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概要 

Cisco Agent Desktop—Browser Edition（CAD-BE）は、Web ブラウザで実行する 
Cisco Agent Desktop の Java アプレット バージョンです。

CAD-BE には、コール制御機能（応答、保留、会議、転送など）と ACD 状態制御機能

（待受開始、待受停止、後処理など）があります。お客様の情報は、エンタープライズ 
データ ペインを介してエージェントに表示されます。また、CAD-BE では、エージェン

トがイントラネット、インターネット、および Web アプリケーションの各ページを必要

に応じて表示できる統合ブラウザ ウィンドウを利用できます。

（注）CAD-BE インターフェイスのルック アンド フィールは、CAD-BE 
が稼働しているオペレーティング システムによって異なります。この

ユーザ ガイドで使用されているスクリーンショットは、Microsoft 
Windows XP 上の CAD-BE インターフェイスの画面です。

対象読者

このドキュメントは、CAD-BE をコンピュータ上で使用するコンタクト センターのエー

ジェントを対象にしています。

今回のリリースでの変更点

CAD-BE 8.5 の新機能は次のとおりです。

■ 32 ビットの Microsoft Windows 7 Professional、Enterprise、および 
Ultimate

■ 64 ビット版の Windows（WoW64）のエミュレーション レイヤで 32 ビット

版の Windows を実行している 64 ビット版の Microsoft Windows 7

■ JRE 1.6.0、更新プログラム 24 ～ 31

■ Microsoft Internet Explorer 8 と Mozilla Firefox 3.6 の組み合わせ
2013 年 2 月 6 日 5
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL 
で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してくだ

さい。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。

また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信され

るように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、

RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づき

の点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡く

ださい。ご協力をよろしくお願いいたします。
6 2013 年 2 月 6 日
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CAD-BE の機能レベル

CAD-BE の機能レベルは、標準、拡張、プレミアムの 3 つがあります。

表 1 に、CAD-BE の各機能レベルで使用できる機能を示します。ここに示されていない

機能は、3 つの機能レベルすべてで使用できます。

表 1. CAD-BE の機能

機能 標準 拡張

プレミア

ム

エージェントが開始するコール録音 ● ●

エージェントのワークフロー HTTP Get アク

ションおよびユーティリティ アクション
● ●

Cisco IP Communicator のサポート ● ● ●

Cisco Unified Mobile Agent のサポート ● ● ●

エンタープライズ データ コール履歴 ● ●

エンタープライズ データのしきい値 ● ●

イベント トリガー型ワークフロー ● ●

統合ブラウザ ● ●

理由コード ● ● ●

タスク ボタン ● ● ●

後処理データ ● ● ●
2013 年 2 月 6 日 7
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言語サポート

CAD-BE は次の言語でローカライズされています。

■ 中国語（簡体字）

■ 中国語（繁体字）

■ デンマーク語

■ オランダ語

■ 英語

■ フィンランド語

■ フランス語（カナダ）

■ フランス語（フランス）

■ ドイツ語

■ イタリア語

■ 日本語

■ 韓国語

■ ノルウェー語

■ ポーランド語

■ ポルトガル語（ブラジル）

■ ロシア語

■ スペイン語

■ スウェーデン語

■ トルコ語
8 2013 年 2 月 6 日
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Cisco IP Communicator の設定

CAD-BE は、Cisco IP Communicator ソフトフォンの使用をサポートしています。この

アプリケーションは CAD-BE に付属していないので、別途購入してインストールする必

要があります。

IP Communicator は手動で起動する必要があります（CAD-BE の起動時に自動的に起動

しません）。システム リソースを節約するには、IP Communicator が可能な限り 小化

された状態を保持し、コール制御には CAD-BE インターフェイスを使用します。

コールを受信したときに IP Communicator が 大化されること（デフォルトの設定）を

防ぐには、次の手順で示すようにプリファレンスを変更する必要があります。

コールを受信しても IP Communicator が 小化された状態を保持するように設定するには：

1. IP Communicator を起動します。

2. インターフェイスの任意の場所で右クリックしてポップアップ メニューを表示

し、次に [ プリファレンス（Preferences）] を選択します。[ プリファレンス

（Preferences）] ダイアログボックスが表示されます。

3. [ ユーザ（User）] タブで、[ 小化して隠す（Hide on minimize）] チェック

ボックスをオンにして [ アクティブ コール時に手前に表示する（Bring to front 
on active call）] チェックボックスと [ 着信通知を表示しない（Hide incoming 
call notification）] チェックボックスをオフにします。

4. [OK] をクリックします。

図 1. [ プリファレンス（Preferences）] ダイアログボックスのユーザ設定（詳細図）
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CAD-BE を使用したログイン

CAD-BE を使用して、ローカル エージェントまたはモバイル エージェントとしてログイ

ンできます。ローカル エージェントは、コンタクト センター内で CAD-BE を使用しま

す。モバイル エージェントは、コンタクト センターの外部から任意のタイプの電話機

（携帯電話を含む）を介し、Cisco Unified Mobile Agent を使用して CAD-BE に接続しま

す。ログイン手順については、以下の該当するセクションを参照してください。

■ 「ローカル エージェントとしてのログイン」（P.11）

■ 「モバイル エージェントとしてのログイン」（P.12）

CAD-BE は、次の Web ブラウザで動作します。

いずれのブラウザも、Java Runtime Environment (JRE) 1.6.0_20 または 1.6 以降の更

新プログラムがインストールされている必要があります。ポップアップ ブロックは、す

べて無効にする必要があります。ポップアップ ブロックが有効になっている場合、無効

にする手順については管理者に問い合わせてください。

（注）JRE がインストールされていない場合、CAD-BE の起動時にイン

ストールするよう要求されます。JRE がインストールされると、

CAD-BE の起動は通常どおり続行されます。

（注）CAD-BE は他のブラウザや JRE バージョンでも機能しますが、こ

れらの設定はサポートされません。

多重回線対応電話機

CAD-BE は多重回線対応電話機をサポートしています。ただし、サポートされる回線数

には制限があります。ログインできる電話機の回線数は 大 4 回線（1 × ACD 回線およ

び 3 × ACD 以外の回線）です。

回線ごとに 大 2 つのコールに対応できます。

オペレーティング システム サポートされるブラウザ

Microsoft Windows XP 
Professional Service Pack 3

Microsoft Internet Explorer 7 およ

び 8
Mozilla Firefox 3.6

Microsoft Windows Vista Business、
Enterprise、および Ultimate Edition 
Service Pack 1

Microsoft Internet Explorer 7 およ

び 8
Mozilla Firefox 3.6

Microsoft Windows 7 Professional、
Enterprise、および Ultimate Edition

Microsoft Internet Explorer 8
Mozilla Firefox 3.6

Red Hat Enterprise Linux 5 Mozilla Firefox 3.0
10 2013 年 2 月 6 日
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ローカル エージェントとしてのログイン

（注）Cisco IP Communicator を電話機として使用する場合は、

CAD-BE を使用してログインする前に IP Communicator を起動してお

く必要があります。

ローカル エージェントとしてログインするには：

1. Web ブラウザを起動します。

2. 次のアドレスを [ アドレス（Address）] フィールドに入力します。ここで、

<CAD server> は、CAD のホストであるサーバの IP アドレスまたはホスト名で

す。

http://<CAD server>:8088/cadbe/CAD-BE.jsp

（注）アドレスは大文字と小文字が区別されます。表示されたとおりに

大文字と小文字を区別して入力してください。

3. Enter を押します。[ ログイン（Login）] ウィンドウが表示されます（図 2）。 

（注）CAD-BE のデジタル署名が確認できないことを示す警告が表示さ

れる場合があります。これは、信頼できるソースのあるデジタル署名を 
Web ブラウザが確認できないことを意味しています。この警告が再度

表示されないようにするには、[ この発行元からの内容を常に信頼する

（Always trust content from this publisher）] チェックボックスをオン

にし、[ 実行（Run）] をクリックして CAD-BE を起動します。[ キャン

セル（Cancel）] をクリックしないでください。キャンセルすると、

CAD-BE は制限モードで稼働し、一部の機能が正しく動作しません。

図 2. [ ログイン（Login）] ウィンドウ

（注）[ ログイン（Login）] 
ウィンドウでは、管理者が設定

した方法に応じて、ログイン名

またはログイン ID のいずれか

を入力するよう要求されます。
2013 年 2 月 6 日 11
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4. ログイン名またはログイン ID、パスワード、および内線番号をそれぞれ対応す

るフィールドに入力し、[OK] をクリックします。CAD-BE に [ 待受停止（Not 
Ready）] 状態でログインしました。

■ 他のエージェントによってすでに使用されているログイン名または ID を入

力すると、ダイアログボックスが表示され、その ID をログアウトするかど

うかの確認が求められます。[ はい（Yes）] を選択すると、その ID を使用

しているエージェントがログアウトされ、自分がログインされます。これを

「強制ログイン」といいます。

■ 他のエージェントによってすでに使用されている内線番号を入力すると、そ

の内線番号はすでに使用されていることを示すエラー メッセージが表示さ

れます。ログインするには、別の内線番号を入力する必要があります。

■ ログインの途中でログイン方式（ログイン名またはログイン ID のどちらを

使用するか）が変更された場合、ログイン方式が変更になったことを示すエ

ラー メッセージが表示されます。ログインするには、CAD-BE を再起動す

る必要があります。

（注）チームの割り当てが変更された場合、変更を反映させるには、

CAD-BE を再起動する必要があります。

モバイル エージェントとしてのログイン

モバイル エージェントとしてログインすると、コンタクト センターの電話システムにア

クセス可能な任意の電話（コンタクト センターに直接接続されていない自宅の電話や携

帯電話を含む）を使用してコールを受信できます。

[ エージェントのログイン（Agent Login）] ウィンドウに [ モバイル エージェント モー

ド（Mobile Agent Mode）] チェックボックスが表示されない場合もあります。モバイ

ル エージェント モードを使用してログインする必要があり、このチェックボックスが表

示されない場合は、これを有効にするように CAD 管理者に依頼してください。

（注）このマニュアルで示す CAD-BE の使用手順では、モバイル エー

ジェントとしてログインする場合に適用される重要な手順の違いについ

て説明していません。モバイル エージェントとしてログインする場合

のデスクトップの使用手順については、『Mobile Agent Guide for 
Cisco Unified CC Enterprise』の「Using Unified Mobile Agent」の項

を参照してください。このユーザ ガイドは cisco.com でダウンロード

できます（正しいロケーションについては、Web サイトの検索機能を

使用してください）。

（注）すべてのコール制御操作に CAD-BE を使用する必要があります。

これは、次の理由によるものです。コール制御に電話機を使用すると、

お客様とのコールが切断される場合があります。また CAD-BE は、会議

のステータスなどのコール アクティビティをモニタする場合にも使用

します。このような情報は、電話機には正確に表示されません（まった
12 2013 年 2 月 6 日
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く表示されない場合もあります）。詳細については、Cisco Unified 
Mobile Agent のマニュアルを参照してください。

コールは、固定コールモードおよびコールバイコールモードの 2 つのモードのいずれか

で受信できます。

■ 固定コール モードでは、ログインすると、実際の電話機で自分が応答する 1 
コールを受信します。回線は、複数のお客様とのコールの間そのまま接続されて

います。コール制御はすべて（お客様のコールの切断を含め）、CAD-BE を使用

して処理します。  電話機自体でコールを終了すると、ログアウトします。

■ コールバイコールモードでは、お客様の各コールが実際の電話機にかかってきま

す。いったん電話機自体で応答すると、コールの切断を含め、すべてのコール制

御は CAD-BE を使用して処理されます。CAD-BE でコールを切断し、その後に電

話機自体でコールを切断することによってコールを終了すると、状態が [ 待受開

始（Ready）] になり、別のお客様からのコールを受信できるようになります。

モバイル エージェントとして CAD-BE にログインするには：

（注）モバイル エージェントとして設定されていない場合、または使用

するよう設定されていないコール モードを選択した場合、モバイル 
エージェントとしてのログインは失敗します。この問題が発生した場合

は、管理者に問い合わせてください。

CAD-BE にログインする場合、より安全な接続を確立するために、コンタクト センター

のネットワークには VPN を使用してアクセスすることが推奨されます。詳細について

は、VPN のマニュアルを参照してください。

1. Web ブラウザを起動します。

2. 次のアドレスを [ アドレス（Address）] フィールドに入力します。ここで、

<CAD server> は、CAD のホストであるサーバの IP アドレスまたはホスト名で

す。

http://<CAD server>:8088/cadbe/CAD-BE.jsp

（注）アドレスは大文字と小文字が区別されます。表示されたとおりに

大文字と小文字を区別して入力してください。

3. Enter を押します。[ ログイン（Login）] ウィンドウが表示されます（図 2
（P.11））。

（注）CAD-BE のデジタル署名が確認できないことを示す警告が表示さ

れる場合があります。これは、信頼できるソースのあるデジタル署名を 
Web ブラウザが確認できないことを意味しています。この警告が再度

表示されないようにするには、[ この発行元からの内容を常に信頼する

（Always trust content from this publisher）] チェックボックスをオン

にし、[ 実行（Run）] をクリックして CAD-BE を起動します。[ キャン
2013 年 2 月 6 日 13
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セル（Cancel）] をクリックしないでください。キャンセルすると、

CAD-BE は制限モードで稼働し、一部の機能が正しく動作しません。

4. ログイン名またはログイン ID、パスワード、および内線番号をそれぞれ対応す

るフィールドに入力します。

5. [ モバイル エージェント モード（Mobile Agent Mode）] チェックボックスをオ

ンにします。[ モバイル エージェントのログイン（Mobile Agent Login）] ウィ

ンドウが表示されます（図 3）。  

6. [ モバイル エージェント パラメータ（Mobile Agent Parameters）] セクション

で、使用するコール モードを選択し、[ モバイル エージェントの電話番号

（Mobile Agent Phone Number）] フィールドに電話番号を入力します。

（注）[ モバイル エージェントの電話番号（Mobile Agent Phone Number）] 
フィールドには数字だけを入力します。半角スペース、ダッシュ（ハイフン）、

カッコなど、数字以外の文字を含めることはできません。

7. [OK] をクリックするか Enter を押してログインします。CAD-BE に [ 待受停止

（Not Ready）] 状態でログインしました。

（注）ログインしている間にチームの割り当てが変更された場合、変更

を反映させるには、CAD-BE を再起動する必要があります。

図 3. [ モバイル エージェントのログイン（Mobile agent Login Login）] ウィンドウ
14 2013 年 2 月 6 日
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ログインに関する注意事項

■ [ ログイン名（Login Name）]/[ ログイン ID（Login ID）] フィールドには 大 
32 文字を入力できます。[ パスワード（Password）]、[ 内線（Extension）]、
および [ モバイル エージェントの電話番号（Mobile Agent Phone Number）] 
の各フィールドには、 大 64 文字を入力できます。

■ ログインすると、「ライセンス エラーが発生しました。システム管理者に連絡し

てください。」という意味のエラー メッセージが表示される場合があります。こ

のメッセージは通常、CAD-BE ソフトウェアのライセンスがすべて使用中である

場合に表示されます。したがって、CAD-BE の使用終了後は、単にブラウザを閉

じるだけではなく CAD-BE からログアウトする必要があります。 

■ モバイル エージェントとして固定コール モードでログインし、電話回線が 1 本
しかなく、また電話回線がビジーな場合は、エージェントはログインしてすぐに

ログアウトします。電話回線が 2 本あり、ビジーでない方の回線にボイスメー

ル機能がある場合は、モバイル エージェントは 2 番目の回線にロールオーバー

し、ログインします。ボイスメールとのコールが終了するとエージェントはログ

アウトします。

■ モバイル エージェントとしてログインするときは、すでに使用されているログ

イン名または ID をログアウトすることはできません。エージェント名 /ID をロ

グアウトするかどうかを尋ねるダイアログボックスが表示される場合（ログイン

を強制）、[ いいえ（No）] と答えてください。別のログイン名または ID を使用

してログインする必要があります。

NAT ファイアウォール外またはルータ外からの VPN 経
由のアクセス

CAD-BE は、バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）経由で CAD サーバに接続

できます。

CAD-BE をコンタクト センターの外部で使用する場合は、よりセキュアな接続を行うた

めに VPN を使用することをお勧めします。

ファイアウォールまたはルータのためにデスクトップがネットワーク アドレス変換

（NAT）を使用している場合は、コンタクト センター サーバとデスクトップの間の完全

な双方向ネットワーク接続を確保するために、デスクトップでバーチャル プライベート 
ネットワーク（VPN）ソフトウェアを使用する必要があります。Cisco VPN 3000 コン

セントレータと Cisco VPN Client は、CAD 8.5 に対して正常に動作することが確認され

ており、アクセスに関してサポートされています。他のベンダーの VPN ソリューション

を使用すると、機能を損なう可能性があります。これらのソリューションは正式な検証

が行われていないため、サポートされていません。代替ソリューションの確認が必要な

場合は、シスコの販売代理店に問い合わせてください。

VPN トンネリング

VPN トンネリングには 2 種類の機構、フル トンネリングとスプリット トンネリングが

あります。いずれも CAD-BE と CAD の基本サービスの接続に対してサポートされていま

す。
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VPN フル トンネリング

VPN フル トンネリングにより、ネットワーク接続が仮想的に VPN によって定義されて

いるローカル エリア ネットワークに置き換えられます。CAD サーバへの接続に VPN フ
ル トンネリングを使用すると、CAD-BE の起動前に VPN 接続が確立されます。VPN 接
続がセッション中に失われた場合は、CAD-BE を終了し、VPN 接続を再確立して 
CAD-BE を再起動する必要があります。

VPN スプリット トンネリング

VPN スプリット トンネリングによって、同じ物理ネットワーク接続を使用してパブリッ

ク ネットワークとローカル ネットワークに同時にアクセスできるようになります。

VPN スプリット トンネリングには、2 種類のシナリオがあります。

■ シナリオ 1： CAD サーバはパブリック ネットワーク上にあり、VPN を介して

サードパーティ アプリケーションが使用されます。このシナリオでは、VPN 接
続を確立する前に CAD-BE を起動してログインする必要があります。セッショ

ン中に VPN 接続が失われた場合は、CAD-BE を再起動し、その後 VPN 接続を再

確立する必要があります。

■ シナリオ 2： CAD サーバは VPN 上にあり、パブリック ネットワークを介して

サードパーティ アプリケーションが使用されます。このシナリオでは、Agent 
Desktop を起動する前に VPN 接続を確立する必要があります。VPN 接続がセッ

ション中に失われた場合は、CAD-BE を終了し、VPN 接続を再確立して CAD-BE 
を再起動する必要があります。
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ログアウト

ログアウトできるのは、[ 受信不可（Not Ready）] エージェント状態からだけです。

CAD-BE は起動時にソフトウェア ライセンスを使用します。このソフトウェア ライセン

スは CAD-BE の終了時に解放され、別のエージェントが使用できる状態になります。こ

のため、使い終わった CAD-BE は必ず終了してください。

単にログアウトしただけの状態では、ソフトウェア ライセンスは使用中のままです。

CAD-BE を 1 分間アイドル状態にすると、ソフトウェア ライセンスは自動的に解放され

ます。 

CAD-BE からログアウトして終了する方法は 2 つあります。

方法 1：ログアウトしてから CAD-BE を閉じる（推奨）

この方法では、使用しているソフトウェア ライセンスが解放されて別のエージェントが

使用できる状態になります。

方法 1 でログアウトするには：

1. ツールバーの [ ログアウト（Logout）] をクリックします。

■ ログアウト前に理由コードを要求するようにシステムが設定されている場合

は、[ 理由コード（Reason Code）] ダイアログボックスが表示されます。

該当する理由コードを選択して、[OK] をクリックします。

■ [ ログアウト（Logout）] をクリックしたときにコール中である場合は、

コールが終わるまでログインした状態になります。

2. [ 閉じる（Close）]（ウィンドウの右上にある X）をクリックして CAD-BE を終

了します。

方法 2：先にログアウトせずに CAD-BE を閉じる

この方法では、ログアウト処理がソフトウェア ライセンスを適切に解放しない可能性が

多少あります。この場合、使用中のソフトウェア ライセンスは、CAD-BE が 1 分間アイ

ドル状態になるまで解放されません。

エージェントは強制ログインを使用し、ライセンスを強制的に解放できます。強制ログ

インの詳細については、「CAD-BE を使用したログイン」（P.10）を参照してください。

方法 2 でログアウトするには：

■ [ 閉じる（Close）]（ウィンドウの右上にある X）をクリックします。

— ログアウト前に理由コードを要求するようにシステムが設定されている場合

は、[ 理由コード（Reason Code）] ダイアログボックスが表示されます。

該当する理由コードを選択して、[OK] をクリックします。
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— [ 閉じる（Close）] をクリックしたときにコール中である場合は、ログアウ

トの承認を求めるダイアログボックスが表示されます。

■ [ はい（Yes）] をクリックすると、コールを終了するまでログインした

状態になります。

■ [ いいえ（No）] をクリックすると、ログインした状態が維持され、

CAD-BE は開いたままになります。
18 2013 年 2 月 6 日



ダイヤルパッド ウィンドウ
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ダイヤルパッド ウィンドウ

ダイヤルパッド ウィンドウを使用すると、電話番号を [ 番号（Number）] フィールドに

入力して電話をかけることができます。番号は、タイプ入力するか、数字キーをクリッ

クして入力できます。

「ダイヤルパッド」は、このウィンドウの一般名です。タイトル バーに表示される名前

は、作業内容に応じて、[ 発信（Make Call）]、[ 転送（Transfer）]、または [ 会議

（Conference）] になります。 

図 4. ダイヤルパッド ウィンドウ
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CAD-BE インターフェイス

CAD-BE インターフェイスでは、対応中のコールに関する情報が表示され、通話処理機

能が提供されます。また、統合ブラウザで Web サイトにアクセスすることもできます。

このインターフェイスは、次の部分から構成されています。

■ ツールバー

■ コンタクト アピアランス ペイン

■ コンタクト管理ペイン

■ 統合ブラウザ ツール

（注）Internet Explorer 7 には、CAD-BE インターフェイスのタイトル 
バーのすぐ下に編集不可能なアドレス バーを配置するセキュリティ機

能があります。このアドレス バーを非表示にするには、[ ツール

（Tools）] > [ インターネット オプション（Internet Options）] を選択

し、[ セキュリティ（Security）] タブで [ ローカル イントラネット

（Local intranet）] ゾーンまたは [ 信頼済みサイト（Trusted sites）] 
ゾーンのいずれかを選択します。[ サイト（Sites）] をクリックし、[ 追
加（Add）] をクリックします。選択したゾーンに CAD-BE Web サイト

が追加されます （[ ローカル イントラネット（Local intranet）] ゾー

ンおよび [ 信頼済みサイト（Trusted sites）] ゾーンの [Web サイトが

アドレス バーやステータス バーのないウィンドウを開くのを許可する

（Allow websites to open windows without address or status bars）] 
の設定が有効になります）。

図 5. CAD-BE インターフェイス

ツールバー

コンタクト 
アピアランス

連絡先の管理

ブラウザ 
ツール
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ツールバーのボタンとショートカット キー

ツールバーには、コール制御に関するボタンと、次に示すように特定のカスタマー コン

タクトとは関連のない機能に関するボタンがあります。

■ ログインとログアウト

■ エージェント状態の変更

■ CAD-BE インターフェイスの表示設定

■ コール録音の開始と停止（これらの機能を実行するように管理者がタスク ボタ

ンを設定している場合）

ツールバーにあるボタンのうち、エージェントの現在の状況で使用できない機能を制御

するものは、無効になります。たとえば、コールを保留にした場合、それ以外のコール

制御ボタンはすべて無効になります。コールの保留を解除すると、他のコール制御ボタ

ンは再度有効になります。ボタンの名前を表示するには、カーソルをボタン アイコンの

上に移動します。

（注）コンタクト センターが拡張バージョンまたはプレミアム バージョ

ンの CAD パッケージを使用している場合は、システム管理者がツール

バーを設定できるので、次に示すボタンとは異なるものがツールバーに

表示されることがあります。

Ctrl+Alt+T を押すと、Agent Desktop のメイン ツールバーを選択できます。ツールバー

を選択した後、Tab または矢印キーを押して、ツールバーのボタン間を移動します。

Ctrl+Tab を押すと、次のツールバーに移動します。Esc を押すと現在のツールバーを終

了し、Enter を押すと現在フォーカスされている項目が選択されます。

次の各表は、CAD-BE で使用できるツールバーのボタンとショートカット キーを示して

います。

表 2 に、コールの処理に使用するツールバーのボタンとショートカット キーを示しま

す。

表 2. コール処理ツールバーのボタンとショートカット キー

アイ

コン 名前

ショート

カット 説明

応答 / 切断 Ctrl+A 選択したコールに応答するか、または切断しま

す。

保留 / 保留解

除

Ctrl+H 選択したコールを保留にするか、または保留を解

除します。

会議 Ctrl+F 選択したコールを保留にし、[ 会議

（Conference）] ウィンドウを開きます。

転送 Ctrl+T 選択したコールを保留にし、[ 転送（Transfer）] 
ウィンドウを開きます。
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表 3 に、エージェント状態の変更に使用するツールバーのボタンとショートカット キー

を示します。

表 4 に、ウィンドウの管理に使用するツールバーのボタンとショートカット キーを示し

ます。

タッチトーン Ctrl+D [ タッチトーンの入力（Enter Touch Tones）] 
ウィンドウを開きます。

発信 Ctrl+M コールを発信できるウィンドウを開きます。

表 3. エージェント状態ツールバーのボタンとショートカット キー

アイ

コン 名前

ショート

カット 説明

ログイン Ctrl+L ACD にログインします（「ログアウト」と交互に動作

します）。

ログアウ

ト

Ctrl+L ACD からログアウトします（「ログイン」と交互に動

作します）。

待受開始 Ctrl+W 状態を [ 待受開始（Ready）] に変更して、ACD コー

ルを受信可能であることを示します。

待受停止 Ctrl+O [ 待受停止（Not Ready）] の状態にします。ACD 
コールを受信できません。

後処理後

待受

Ctrl+Y 状態を [ 後処理後待受（Work Ready）] に変更して、

後処理終了後に ACD コールを受信できることを示し

ます。

後処理後

待受停止

Ctrl+Z 状態を [ 後処理後待受停止（Work Not Ready）] に
変更して、後処理終了後に ACD コールを受信できな

いことを示します。

表 4. ウィンドウ管理ツールバーのボタンとショートカット キー

アイ

コン 名前

ショート

カット 説明

タスク 1 ～ 
10

Alt+1、
Alt+2、...
Alt+0

（拡張およびプレミアム バージョンのみ）管理

者は、1 ～ 10 のタスク ボタンに 1 つまたは複

数の機能を設定できます。

コンタクト

管理

Ctrl+G コンタクト管理ペインを表示したり非表示にし

たりします。

表 2. コール処理ツールバーのボタンとショートカット キー  （続き）

アイ

コン 名前

ショート

カット 説明
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表 5 に、スクリーン リーダーがテキストを読み取れるようにするため、カーソルを 
CAD-BE インターフェイスの各種テキスト項目に移動させるショートカット キーを示し

ます。

コンタクト アピアランス ペイン

コンタクト アピアランス セクションには、エージェントの現在のコール アピアランスに

関するデータが表示されます。このセクションには、複数のコール アピアランスが表示

されることもあります。たとえば、保留中のコールと対応中のコールが 1 つずつある場

合は、両方とも表示されます。

ブラウザ Alt+B （拡張バージョンおよびプレミアム バージョン

のみ）統合ブラウザ ペインを表示したり非表示

にしたりします。

ヘルプ /
バージョン

情報

（Help/Abo
ut）

Alt+Ctrl+H ヘルプとバージョン情報のオプションを一覧表

示するメニューを開きます。

— — Ctrl+Alt+A [ バージョン情報（About）] ウィンドウを開き

ます。

表 5. メイン ウィンドウのスクリーン リーダー ショートカット キー

ショートカット 説明

Ctrl+E コンタクト管理ペインの [ エンタープライズ データ

（Enterprise Data）] 部分の行を選択します。

Ctrl+S コンタクト アピアランス ペインのコンタクトを選択します。

JAWSKEY+Ctrl+n カラム ヘッダーとその値を読み上げます。n は目的の列番号で

す。

たとえば、Agent Desktop 内のコールのコンタクト アピアラン

ス ペインを、「状態：接続中、発信者番号：1114、着信者番号 
1194（State: Connected, Calling Number: 1114, Called 
Number 1194）」として通知できます。このような通知では、[
状態（State）] カラム ヘッダーとその値を通知するには 
JAWSKEY+Ctrl+1 キー、[ 発信者番号（Calling Number）] カ
ラム ヘッダーとその値を通知するには JAWSKEY+Ctrl+2 キー、

[ 着信者番号（Called Number）] カラム ヘッダーとその値を通

知するには JAWSKEY+Ctrl+3 キーを押す必要があります。

表 4. ウィンドウ管理ツールバーのボタンとショートカット キー  （続き）

アイ

コン 名前

ショート

カット 説明
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コンタクトの 1 行表示と 複数行表示

システムの設定に応じて、CAD-BE で ACD コールだけ、または ACD と ACD 以外の両方

のコールを表示できます。

■ ACD コールだけ（1 行の設定）。お使いの電話機に 1 つまたは複数の内線番号が

あり、ACD コールとして指定されたコールだけがコンタクト アピアランス ペイ

ンに表示されます。

■ ACD と ACD 以外の両方のコール（複数行の設定）。お使いの電話機に複数の内

線番号があり、ACD と ACD 以外の両方のコールがコンタクト アピアランス ペ
インに表示されます。CAD-BE では、1 つの ACD の内線番号と 大 3 つの ACD 
以外の内線番号がサポートされます。

コンタクト アピアランス ペインには、 大 9 つのフィールドを表示できます。[ 状態

（State）] フィールドは常に表示されます。それ以外の 8 つのフィールドについては、

管理者が設定できます。

表 6 に、使用可能なフィールドを示します。

表 6. コンタクト アピアランスのフィールド

フィールド

常に

表示さ

れるか

どうか 説明

状態（State） Yes コンタクトの現在の状態 

時間

（Duration）
No 通話の長さ

発番号

（Calling#）
No 発信側デバイスの番号 

着番号

（Called#）
No 宛先デバイスの番号

呼び出し番号

（Alerting#）
No 呼び出し中のデバイスの番号

元の着番号

（Original 
Called#）

No
コール先の番号

元の発番号

（Original 
Calling#）

No
発信側の番号

スキル（Skill） No スキル ID（コールが着信 ACD コールである場合にのみ

表示される）
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コール情報が不明の場合や、存在しない場合は、そのフィールドに <Unavailable> と表

示されたり、フィールドが空白になったりすることがあります。

コールに IP IVR が含まれている場合は、CAD-BE のコンタクト アピアランス ペインに、

IP Phone の画面上と同じコール情報が必ず表示されます。エンタープライズ データで

は、コール期間全体が追跡されるため、異なるデータが表示される場合があります。

コンタクト管理ペイン

コンタクト管理ペインには、すべての発信コールと着信コールに関して、左側にエン

タープライズ データ、および右側にコール アクティビティ情報が表示されます。

ツールバーの [ コンタクト管理の表示 / 非表示（Show/Hide Contact Management）] 
ボタンをクリックすると、インターフェイスにあるこのペインを表示したり非表示にし

たりできます。

エンタープライズ データ

[ エンタープライズ データ（Enterprise Data）] ペインには、選択したコールに関連付

けられたデータが表示されます。実際に表示されるデータは、管理者が設定します。

コール アクティビティ

コール アクティビティ セクションには、選択したコールに関するコール アクティビティ

が表示されます。表 7 に、利用可能なコール アクティビティのフィールドを示します。

ACD 回線

（ACD Line）
No [ はい（Yes）]/[ いいえ（No）] によって、コールが 

ACD 回線か、または ACD 以外の回線かを示します。

表 6. コンタクト アピアランスのフィールド  （続き）

フィールド

常に

表示さ

れるか

どうか 説明

図 6. コンタクト管理ペイン

表 7. コール アクティビティのフィールド

フィールド 説明

デバイス（Device） コールが経由したデバイスのリスト

タイプ（Type） コールが経由したデバイスのタイプ
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（注）コールの中には、複数のデバイスに同時に滞留するものがありま

す。たとえば、1 つのコールが複数のキューに配置された場合や、会議

通話が複数の内線番号に対して開始された場合は、コール アクティビ

ティ セクションに、個々のデバイスにおけるコールの滞留期間が表示

されます。重複時間は示されません。この場合、合計期間は、このよう

な重複デバイスにおける滞留時間の合計になるため、コンタクト セン

ターにおけるコールの実際の滞留時間より長くなります。

しきい値

しきい値は、特定のデバイスまたはコンタクト センターにおいて許容されるコールの滞

留時間です。管理者は、注意しきい値および警告しきい値を各デバイス タイプに割り当

てたり、コールに対するしきい値の合計値を指定したりすることができます。

コールがデバイスに滞留している時間が、あらかじめ定義された注意または警告しきい

値を超過すると、コール アクティビティ ペインではデバイスの横に注意アイコンまたは

警告アイコンが表示されます。これらのアイコンは次のとおりです。

[ 統合ブラウザ（Integrated Browser）] ペイン

統合ブラウザ ペインには、エージェントのお客様支援に役立つ、インターネットまたは

イントラネットの Web ページを閲覧できるようにするための制御が表示されます。選択

した Web ページは、別の関連付けられたブラウザ ウィンドウに表示されます。

管理者は、特定の Web サイトがエージェントのホームページとして表示されるように設

定したり、頻繁に使用する Web サイトにエージェントがすばやく移動できるように作業

サイト（Web ブラウザの「お気に入り」に類似したもの）のリストを追加したりできま

す。

統合ブラウザ ペインは、次の部分から構成されています。

■ [ ホーム（Home）] ボタン

■ [ 作業サイト（Work Sites）] ドロップダウン リスト

■ 編集可能な [ アドレス（Address）] フィールド（管理者が設定している場合）

このペインの詳細については、「統合ブラウザの使用方法」（P.35）を参照してください。

説明（Description） コールが経由したデバイスの説明

時間（Duration） コールがそのデバイスに存在する時間

合計（Total） 一覧表示された期間すべての合計

注意 警告

表 7. コール アクティビティのフィールド  （続き）

フィールド 説明
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ステータス バー

ステータス バーには、CAD-BE に関する現在の情報が表示されます（図 7）  。 

サービス障害が発生すると、現在のステータス セクションで、[ サービス中（In 
Service）] が [ 部分的サービス（Partial Service）] または [ サービス停止（No 
Service）] に変わります。サービス障害の影響を受けている機能を調べるには、現在の

ステータス セクションをダブルクリックしてポップアップ ウィンドウを表示します。こ

こに、アクティブな機能と非アクティブな機能が表示されます。

現在のステータス ポップアップ ウィンドウとサービスの自動復旧の詳細については、「[
サービス ステータス（Service Status）] ウィンドウ」（P.38）を参照してください。

図 7. ステータス バー

CAD-BE 機能の現

在のステータス

現在のエージェント

の ACD 状態とその

状態での経過時間

エージェント 
ID

エージェント

の内線番号

エージェント 
名

現在のシステ

ム時刻（24 
時間形式）
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コールの処理

CAD-BE にログインすると、CAD-BE、IP ハード フォン、または IP Communicator を使

用して、コールを処理できます。この項では、CAD-BE インターフェイスを使用して

コールを処理する方法について説明します。

1 行の設定と 複数行の設定

お使いのシステムが 1 行を使用するように設定されている場合、CAD-BE で ACD コール

だけを制御し、表示します。CAD-BE で ACD 以外のコールに応答することはできませ

ん。このようなコールはコンタクト アピアランス ペインに表示されません。IP ハード 
フォンまたは IP Communicator を使用して応答する必要があります。

お使いのシステムが複数行を使用するように設定されている場合、CAD-BE で ACD 内線

番号と ACD 以外の内線番号の両方で着信したコールを制御し、表示します。CAD-BE コ
ンタクト アピアランス ペインですべてのコールを制御するには、このペインでコールを

選択し、目的のアクティビティを実行します。

1 つの設定と複数の設定のいずれの場合も、ACD コールを着信するには、ログインして [
待受開始（Ready）] にする必要があります。ACD 以外のコールを受信する場合は、どの

状態でもかまいません。ACD 以外のコールを着信した場合、エージェントの状態は変わ

りません。

電話番号の入力

電話番号をダイヤルする際、ダイヤルパッドの [ 番号（Number）] フィールドに電話番

号を入力するには、次の方式を使用できます。

■ PC のキーボードで電話番号を入力する

■ ダイヤルパッド ウィンドウから番号を選択する

電話番号を入力する場合は、半角スペース、ダッシュ（ハイフン）、カッコを入力しない

でください。CAD-BE の [ 番号（Number）] フィールドには数字だけが入力できます。

以降のセクションで [ 番号（Number）] フィールドに番号を入力するよう指示された場

合は、上に示した方法のどちらでも使用できます。

コールへの応答

コールに応答するには：

■ [ 応答（Answer）] をクリックします。

コールを終了するには：

■ [ 切断（Drop）] をクリックします。
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コールの開始

コールを開始するには、[ 待受停止（Not Ready）] 状態になっている必要があります。[
待受開始（Ready）] 状態である場合、[ 発信（Make Call）] ボタンは無効です。

コールを開始するには：

1. [ 発信（Make Call）] をクリックします。[ 発信（Make Call）] ウィンドウが表

示されます。

2. [ 番号（Number）] フィールドに番号を入力します。

3. [ ダイヤル（Dial）] をクリックします。

（注）コールバイコールモードを使用しているモバイル エージェントの

場合、コールを発信すると、宛先の電話機より先に自分の電話機が鳴り

ます。この場合はまず、自分の電話機に応答する必要があります。宛先

の電話機はその後で鳴ります。

（注）モバイル エージェントの場合、コール先の電話機が通話中でもビ

ジー トーンは再生されず、無音になります。または、保留音が再生さ

れます。ただし、コンタクト アピアランス ペインには [ ビジー（Busy）
] 状態と表示されます。

コール中のタッチ トーンの入力

場合によっては、コール中にタッチ トーンを送信する必要が生じることもあります。た

とえば、自動音声応答（IVR）システムにアクセスしているときに、メニューの選択肢番

号またはアカウント番号を 1 つ以上入力するように求められることがあります。

このような場合は、[ タッチ トーン（Touch Tones）] ウィンドウで該当するボタンをク

リックすれば、コール中にタッチ トーンを送信できます。
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タッチ トーンを入力するには：

1. コール中に番号の入力を要求されたら、[ タッチトーン（Touch Tones）] をク

リックします。数字パッドが表示されます（図 8）。

2. 必要な数字または記号、あるいはその両方を入力し、[ 完了（Done）] をクリッ

クします。数字パッドが閉じ、CAD-BE インターフェイスに戻ります。

コールの転送

ツールバーの [ 転送（Transfer）] では、あらゆる電話番号への管理された転送が可能に

なります。このタイプの転送では、対応中のコールを転送する回数を指定します。第三

者が応答する前に切断することも、切断せずに、実際にコールを転送する前に第三者と

話すこともできます。

（注）コールの転送中にフェールオーバーが発生した場合、[ ダイヤル 
パッド（Dial Pad）] ウィンドウが閉じます。保留中のコールを転送す

るには、転送の受信者へのコールを終了し、再びコールを開始する必要

があります。

コールを転送するには：

1. コールが対応中の状態で、[ 転送（Transfer）] をクリックします。[ コールの転

送（Transfer a Call）] ウィンドウが表示されます。

2. コールの転送先の電話番号を [ 名前 : 番号（Name: Number）] フィールドに入

力します。

3. [ ダイヤル（Dial）] をクリックします。電話の呼び出し中は、[ ダイヤル（Dial）
] ボタンが [ 転送（Transfer）] ボタンに変わります。

4. 次のどちらかを実行します。

図 8. タッチ トーンの数字パッド
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■ 呼び出しが開始されたら、[ 転送（Transfer）] をクリックします。コールが

転送され、コールから切断されます。

■ 電話が応答されるのを待ち、転送を通知します。[ 転送（Transfer）] をク

リックすると、コールが転送され、コールから切断されます。

転送を通知する場合、[ 切替（Alternate）] をクリックして、2 つのコール間を

切り替えることができます。通話中の相手ではない側が保留状態になります。

会議通話の開始

ツールバーの [ 会議（Conference）] では、あらゆる電話番号へのスーパーバイズ会議

が可能になります。このタイプの会議では、対応中のコールで会議に参加する回数を指

定します。 初に話しかけることなく、第三者をコールに追加することも、電話会議を

実際に終了する前にその第三者に話しかけることもできます。[ 切替（Alternate）] 機能

を使用すると、会議を終了する前に 2 つのコールを切り替えることができます。

（注）会議へのコールの追加中にフェールオーバーが発生した場合、ダ

イヤル パッド ウィンドウが閉じます。会議を終了するには、会議の参

加者へのコールを終了し、再びコールを開始する必要があります。

会議通話を開始するには：

1. コールが対応中の状態で、[ 会議（Conference）] をクリックします。[ 会議通

話（Conference a Call）] ウィンドウが表示されます。

2. コールに追加する人の電話番号を [ 名前 : 番号（Name: Number）] フィールド

に入力します。

3. [ ダイヤル（Dial）] をクリックします。電話が呼び出し中になると、[ ダイヤル

（Dial）] ボタンが [ 会議へ追加（Add to Conf.）] ボタンに変わります。

4. 次のどちらかを実行します。

■ [ 会議へ追加（Add to Conf）] をクリックします（呼び出しが開始された

ら）。第三者が会議に追加されます。

■ 電話が応答されるのを待ち、会議を通知します。[ 会議へ追加（Add to 
Conf）] をクリックして、会議に第三者を追加します。

会議を通知する場合、[ 切替（Alternate）] をクリックして、2 つのコール間を

切り替えることができます。通話中の相手ではない側が保留状態になります。

5. 複数の人を会議通話に追加するには、追加する人それぞれについて、ステップ 1 
からステップ 4 の手順を繰り返します。

（注）1 つの会議通話における参加者数の上限は、Cisco Unified 
Communications Manager（Unified CM）の設定値によって決まりま

す。自分のコンタクト センターに設定されている 大数については、

スーパーバイザに問い合わせてください。
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スーパーバイザの関与

スーパーバイザは、いくつかの方法で、エージェントとお客様とのコンタクトに関与で

きます。たとえば次の方法があります。

■ お客様とのコールに介入する

■ エージェントの状態を変更する

■ エージェントの統合ブラウザに表示されるように Web ページをプッシュする

コールへの関与

スーパーバイザは、エージェントが受信するコールに関与できます。スーパーバイザは

次の操作を実行できます。

■ コールへの介入：強制的な会議の形で、エージェントとお客様とのコールに参加

する

■ コールの代行受信：強制的な転送の形で、お客様をスーパーバイザ自身に転送す

る

■ エージェントのコールをモニタする

■ 後で確認するためにエージェントのコールを録音する

スーパーバイザがコールに割り込むか、またはコールを代行受信すると、エージェント

への通知としてポップアップ ウィンドウが表示されます。システムの設定によっては、

スーパーバイザがユーザのコールをモニタまたは録音するときに、ユーザがその旨通知

を受ける場合があります。

ブラウザへの関与

スーパーバイザは、選択した Web ページをエージェントの統合ブラウザ ウィンドウに

プッシュ（送信）できます。この機能により、スーパーバイザは、お客様への応対に役

立つ情報を通話中のエージェントに提供することで、エージェントを指導できます。

エージェント状態への関与

スーパーバイザは、ユーザのエージェント状態を変更し、CAD-BE からログアウトさせ

ることができます。スーパーバイザがエージェント状態を変更してもユーザに通知され

ることはありません。現在のエージェント状態は、エージェント状態ツールバー ボタン

が有効か無効かによって、あるいはステータス バーの状態フィールドで確認できます。
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エージェント状態

CAD-BE では、エージェント状態ボタンを使用して、ACD でのエージェント状態を変更

できます。現在のエージェント状態から選択できる有効なエージェント状態だけが、所

定の時間に有効になります。

コール中（[ 通話中（Talking）] 状態の場合）に別のエージェント状態をクリックできま

す。コールを終了すると、エージェント状態は、クリックした状態に変わります。

エージェント状態ボタンは、現在のエージェント状態ではなく、クリックした状態を示

します。たとえば、コール中に [ 後処理後待受停止（Work Not Ready）] 状態ボタンを

クリックすると、[ 後処理後待受停止（Work Not Ready）] ボタンが押されたように見え

ます。

表 8 に、利用可能なエージェント状態を示します。

表 8. エージェント状態

状態 説明

保留

（Hold）
お客様と通話中で、コールを保留にしています。この状態は、ACD に
よって自動的に設定されるため、対応するボタンはありません。

ログアウト

（Logout）
ACD からログアウトしています。

待受停止

（Not 
Ready）

ACD コールを受信できません。

待受開始

（Ready）
ACD コールを受信できます。

リザーブ

（Reserve
d）

一時的に特定の ACD コールの受信を回避します。コールに応答すると、

現在の状態は [ 通話中（Talking）] 状態に変更されます。

システム管理者が設定した制限時間内にコールに応答しないと、ACD は
エージェントを [ 待受停止（Not Ready）] 状態にします。

[ 予約済（Reserved）] 状態は、ACD によって自動的に設定されるた

め、対応するボタンはありません。電話が呼び出し中にならずに（呼び

出しを待っている場合でも）、この状態になることがあります。

通話中

（Talking）
お客様または別のエージェントと通話中です。この状態は、ACD によっ

て自動的に設定されるため、対応するボタンはありません。
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後処理後待

受停止

（Work Not 
Ready）

直前のコールで発生した作業を実行中であるため、ACD コールを受信で

きません。次のアクションがあったとき、エージェントの状態は [ 待受

停止（Not Ready）] に変わります。

• エージェントが後処理データを入力した（システム管理者によって

有効にされている場合）

• ACD に設定されたタイマーの値を超過した（ACD がこの機能を使用

している場合）

• エージェントが後処理データを入力した後で、状態を手動で変更し

た

後処理後待

受（Work 
Ready）

直前のコールで発生した作業を実行中で、ACD コールを受信できます。

次のアクションがあったとき、エージェントの状態は [ 待受開始

（Ready）] に変わります。

• エージェントが後処理データを入力した（システム管理者によって

有効にされている場合）

• ACD に設定されたタイマーの値を超過した（ACD がこの機能を使用

している場合）

• エージェントが後処理データを入力した後で、状態を手動で変更し

た

表 8. エージェント状態  （続き）

状態 説明
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統合ブラウザの使用方法

統合ブラウザ機能は、CAD プレミアム パッケージと拡張パッケージに組み込まれていま

す。この機能を使用すると、インターネット上の Web ページを CAD-BE で表示できま

す。Web ページは個別の関連付けられたブラウザ ウィンドウに表示され、CAD-BE 自体

とは異なり、Web ブラウザのツールバーとメニュー バーを備えています。

CAD-BE ツールバーの [ 統合ブラウザの表示 / 非表示（Show/Hide Integrated 
Browser）] ボタンをクリックできます。すると、CAD-BE ウィンドウの下部にブラウザ 
ツールが表示されたり、非表示になったりします。これによって、関連付けられたブラ

ウザ インスタンスが影響を受けることはありません。

管理者がワークフローの一部として設定している場合、CAD-BE はコールのエンタープ

ライズ データを使用して Web アプリケーション（お客様のデータベースなど）とやり

取りし、お客様の情報を統合ブラウザに表示できます。

作業サイトへのアクセス

管理者は、頻繁に使用する Web サイトのリストを設定できます。これらの「お気に入

り」は、[ 作業サイト（Work Sites）] ボックスに表示されます。エージェントは、この

ドロップダウン リストから Web サイトを選択するだけで、そのサイトにすばやくアク

セスできます。サイトの Web アドレスを入力する必要はありません。

その他の Web サイトへのアクセス

管理者は、オプションの [ アドレス（Address）] フィールドが含まれるようにブラウザ

を設定できます。エージェントはこのフィールドを使用して、[ 作業サイト（Work 
Sites）] ボックスに表示されない Web サイトにアクセスできます。

[ アドレス（Address）] フィールドを使用して Web サイトにアクセスするには：

■ Web サイトのアドレス（URL）を [ アドレス（Address）] フィールドに入力し、

Enter を押します。

ホームページへのアクセス

自分のホームページ（管理者が設定）には、ホーム アイコン（ ）をクリックするか、

Alt+Home を押すことでいつでも戻ることができます。

スーパーバイザの介入

スーパーバイザは、エージェントのブラウザに Web ページを「プッシュ」できます。詳

細については、「ブラウザへの関与」（P.32） を参照してください。
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理由コード

理由コードは、エージェントが自分の状態を [ 待受停止（Not Ready）] または [ ログア

ウト（Logout）] に変更した理由を表します。このコードは、管理者が設定し、コンタ

クト センター用にカスタマイズされます。管理者による CAD-BE の設定によっては、理

由コードの入力を要求されることがあります。

理由コードの使用が要求される設定では、エージェントが [ 待受停止中（Not Ready）] 
または [ ログアウト（Logout）] への遷移を開始するときや、そのような遷移がワークフ

ローに含まれているときは、毎回ダイアログボックスが表示されます（図 9）。遷移を完

了するには、そのダイアログボックスから適切なコードを選択し、[OK] をクリックする

か Enter を押す必要があります。 

すでに [ 待受停止（Not Ready）] の状態にあるときでも、[ 待受停止（Not Ready）] の
エージェント状態をもう一度選択できます。こうすると、別の理由コードを入力するこ

とができます。[ 待受停止（Not Ready）] の状態への各変更は、それぞれの状態の変更

時間と理由コードと合わせてレポートに一覧されます。

次の場合、[ 理由コード（Reason Code）] ダイアログボックスは表示されません。

■ スーパーバイザが遷移を開始する場合。この場合、スーパーバイザがエージェン

ト状態を強制的に変更したことを示す理由コードが自動的に選択されます。

■ ACD コールが電話にルーティングされてもそれに応答しないと、エージェント

状態は [ 待受開始（Ready）] から [ 待受停止（Not Ready）] に自動的に変更さ

れます。そして、別のエージェントに再度ルーティングされます（Reroute on 
No Answer または RONA）。

■ ACD 以外のコールを受信すると、エージェント状態は [ 待受開始（Ready）] か
ら [ 待受停止（Not Ready）] に自動的に変更されます。

図 9. [ 理由コード（Reason Codes）] ダイアログボックス
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後処理データ

コンタクト センターでは、特定のアクティビティの頻度の追跡、コールの料金請求先ア

カウントの特定など、さまざまな理由で後処理データを使用します。理由コードと同様、

後処理データの記述は、コンタクト センターのニーズを反映するように管理者が設定し

ます。管理者による CAD-BE の設定によっては、後処理データの入力を要求されること

があります。

後処理データの使用を要求される設定では、コールを終了した直後に [ 後処理後待受

（Work Ready）] または [ 後処理後待受停止（Work Not Ready）] の状態に遷移すると、

[ コール後処理の選択（Select Call Wrap-up）] ダイアログボックスが表示されます

（図 10）。（この遷移は、コール中に [ 後処理後待受（Work Ready）] または [ 後処理後

待受停止（Work Not Ready）] ボタンをクリックしたときに起こります）。遷移を完了す

るには、そのダイアログボックスから適切な記述を選択し、[OK] をクリックするか 
Enter を押す必要があります。 

図 10. [ コール後処理の選択（Select Call Wrap-up）] ダイアログボックス
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サービスの自動復旧

サービスの自動復旧機能を使用すると、サービスの再起動時やネットワーク障害の発生

時に、CAD-BE で CAD サービスへの接続を自動的に復旧できるようになります。

サービス復旧後、1 分以内に同じログイン名またはログイン ID とパスワードを使用して

再度ログインすると、自動的に、サービスまたはネットワーク接続が異常終了した時点

と同じエージェント状態になります。

（注）ログイン時に、アクティブでないサービスについて通知されるこ

とはありません。ログインした後は、サービスが停止すると通知されま

す。

サービスと通信できないことを CAD-BE が検出した場合（通常はサービス障害が発生し

てから 3 分以内）、CAD-BE がサービスに接続できないことを示すメッセージが表示され

ます。

サービスが再び使用可能になったことを CAD-BE が検出した場合（通常はサービスが復

旧してから 1 分以内）、CAD-BE がサービスに接続できるようになったことを示すメッ

セージが表示されます。

（注）Unified Communications Manager（Unified CM）に障害が発生

した場合は、ログアウトされます。Unified CM が復旧したら、手動で

ログインし直す必要があります。ログインは自動では行われません。

[ サービス ステータス（Service Status）] ウィンドウ

サービスと通信できないことを CAD-BE が検出すると（通常はサービス障害が発生して

から 3 分以内）、ステータス バーに「部分的サービス（Partial Service）」または「サー

ビス停止（No Service）」と表示され、一部またはすべてのサービスで障害が発生したこ

とが示されます。

サービスが再び使用可能になったことを CAD-BE が検出すると（通常はサービスが復旧

してから 1 分以内）、ステータス バーに「サービス中（In Service）」と表示され、サー

ビスが復旧したことが示されます。

サービス障害による影響の詳細を確認するには、ステータス バーに表示されているス

テータス メッセージをダブルクリックします。CAD-BE は、CAD-BE 機能のリストを含

むポップアップ ウィンドウ（図 11）を表示し、その機能がサービス障害の影響で使用

不可になっているかどうかを示します。障害サーバのホストであるサーバが [ ホスト
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（Host）] カラムに一覧表示されます。このフィールドには、ホストの IP アドレスかホス

ト名のいずれか、またはその両方が表示されます。 

（注）[ サービス ステータス（Service Status）] ウィンドウはスナップ

ショットのみを表示します。 新ステータスを表示するには、ウィンド

ウを閉じて再度開きます。

BIPPA サービスの停止

非冗長システム

ブラウザおよび IP Phone エージェント (BIPPA) サービスへの接続が切断された場合、

CAD-BE は再接続しようとします。CAD-BE の BIPPA サービスへの再接続が成功すると、

再度ログインするように要求されます。

冗長システム

冗長システムでは、ある BIPPA サービスへの接続が切断されると、CAD-BE は接続が確

立されるまでアクティブな BIPPA サービスへの接続を試みます。その際、再度ログイン

するように要求されます。

初のログイン時に BIPPA サービスに接続できない場合は、サービスが利用できないの

で CAD-BE が終了するというエラー メッセージが表示されます。この場合、ブラウザを

冗長な BIPPA サービスに手動でリダイレクトし、通常どおりにそのサービスにログイン

する必要があります。

CTI サービスの停止

CTI サービスが停止した場合は、その他のすべての CAD サービスが稼働中であってもロ

グインすることはできません。成功するまで再度ログインするように要求されます。

図 11. [ サーバ ステータス（Server Status）] ポップアップ ウィンドウ
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LDAP サービスの停止

ログイン時に LDAP サービスが停止している場合、ログインは失敗します。ログインし

た後に LDAP サービスが停止しても、セッションは影響を受けません。

LRM サービスの停止

ログイン時に LRM サービスが停止している場合、ログインは失敗します。ログインした

後に LRM サービスが停止しても、セッションは影響を受けません。

その他のサービスの停止

ログインした後にその他の CAD サービスが停止すると、一部の機能が使用できない場合

がありますが、ログアウトされることはありません。
40 2013 年 2 月 6 日



Index
C

Cisco Agent Desktop - Browser Edition

インターフェイス 20

I

IP Communicator

設定 9

あ

後処理データ 37

い

インターフェイス

サービス ステータス 38

ステータス バー 27

え

エージェント状態 33

エンタープライズ データ 25

か

会議へのコールの追加 31

き

機能レベル 7

こ

固定コールモード 13

コール

会議 31

開始 29

転送 30

電話番号の入力 28

コール アクティビティ 25

しきい値 26

コールの開始 29

コールの転送 30

コールバイコールモード 13

コンタクト アピアランス ペイン 23

コンタクト管理ペイン

エンタープライズ データ 25

コール アクティビティ 25

さ

サービス ステータス 38

サービスの自動復旧 38

サポートされる Web ブラウザ 10

サポートされる言語 8
2013 年 2 月 6 日 41



Cisco Agent Desktop - Browser Edition ユーザ ガイド
し

しきい値 26

自動復旧 38

ショートカット キー 21

新機能 5

す

ステータス バー 27

スーパーバイザの関与

Web ページの送信 32

エージェント状態の変更 32

コールへの介入 32

た

ダイヤルパッド ウィンドウ 19

つ

ツールバーのボタン 21

と

統合ブラウザ

作業サイト 35

その他の Web サイトへのアクセス 35

ホームページ 35

[ 統合ブラウザ（Integrated Browser）] ペイ

ン 26

も

モバイル エージェント

固定コールモード 13

コールバイコールモード 13

ログイン 12

り

理由コード 36

ろ

ログアウト 17

ログイン

モバイル エージェントとして 12

ローカル エージェントとして 11
42 2013 年 2 月 6 日




	Cisco Agent Desktop - Browser Edition ユーザ ガイド
	概要
	対象読者
	今回のリリースでの変更点
	マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
	マニュアルに関するフィードバック

	CAD-BE の機能レベル
	言語サポート
	Cisco IP Communicator の設定
	CAD-BE を使用したログイン
	多重回線対応電話機
	ローカル エージェントとしてのログイン
	モバイル エージェントとしてのログイン
	ログインに関する注意事項
	NAT ファイアウォール外またはルータ外からの VPN 経 由のアクセス
	VPN トンネリング


	ログアウト
	方法 1：ログアウトしてから CAD-BE を閉じる（推奨）
	方法 2：先にログアウトせずに CAD-BE を閉じる

	ダイヤルパッド ウィンドウ
	CAD-BE インターフェイス
	ツールバーのボタンとショートカット キー
	コンタクト アピアランス ペイン
	コンタクトの 1 行表示と 複数行表示

	コンタクト管理ペイン
	エンタープライズ データ
	コール アクティビティ

	[統合ブラウザ（Integrated Browser）] ペイン
	ステータス バー

	コールの処理
	1 行の設定と 複数行の設定
	電話番号の入力
	コールへの応答
	コールの開始
	コール中のタッチ トーンの入力

	コールの転送
	会議通話の開始

	スーパーバイザの関与
	コールへの関与
	ブラウザへの関与
	エージェント状態への関与

	エージェント状態
	統合ブラウザの使用方法
	作業サイトへのアクセス
	その他の Web サイトへのアクセス
	ホームページへのアクセス
	スーパーバイザの介入

	理由コード
	後処理データ
	サービスの自動復旧
	[サービス ステータス（Service Status）] ウィンドウ
	BIPPA サービスの停止
	非冗長システム
	冗長システム

	CTI サービスの停止
	LDAP サービスの停止
	LRM サービスの停止
	その他のサービスの停止


	Index

