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VRUの機能
ルーティングスクリプトを使用して、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

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 Unified Customer Voice Portal（CVP）は、Packaged CCEでサポートされる
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。

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

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 Administrationツール
のネットワーク VRUスクリプトツールを使用して設定されます。
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関連トピック

ネットワーク VRUスクリプトの追加および保守

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（Send to VRU）]ノードを使用する
と、Unified CVPにコールを送信して、追加の処理を適用できます。

図 1 : [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顧客、その顧客のネットワーク 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。

• PackagedCCE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。ただし、スクリプトを修
正する必要がある場合は、目印としてルーティングスクリプトにノードを追加します。

•コールが Unified 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。

外部スクリプトの実行
（パレットの [キュー]タブにある）[スクリプト実行]ノードを使用すると、Unified 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。
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図 2 : [外部スクリプト実行（Run External Script）]アイコン

Unified CVP上の一連のスクリプトを実行するために、複数の[スクリプト実行（Run External
Script）]ノードを使用することもできます。

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。

• [スクリプト実行]ノードの実行時に現在のコールが Unified 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。その他すべてのノードは割り込み不可です。

（注）

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。
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図 3 :外部スクリプト実行のプロパティ（Run External Script Properties）

以下の通り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
以下の表に、VruStatus変数の値とその意味を示します。

表 1 : VruStatus変数のコード

説明意味値

最後のVRUノードが成功しま
した。

VRU_SUCCESS0

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。

VRU_ERROR1

ネットワーク VRU
4

ネットワーク VRU

VRUエラー



説明意味値

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。

VRU_TIMEOUT2

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（これにより、ルー

ティングスクリプトはただち

に終了されるため、この値が

確認されることはありませ

ん）。

VRU_ABORTED3

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。

VRU_DIALOG_ FAILED4

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_SCRIPT_ NOT_FOUND5

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。

通話フロー：
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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 Unified 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。

[キュー]スキルグループの別のノードまたはプレシジョンキューを使用して、異なるター
ゲットへのコールをキューに入れることができます。

ルート選択のようにノードを使用しない [Select]を選択すると、スクリプトが待機ノードと外
部スクリプト実行ノードの間を循環する際に、コールがキューに入れます。

注意

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。
（注）

キューへのコールの追加
（パレットのキュータブにある）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、Unified CVP上のキューにコールを追加できます。

図 4 : [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。

キューノードの実行時に、現在のコールがUnifiedCVPにない場合、PackagedCCEはそのコー
ルを関連付けられたネットワーク VRUに送信します。（ただし、加入者宅内にあるタイプ 2
の VRUは例外です）。

（注）

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 20（最低）までの整数で指定します。デフォルト値は 5です。
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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。例えば、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。

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。

（注）

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 5 :スキルグループキューイングのプロパティ（Queue to Skill Group Properties）

以下の通りキュー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 キューのタイプを変更するには、以下の通り設定します。

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）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。

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、「20」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。

（注）

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。

ステップ 2 ターゲットを追加するには、以下の通り設定します。

a) [ターゲットの追加]をクリックします。[ターゲットの追加（AddTargets）]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（AvailableTargets）]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（Add Targets）]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 オプションで、[ルート（Route）]（ドロップダウンリスト）のメンバーに対する次のターゲッ
トタイプ情報の定義を続行します。これはターゲットタイプのエージェントが使用可能になっ

たときにコールを送信するルートです。（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。
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次のタスク

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。

（注）

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、コールを発信者の要件に基づいてキューイングすることができます。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 6 :プレシジョンキュースクリプトノード

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。例えば、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。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
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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。

[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7 : [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：各プレシジョ
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。

動的プレシジョンキューのオプションは、システム管理者だけに

有効になります。このオプションは他のユーザには無効です。

（注）
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• [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。

•エージェントがログインしていない場合は待機チェックボックス：このチェックボック
スが選択され、ステップに関連付けられたエージェントがログインしていない場合、ルー

タはそのステップに設定された時間が経過するまで待機します。このチェックボックスが

選択されていないと、ルータはどのステップでも待機しません。ただし、最後のステップ

では、ルータは選択内容に関係なく無制限に待機します。

[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（例えば、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8 : [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
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動的プレシジョンキューのオプションは、システム管理者だけに有効になります。このオプ

ションは他のユーザには無効です。

（注）

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（FindBy）]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（PrecisionQueueName）]：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。例え
ば、データベース検索の結果として、あるいは Unified 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。

静的プレシジョンキューに関する項で、静的および動的なプレシジョンキューに共通するプ

ロパティについて説明します。

（注）

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

しいノードがターゲットになった場合も起こります（例：外部スクリプトの実行）。

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。
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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 9 : [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。

•キュー優先度ノードは、コールが置かれるすべてのキューを範囲として、そのコールの優
先度を設定します。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。例えば、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顧客
よりも先に処理されます。プラチナユーザの遅延は 20秒を超えるため、スタンダード
ユーザも処理されません。この問題を解決するには、一定時間（例えば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。
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図 10 :キュー優先度のプロパティ（Queue Priority Properties）

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 11 : [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 12 : [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。
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UnifiedCVP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。

警告

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 13 :待機のプロパティ（Wait Properties）

以下の通り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。
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