタイプに関連付けられているバケッ

ト間隔を設定します。

このフィールドのデフォルトは、システム >設
定で定義される Configuration Managerのシステ
ムデフォルトに設定されます。。

異なる [バケット間隔（Bucket Interval）]を選択
するには、次の操作を行います。

•虫眼鏡アイコンをクリックし、[バケット間
隔の選択（Select Bucket Interval）]を表示し
ます。

•行をクリックしてバケット間隔を選択し、一
覧を閉じます。

いいえバケット間隔（Bucket
Interval）

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックして一覧ウィンドウに戻ります。正常に作成されたことがメッセー
ジで表示されます。

関連トピック

Configuration Manager
バケット間隔（Bucket Intervals）（1ページ）

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。

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、顧客からの連絡を受けるのに使用す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または緊急アシストコール
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関連トピック

ダイヤル番号の追加および保守（8ページ）
コールタイプ（3ページ）

ダイヤル番号の追加および保守

次の手順では、ダイヤル番号を追加する方法について説明します。ダイヤル番号の維持につい

ては、オブジェクトの更新およびオブジェクトの削除を参照してください。

手順

ステップ 1 [Unified CCEAdministration] > [管理（Manage）] > [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。

説明必須ですか？フィールド

部署の管理者は、このダイヤル番号に関連付ける 1
つの部署をポップアップ一覧から選択する必要があ

ります。一覧には、この管理者の部署のすべてが表

示されます。（部署（Departments）を参照）。

部署の管理者がダイヤル番号の部署を選択すると、

コールタイプのポップアップ一覧にはグローバル

コールタイプとダイヤル番号と同じ部署のコール

タイプが含まれます。

グローバル管理者は、このフィールドを [グローバ
ル（Global）]（デフォルト）のままに設定しておく
ことができます。これは、グローバル（部署に属さ

ない）としてダイヤル番号を設定します。グローバ

ル管理者は、この [ダイヤル番号（DialedNumbers）]
の部署を選択することもできます。

管理者が部署を変更すると、選択内容が新しい部署

またはグローバル部署に属さない場合はコールタイ

プの選択がクリアされます。

はい（部署の

管理者用）

部署名（Department）

この値は、コールのルーティングまたは非音声のタ

スクの転送に使用されます。ルーティングタイプ用

に、最大 25文字の一意の文字列値を入力します。

はいダイヤル番号の文字列

（Dialed Number
String）
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説明必須ですか？フィールド

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。

ネイティブ文字セットを参照してください。

いいえ[説明（Description）]
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説明必須ですか？フィールド

〇ルーティングタイプ

（Routing Type）
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説明必須ですか？フィールド

ドロップダウンメニューから、次のいずれかのオプ

ションを選択します。

• [外部音声（External Voice）]：このオプション
は、Cisco Unified Customer Voice Portal（CVP）
からのボイス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
（ExternalVoice）]とは、顧客からかかり、エー
ジェントが応答するか、VRU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）]：このオプション
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。

[内部音声（InternalVoice）]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。

チームを作成または編集すると、[スーパーバイ
ザスクリプトのダイヤル番号（Supervisor Script
Dialed Number）]一覧に [内部音声（Internal
Voice）]のルーティングタイプによるダイヤル
番号が表示されます。チームの追加および保守

を参照してください。

• [アウトバウンド音声（OutboundVoice）]：この
オプションは、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

ントまたはキャンペーンのスキルグループの選

択時に VRU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。
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説明必須ですか？フィールド

ペリフェラルゲートウェイ設定ツールを使用してマ

ルチチャネルマシンにペリフェラルを設定し、マル

チチャネルマシンをシステムインベントリに外部

マシンとして登録した場合、次のマルチチャネル

ルーティングタイプを使用できます。

• [SocialMiner]：SocialMinerから発信され、エー
ジェント要求によってカスタマーと対話する

エージェントにルーティングされる着信番号に

は、このオプションを選択します。

• [E-MailおよびWeb Interaction Manager]：E-mail
InteractionManagerおよびWeb InteractionManager
から発信され、電子メールやWebチャットでカ
スタマーと対話するエージェントにルーティン

グされる着信番号には、このオプションを選択

します。

• [マルチチャネルサードパーティ（3rd Party
Multichannel）]：サードパーティ製アプリケー
ションから発信され、電子メールまたはネット

ワークのチャットがお客様と対話するエージェ

ントにパスを指定したダイヤル番号文字列にこ

のオプションを選択します。

ペリフェラルゲートウェイ設定を使用したペリフェ

ラルの設定については、 Cisco Packaged Contact
Center Enterprise機能ガイド （http://www.cisco.com/
c/en/us/support/customer-collaboration/
packaged-contact-center-enterprise/
tsd-products-support-series-home.html）を参照してく
ださい。

外部マシンの追加については、PackagedCCE導入の
システムインベントリを参照してください。
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説明必須ですか？フィールド

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、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、

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
（OutboundVoice）]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、[虫眼鏡
（magnifying glass）]アイコンをクリックして、
[メディアルーティングドメインを選択（Select
MediaRoutingDomain）]ポップアップウィンド
ウを表示します。

Unified CCE ConfigurationManagerで作成された
すべてのMRDが表示されます。

はいメディアルーティング

ドメイン（Media
Routing Domain）

さまざまなコールタイプを選択するには、次の手順

を実行します。

• [虫眼鏡（magnifying glass）]アイコンをクリッ
クし、[コールタイプの選択（SelectCall Type）]
ポップアップウィンドウを表示します。

•行をクリックして選択し、一覧を閉じます。

いいえコールタイプ

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックして一覧画面に戻ります。正常に作成されたことがメッセージで表
示されます。

コールの管理（Manage Calls）
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拡張コール変数（Expanded Call Variables）

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、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は、エージェントと発信者とのやりとりを支援できま

す。

拡張コール変数は、Cisco Unified Customer Voice Portal（CVP）、Unified CCEスクリプティン
グ、またはコール転送中エージェントによって設定、更新されます。

•コールが VRU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とUnifiedCCE
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。

組み込み拡張コール変数は、[拡張コール変数の編集（Edit Expanded Call Variable）]ウィンド
ウ上の [組み込み（BuiltIn）]チェックボックスにより識別されます。これらの拡張コール変数
は削除できません。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および保守（14ページ）
拡張コール変数のサイジング（17ページ）

拡張コール変数の追加および保守

次の手順では、拡張コール変数を追加する方法について説明します。拡張コール変数の維持に

ついては、オブジェクトの更新およびオブジェクトの削除を参照してください。

手順

ステップ 1 [UnifiedCCEAdministration]> [管理（Manage）]> [拡張コール変数（ExpandedCallVariables）]
に移動し、[拡張コール変数の一覧（List of Expanded Call Variables）]を開きます。

ウィンドウは、拡張コール変数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 新規をクリックして、新しい拡張コール変数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。

コールの管理（Manage Calls）
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説明必須ですか？フィールド

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）。

はい[名前（Name）]

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。

ネイティブ文字セットを参照してくださ

い。

いいえ[説明（Description）]

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に保存

されます。範囲は 1～ 210文字です。

はい最大長（Max Length）

このチェックボックスは、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、このチェックボックス

をオンにします。

いいえ配列（Array）

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。

いいえ最大配列サイズ（Maximum
Array Size）

このチェックボックスをチェックすると、

拡張コール変数が現在有効であることを

示します。変数はスクリプトで実行でき、

エージェントデスクトップに表示されま

す。

いいえイネーブル

このチェックボックスをオンにすると、

この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。

いいえ永久的（Persistent）
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説明必須ですか？フィールド

このチェックボックスは表示専用で、既

存の組み込みまたはカスタム拡張コール

変数の編集時に表示されます。[新規拡張
コール変数（NewExpandedCallVariable）]
ウィンドウには、このチェックボックス

が含まれません。

—組み込み

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。

—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は、上記の [必要
なバイト数（BytesRequired）]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。

—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、すべての拡

張コール変数が使用するバイト数の現在

の合計値を保持します。

—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は、CTIサーバ内
のすべての拡張コール変数が使用するバ

イト数の現在の合計値を保持します。

—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 拡張コール変数を [保存（Save）]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。

次のタスク

任意の ECC変数の設定を変更する場合は、統一された CVPコールサーバまたは VRU PIMを
再起動して、ECC変数の再ネゴシエーションを強制します。

コールの管理（Manage Calls）
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拡張コール変数のサイジング

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。[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。

ネットワーク VRUスクリプト（Network VRU Scripts）
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の展開では、VRUは Cisco Unified 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。Unified CVPマイクロアプリケーション機能を使用します。

6つの Unified CVPマイクロアプリケーションタイプがあります。

• 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。

コールの管理（Manage Calls）
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関連トピック

Packaged CCEルーティングスクリプトから VRUスクリプトへのアクセス

ネットワーク VRUスクリプトの追加および保守
次の手順では、ネットワークVRUスクリプトを追加する方法について説明します。ネットワー
ク VRUスクリプトの維持については、オブジェクトの更新およびオブジェクトの削除を参照
してください。

手順

ステップ 1 [Unified CCE Administration] > [管理（Manage）] > [ネットワークVRUスクリプト（Network
VRUScripts）]に移動し、[ネットワークVRUスクリプトの一覧（List ofNetworkVRUScripts）]
を開きます。

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。次のフィールドに入力します。

説明必須ですか？フィールド

部署の管理者は、このスクリプトに関

連付ける 1つの部署をポップアップ一
覧から選択する必要があります。一覧

には、この管理者の部署のすべてが表

示されます。（部署（Departments）を
参照）。

グローバル管理者は、このフィールド

をデフォルトのままに設定しておくこ

とができます。これは、グローバル（部

署に属さない）としてスクリプトを設

定します。グローバル管理者は、この

スクリプトの部署を選択することもで

きます。

はい（部署の管理者

用）

部署名（Department）

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。

はい[名前（Name）]

スクリプトに関する追加の情報を入力

します。ネイティブ文字セットを参照

してください。

いいえDescription
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説明必須ですか？フィールド

デフォルト（音声）を維持するか、ド

ロップダウンメニューから [マルチチャ
ネル（Multichannel）]を選択します。
音声はUnifiedCVPにスクリプトをルー
ティングします。マルチチャネルは、

顧客とエージェントのチャットをサポー

トするために Cisco Unified E-Mail
Interaction Manager/Web Interaction
Manager（EIM/WIM）にスクリプトを
ルーティングします。

〇ルーティングタイプ（Routing
Type）

UnifiedCVPで認識されるスクリプトの
名前を入力します。VRUスクリプト名
のパラメータ（VRU Script Name
Parameters）（20ページ）を参照して
ください。

はいVRUスクリプト名

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。

いいえ構成パラメータ（Configuration
Param）

スクリプトを実行するように指示した

ルーティングクライアントからの応答

をシステムが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。宛先の電話で、コールサーバの無

応答（RNA）タイムアウト設定を超え
るまで着信音が鳴ります。

はいRNAタイムアウト

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

なった時などにスクリプトを中断でき

るかどうかを示します。

いいえ割り込み可能（Interruptible）

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックして一覧ウィンドウに戻ります。正常に作成されたことがメッセー
ジで表示されます。

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
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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（VRU Script Name Parameters）（20ページ）
サンプルの VRUスクリプト名（Sample VRU Script Names）（22ページ）
設定パラメータ（Configuration Parameters）（23ページ）
サンプルの設定値（Sample Configuration Values）（28ページ）

VRUスクリプト名のパラメータ（VRU Script Name Parameters）
VRUスクリプト名パラメータの「位置」の順序は決まっており、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。UnifiedCVP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です。

Menuの位置の順序は、M、media file namemedia library type、Uniqueness valueです。

コールの管理（Manage Calls）
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注記用途パラメータ名

[a]は PlayMediaにのみ使用さ
れます

メディアを再生

（Play Media）

数字を得る

（Get Digits）

メニュー

（Menu）

メディアファイル名（Media File Name）の
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）

•（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]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。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（MediaLibrary
Type）]がVに設定されている場合のみ
有効です。
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注記用途パラメータ名

データを再生

（Play Data）
データ再生タイプ（Data Playback Type）の
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）（米国ドルのみ）

[V]は、PlayMediaのみのオプ
ションです。

データを再生

（Play Data）

数字を得る

（Get Digits）

メニュー

（Menu）

メディアライブラリタイプのフラグ（Media
Library Type Flag）は再生されるメディア
ファイルの場所を示します。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

• V：External VoiceXML

データを再生

（Play Data）

データを再生

（Play Data）

数字を得る

（Get Digits）

メニュー

（Menu）

一意性の値（Uniqueness value）（オプショ
ン）：VRUスクリプト名を一意に識別する
文字列。

サンプルの VRUスクリプト名（Sample VRU Script Names）

Unified CVPに指示VRUスクリプト名（This VRU Script Name）

システム（S）メディアライブラリを使用し
て「July.wav」を再生するために Play Media
(PM)マイクロアプリケーションを使用しま
す。

PM,July,S
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Unified CVPに指示VRUスクリプト名（This VRU Script Name）

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」を再生するために
Play Media (PM)マイクロアプリケーションを
使用します。

PM,WebSite,,1

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
イルを再生するためにGetDigitsマイクロアプ
リケーションを使用します。

GD,Password,A,O

「Main_Menu.wav」という名前のメディアファ
イルを再生するためにMenuマイクロアプリ
ケーションを使用します。

M,Main_Menu

設定パラメータ（Configuration Parameters）

設定パラメータは、「位置」シーケンス形式（parameter,parameter,parameterの形式）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。UnifiedCVP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。

PlayDataの位置の順序は、Location of files to be played、Barge-in allowed、TimeFormat、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、ncomplete 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。

コールの管理（Manage Calls）
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設定パラメータ（Configuration Parameters）



注記（Notes）用途パラメータ名

Unified CVPは、割り込みを次
のように処理します。

•割り込みが許可されない
場合、発信者が番号の入

力を開始しても、

SIP/H.323サービスまたは
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。

メディアを再生

（Play Media）

データを再生

（Play Data）

数字を得る（Get
Digits）

メニュー

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

• 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

数字を得る（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）

[V]は、Play Mediaのみのオプ
ションです。

数字を得る（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。
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注記（Notes）用途パラメータ名

数字を得る（Get
Digits）

桁間タイムアウト（Inter-digit
Timeout）：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。

数字を得る（Get
Digits）

メニュー

無効な入力メッセージのオーバーライド

（Invalid EntryMessageOverride）：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

許可される形式は次のとおり

です。

• /（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

メニュー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。

• 0～ 9

• *（アスタリスク）

• #（シャープ記号）

データを再生

（Play Data）
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。

•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）。

コールの管理（Manage Calls）
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注記（Notes）用途パラメータ名

数字を得る（Get
Digits）

最大フィールド長（Maximum Field
Length）：発信者が入力した最大桁数。
有効なオプションは 1～ 32ですデフォル
トは 1です。

数字を得る（Get
Digits）

最小フィールド長（Maximum Field
Length）：発信者が入力した最小桁数。
有効なオプションは 1～ 32ですデフォル
トは 1です。

数字を得る（Get
Digits）

メニュー

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。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 0～ 99ですデフォルトは 5で
す。

数字を得る（Get
Digits）

メニュー

無効な試行回数（Number of Invalid
Tries）：UnifiedCVPは、発信者が無効な
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。

数字を得る（Get
Digits）

メニュー

入力なしの試行回数（NumberofNoEntry
Tries）：UnifiedCVPは、音声案内が再生
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）。

メディアを再生

（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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注記（Notes）用途パラメータ名

データを再生

（Play Data）
時間フォーマット（Time format）：デー
タ再生タイプが Etime、TOD、および
24TODの時間にのみ有効です。

使用可能なフォーマットは次のとおりで

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

• HHMMAP：a.m.または p.m.を含みま
す。TODでのみ有効です。

数字を得る（Get
Digits）

メニュー

タイムアウトメッセージのオーバーライ

ド（TimeoutMessageOverride）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
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注記（Notes）用途パラメータ名

メディアを再生

（Play Media）

データを再生

（Play Data）

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。

サンプルの設定値（Sample Configuration Values）

Unified CVPに指示する内容設定順序

0、1、2、および 9の番号を受け入れる

（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

（Menuマイクロアプリケーションの場合）

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

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GetDigitsマイクロアプ
リケーションを使う。

（Get Digitsマイクロアプリケーションの場
合）

GD,Password,A,O
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Unified CVPに指示する内容設定順序

「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。

（Menuマイクロアプリケーションの場合）

M,Main_Menu
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