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数式の使用法
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。

数式は、後続のスクリプト処理で使用される値を得るために Packaged CCEにより評価される
1つ以上の式で構成されます。式は、変数、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
以下に、簡単な数式の例を示します。

CallerEnteredDigits == 1

この例では、以下の通りなります。

•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。

•右側の値は数字の 1です。

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。
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変数
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、PackagedCCE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。

メディアルーティングインターフェイスを介した国際文字の送信はサポートされていません。

メディアルーティングインターフェイスを介して ICMと連携するアプリケーションは、コー
ル関連のデータを英語でのみ送信する必要があります。

（注）

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。例えば、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。例えば、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。
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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。

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。

ユーザによる設

定が可能

説明データタイ

プ

変数

はい要求に応じて発信者が入力した番号。文字列CallerEnteredDigits

No発信者の課金電話番号文字列CallingLineID

No発信者によってダイヤルされた番号。文字列DialedNumberString

はい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。

文字列ExpCallVarName

はいPeripheralとの間で交換される値。文字列PeripheralVariable1～

PeripheralVariable10

No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。

整数RequeryStatus

NoPackaged CCEがそのコールを処理した日付を表す符号
化済みの値。

整数RouterCallDay

NoPackaged CCEが午前 0時以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。

整数RouterCallKey

Noルート要求を発行したルーティングクライアントの名

前。

文字列RoutingClient

Noコールがキューに入っている時間（秒）。整数TimeInQueue

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

文字列UserToUserInfo

No以前の VRUノードの結果が示されます。整数VruStatus

Noグローバルに一意のコール識別子。Varchar (32)CallGUID
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ユーザによる設

定が可能

説明データタイ

プ

変数

No場所の名前。varchar(50)LocationParamName

NoIOSゲートウェイに到着したコールのトランクグルー
プ ID。

varchar(32)PstnTrunkGroupID

NoIOSゲートウェイに到着したコールのトランクグルー
プチャネル番号。

整数PstnTrunkGroupChannelNumber

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

varchar(255)SIPHeader

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」

ノードで使用できます。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。

（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。

（注）

拡張コール変数

拡張コール変数は、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、ECC値が明示的に設定されている場合にのみ、終了コール詳細レコードに書
き込まれます。変数を設定するには、スクリプト、UnifiedCVP、CTIなど、いくつかの方法を
使用することができます。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。

拡張コールコンテキスト変数およびペリフェラルコール変数のラテン1文字セットは、Unified
CVP、Cisco Finesse、Cisco Social Minerなどを使用した場合にサポートされます。

ECCおよびペリフェラルコール変数に限定的に使用するマルチバイト文字セットも、次の場
合にサポートされます。

数式の使用

4

数式の使用

拡張コール変数



•二重引用符を使用するスクリプトエディタで設定する場合

•適切な SQLの照合と終端コール変数に格納する場合

• CTI OSデスクトップで設定および受信する場合

通常、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。

このソリューションには、事前定義済みの拡張コール変数がいくつか含まれています。ユーザ

変数の作成は、Unified ICM Configuration Managerで行います。

ECCペイロード

必要に応じて、ECC変数はいくつでも定義することができます。ただし、特定のインターフェ
イスでは、一度に 2000バイトの ECC変数のみを渡すことができます。特定の目的のために
ECC変数を整理するサポートを提供するように、このソリューションには ECCペイロードが
含まれています。

ECCペイロードは、最大サイズが 2000バイトである定義された ECC変数のセットです。ECC
ペイロードを作成して、特定の操作に必要な情報を満たすことができます。特定の ECC変数
を複数の ECCペイロードに含めることができます。特定の ECCペイロード内の特定の ECC
変数は、そのメンバーと呼ばれます。

CTIクライアントに対する ECCペイロードの場合、サイズ制限は 2000バイトとなり、ECC変
数名のために追加の 500バイトがあります。他のインターフェイスとは異なり、CTIメッセー
ジには、ECCの変数名が含まれています。

特定の状況では、主に APIを使用すると、CTIサーバメッセージサイズの制限を超える ECC
ペイロードを作成する場合があります。このような ECCペイロードをクライアント要求で使
用すると、その要求は CTIサーバによって拒否されます。このような ECCペイロードの OPC
メッセージの場合、CTIサーバはECCデータなしでメッセージを送信します。この場合、「CTI
サーバは、オーバーフロー状態になったために ECC変数を転送できませんでした」というイ
ベントがログに記録されます。

（注）

同じコールフローで複数の ECCペイロードを使用することはできますが、一定の時点で有効
範囲を持つECCペイロードは 1つのみとなります。TCDとRCDは、通話中に対象範囲を持つ
ECCペイロードの IDを記録します。ECCPayloadID変数には、現在対象範囲を持つ ECCペイ
ロードの IDが含まれています。

デフォルトの ECCペイロードのみを使用するソリューションでは、ECCペイロードまたは
2500バイトの CTIメッセージサイズ制限の 2000バイト制限を超える ECC変数は作成されま
せん。
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Packaged CCE 2000エージェント展開では、ネットワーク VRUのデフォルトの ECCペイロー
ドのみが使用可能です。

（注）

別の ECCペイロードを作成した場合、システムは ECC変数の作成時に 2000バイト制限の確
認を行いません。システムはECCペイロードには割り当てずに、ECC変数を作成します。ECC
ペイロードツールを使用して、新しい ECC変数を適切な ECCペイロードに割り当てます。

ECCペイロードを作成して変更するには、Configuration Manager >一覧ツール >拡張コール
変数ペイロード一覧ツールを使用します。Packaged CCE 4000エージェントおよび 12000エー
ジェント展開では、Configuration Manager内の Network VRU Explorerツールを使用して、ネッ
トワーク VRUに ECCペイロードを割り当てることができます。

デフォルトの ECCペイロード

このソリューションには、下位互換性のために「デフォルト」名を持つ ECCペイロードが含
まれています。ソリューションがより多くのECC変数スペースを必要としない場合は、デフォ
ルトのペイロードのみが必要となります。このソリューションは、上書きされない限り、デ

フォルトのペイロードを使用します。

ソリューションがデフォルトのペイロードのみを保持している場合、ソリューションは、2000
バイトの制限に達するまで、新しい ECC変数をすべてデフォルトのペイロードに自動的に追
加します。

デフォルトのペイロードを削除することはできません。ただし、そのメンバーを変更すること

はできます。

（注）

アップグレード中に、システムが最初に既存の ECC変数をデフォルトのペイロードに移行す
る場合、CTIメッセージサイズの制限は確認されません。メンバー名が、CTIクライアントに
対して ECCペイロードに割り当てられている追加の 500バイトを超える場合があります。デ
フォルトのペイロードが制限を超過していないことは、拡張コール変数ペイロード一覧ツール

内の CTIメッセージのサイズカウンターを手動で確認します。デフォルトのペイロードが制
限を超える場合は、制限に合わせて変更します。

重要

新規インストールでは、デフォルトのペイロードに、定義済みのシステム ECC変数が含まれ
ます。アップグレードの際、開始リリースが ECCペイロードをサポートしているかどうかに
よって、デフォルトのペイロードの内容が異なります。

• ECCペイロードはサポートされていない場合：アップグレード中に、スクリプトが、既
存の ECC変数をデフォルトのペイロードに追加します。

• ECCペイロードがサポートされている場合：アップグレードでは、デフォルトのペイロー
ドの既存の定義が転送されます。
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ソリューションに、ECCペイロードをサポートしていない以前のリリースからの PGが含まれ
ている場合、常にルータがデフォルトのペイロードを PGに送信します。PGは、デフォルト
のペイロードを適切に処理することができます。

（注）

ECCペイロードノード

ECCペイロードノードは、オブジェクトパレットの全般タブから利用できます。

図 1 :ペイロードアイコン

このノードを使用して、スクリプトの以下の範囲を対象とするECCペイロードを変更します。
あるECCペイロードを選択すると、すべての非VRU操作の適用範囲が変更されます。ECCペ
イロードは、ペイロードのエンタープライズ名または IDによって静的あるいはダイナミック
に選択することができます。

固定コール変数と非固定コール変数

Packaged CCEがコールデータレコードを履歴データベースに書き込む際に、すべてのコール
変数の値を格納することができます。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。（Unified CCE管理Webツールの拡張
コール変数ガジェットを使用して）コール変数を定義する際、固定あるいは非固定のタグを

付けることができます。固定コール変数だけが履歴データに書き込まれます。非固定コール変

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（If）]ノードでテスト可能な値を一時的に格納するために作成する変
数です。例えば、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管理ツールで行います。

各ユーザ変数は、以下の通り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。

• 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。
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• 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 2 : [プロパティの設定（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。

[オブジェクトタイプ（Call as theObject 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。

（注）

• [変数（Variable）]：設定する変数を選択します。

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。
（注）
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• [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。例えば、[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。

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。

（注）

• [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。

以下の表で、SkillGroup.Avail変数と SkillGroup.ICMAvail変数の相違点を説明します。

SkillGroup.ICMAvailableSkillGroup.Availケース

同左応対可能なエージェントの人数音声ドメインだけが使用さ

れている場合

そのドメインで新しいタスク

またはコールを実際に処理で

きるエージェントの人数

いずれかのドメインで作業を行っ

ているかどうかにかかわらず、応

対可能なエージェントの人数

複数のドメインが使用され

ている場合

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。
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エンタープライズチャットおよび電子メール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。

（注）

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。

以下の表に、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（チャットドメイン等）にもログインして

いる場合も推定されます。この表は、音声スキルグループの状態と、その状態で利用可能な

エージェントの数を示します。

SkillGroup.ICMAvailableSkillGroup.Availケース

33初期状態

221人目のエージェントがコールを処
理

1（音声コールを処理できる
エージェントは1人しか残っ
ていないため）

2（このドメインで処理を
行っていないエージェント

が 2人いるため）

2人目のエージェントがコラボレー
ションチャットセッションを処理

23音声コールが終了

33チャットの終了

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、より効果的な結果が得られます。

以下で、エージェントが割り込み不可能なチャットのタスクを処理する場合の例を示します。

3人のチャット処理可能なエージェントがチャットスキルグループにログインしていると仮定
します。以下の表は、チャットグループの状態を示しています。
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SkillGroup.ICMAvailableSkillGroup.TalkingInSkillGroup.Availケース

3[0]3初期状態

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）

12（1人目の
エージェント

が会話中のた

め）

1人目のエージェントが
チャットセッションを処理

3212人目のエージェントが
チャットセッションを処理

33[0]3人目のエージェントが
チャットセッションを処理

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）

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）

01人目のエージェントが 2つ
目のチャットセッションを処

理

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、ペリフェラル、メディアルーティング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。

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

演算子の優先順位

以下の表に、演算子の評価順序を示します。
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優先順位 1の演算子は最初に評価され、次に優先順位 2の演算子が評価されます。優先順位 3
以降も同様に評価されます。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。演算子が同

じ優先順位を持つ上記以外のケースでは、演算子は左から右に評価されます。

（注）

演算子演算子のタイプ優先順

位

+ - ! ~前置（単項）1

* /乗算および除算2

+ -加算および減算3

>> <<右シフトおよび左シフ

ト

4

< > <=
>=

比較5

== !=等非等号6

&ビット論理積7

^ビット排他的論理和8

|ビット包括的論理和9

&&論理積10

||または11

?条件12

,逐次13

前置演算子

以下の表の前置演算子が取るオペランドは 1つだけです。

コメント/例意味演算

子

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。

正値+
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コメント/例意味演算

子

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。

負値-

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。

論理否

定

!

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。

1の補
数

~

算術演算子

以下の表の算術演算子は、2つのオペランドを取ります。

コメント/例意

味

演算

子

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。

乗

算

*

除

算

/

加

算

+

減

算

-

等価演算子

以下の表の等価演算子は、2つのオペランドを取ります。

コメント/例意味演算

子

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。次の値と等し

い

==

等しくない!=

数式の使用
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比較演算子

以下の表の比較演算子は、2つのオペランドを取ります。

コメント/例意味演算

子

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。

右辺と比較して大き

い

>

より少ない<

以上>=

以下<=

論理演算子

以下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。

コメント/例意味演算

子

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。

論理

積

&&

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。

また

は

||

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。

（注）

ビット演算子

以下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。

コメント/例意味演算

子

&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。

論理積&
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コメント/例意味演算

子

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）。

論理和|

排他的論理

和

^

その他の演算子

以下の表に、その他の演算子を示します。

コメント/例意味演算

子

条件演算子（?）は、3つのオペランドを取ります。構文は以下の通り
なります。

PackagedCCE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。

条件?

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。
例：abc defを実行すると、値 abcdefが返されます。

連結&

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。

逐次,

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。

左にシフトす

る

右にシフトす

る

<<

>>

数式の使用
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組み込み関数

日付と時刻の関数

以下の表に、日時の組み込み関数を示します。

返される値/例データタイプ機能

システムの現在の日付、または指定日時の値の日付部分を返

します。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、現在の時
刻が返されます。例えば、= 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。

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。

（注）

整数（Integer）date [（日
付）]

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。

整数（Integer）day [（日付）]

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。

整数（Integer）hour [（時
刻）]

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。

整数（Integer）minute [（時
刻）]

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。

整数（Integer）month [（日
付）]

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。

浮動小数点数

（Float）
now

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。

整数（Integer）second [（時
刻）]
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返される値/例データタイプ機能

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。

例えば、= time (20:05:00)は、現在の時刻が 08:05:00かどう
かをテストします。

浮動小数点数

（Float）
time [（時
刻）]

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。

整数（Integer）weekday [（日
付）]

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。

論理積（And）year [（日
付）]

数学関数

以下の表に、数学関連の組み込み関数を示します。

返される値/例データタイプ機能

nの絶対値（符号を除いた数値）を返します。浮動小数点値または整

数

abs(n)

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。

浮動小数点値または整

数

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

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。

整数min(n1, n2 [,n3] . .
.)

n1を n2で除算した際の整数の剰余を返します。浮動小数点値または整

数

mod(n1,n2)

0から 1の間の乱数値が返されます。浮動小数点値または整

数

random()

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

浮動小数点値または整

数

sqrt(n)

小数部を切り捨てた nの値を返します。浮動小数点値または整

数

trunc(n)
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その他の関数

以下の表に、その他の組み込み関数を示します。

返される値/例データタイ

プ

機能

string2のうち、最初の string1以降にあたる部
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。

文字列after(string1,string2)

string2のうち、最初の string1以前にある部分。
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。

文字列before(string1,string2)

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。

LogicalClidInRegion

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。
文字列concatenate(string1,string2, . . .)

キューイングされているコール（スキルグルー

プまたはプレシジョンキュー）に対して各

キューの予想される最小待機時間を返します。

[エージェントキューイング（Queue to Agent）]
はサポートされません。利用可能なデータがな

い場合は、-1を返します。予想待機時間はコー
ルがキューに入ると 1度計算されます。

デフォルトの EstimatedWaitTimeは、実行中の 5
分間の枠におけるキューを離れるコールの割合

に基づいたアルゴリズムです。過去5分間にルー
ティングまたは放棄されたコールは、キューを

離れる割合としてカウントされます。プレシジョ

ンキューの場合、キューを離れる割合は個々の

プレシジョンキュー手順ではなく、プレシジョ

ンキュー全体からコールが送信または放棄され

る割合を表します。

整数EstimatedWaitTime

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。

整数find(string1, string2 [,index ])
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返される値/例データタイ

プ

機能

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。

Logicalif(condition,true-value,false-value)

要求された現在のサービスがピックタイプまた

はプルタイプかどうか。

論理isPickPullRequest()

要求された現在のサービスがピックタイプまた

はプルタイプかどうか。

論理isPickPullRequest()

stringの左端にある n個の文字を返します。文字列left(string,n)

stringの文字数を返します。整数len(string)

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。

文字列mid(string,start,length)

現在の選択ノードの結果が戻されます（この関

数は、[選択（Select）]ノードだけで使用できま
す）。[選択（Select）]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戻されます。

浮動小数点

値または整

数

結果

stringの右端にある n個の文字を返します。文字列right(string,n)

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。

文字列substr(string,start [ , length ])

数値を文字列に変換します。文字列text(n)

variableが有効な値を持っているかどうかを返し
ます。

Logicalvalid(variable)

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。

文字列ValidValue(variable,value)

文字列を数値に変換します。浮動小数点

値または整

数

value(string)
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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。

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（CustomFunctions）]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（AddCustomFunction）]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。例えば、%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（CustomFunctions）]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。

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。（注）

Script Editorによって自動マッピングが実行されます。その後の動作は以下の通りなります。

•インポートしたすべてのオブジェクトが正常に自動マッピングされた場合、マッピングを
レビューするためのメッセージウィンドウが表示されます。[OK]をクリックして、[オブ
ジェクトマッピング（Object Mapping）]ダイアログボックスにアクセスします。

•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（ObjectMapping）]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）]：インポートされたオブジェクトのタイプ。

• [インポートしたオブジェクト（ImportedObject）]：インポートされたオブジェクトの
名前。

• [マップ先（Mapped To）]：インポートされたこのオブジェクトのマップ先。

•（オプション）[インポートしたオブジェクト（Imported Object）]カラムの値をクリック
します。[マップ先（Mapped To）]カラムにはターゲットシステム上の有効なすべてのオ
ブジェクトが表示されます。

•（オプション）[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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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。

（注）

マッピングが完了したら、[適用（Apply）]、[完了（Finish）]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（CustomFunctions）]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。

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（FileName）]フィー
ルドに表示されます。関数を複数選択した場合、[ファイル名（FileName）]フィール
ドは空白になります。

（注）

ステップ 3 （オプション）ファイル名を変更します。

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。

（注）

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。同じファイル名がすでに存在する場合、保存の確認メッ
セージが表示されます。

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。
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